
廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

大藤鉄工株式会社 福井市上野本町20-55

プレーティングシミズ株式会社 福井市石盛町11-43-1

株式会社ミテック 福井市花堂南2-6-1

大島産業株式会社 福井市渕3-2801

福井ヤクルト販売株式会社 福井市江端町4-11-2

福井県民生活協同組合 福井市開発町2-1-1

アスワ電子工業株式会社 福井市江守中2-1321

株式会社北陸環境科学研究所 福井市光陽4-4-27

株式会社ウエキグミ 越前市府中3-9-1

クリタ明希株式会社 福井市高木中央1-2913

株式会社　三好土木 福井市上野本町7-12

トヨタ部品福井共販株式会社 吉田郡永平寺町松岡吉野堺34-11

株式会社西村組 吉田郡永平寺町下浄法寺2-8

株式会社フクタカ 勝山市遅羽町大袋61-35

水ｉｎｇ株式会社永平寺町管理事務所 吉田郡永平寺町東古市18-8

株式会社ニットク 勝山市片瀬10-1

株式会社アート 勝山市郡町2-39

有限会社トミタ塗装 勝山市元町1-4-28

株式会社市岡組 勝山市遅羽町蓬生32-94-2

サンエー電機株式会社清水工場 福井市甑谷28-1-9

サンエー電機株式会社武生工場 越前市北府4-6-30

フクビ化学工業株式会社 福井市三十八社町33-66

福井トヨタ自動車株式会社 福井市下荒井町19-50

日成ビルド工業株式会社 福井市毛矢１-2-21

株式会社建世 大野市春日3-20-7

大野開発工業株式会社 大野市中野55-60

サンエー電機株式会社大野工場 大野市春日92-11

有限会社猪島建設 大野市篠座町1-50

ダスキン大野支店 大野市茜町113

稲山織物株式会社 大野市春日64-50

http://www.murata.co.jp/
http://www.hokukanken.jp/
http://www.kuritameiki.co.jp/
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森永北陸乳業株式会社福井工場 福井市高木町2-601

株式会社吉島組 大野市春日3-20-9

丸栄電工株式会社 大野市陽明町3-1104

江守物流株式会社 福井市花堂東1-25-20

株式会社木津組 越前市粟田部町6-15

山清建設株式会社 越前市稲寄町5-3-1

株式会社関組 越前市粟田部6-26

上木建設株式会社 越前市横市町27-8

株式会社山岡組 越前市粟田部町16-10

谷口建設株式会社 越前市押田2-10-27

倉茂電工株式会社 越前市下平吹町10-9

株式会社明光建商 越前市葛岡町8-10-1

坂下興業株式会社 丹生郡越前町江波23-17-5

テクノス株式会社 南条郡南越前町湯尾10-10-2

山友建設株式会社 南条郡南越前町湯尾19-3-72

グリーンメタルズ株式会社 越前市粟田部町79-1-1

内橋エステック朝日工場 丹生郡越前町佐-生14-3-1

丸善工務店株式会社 丹生郡越前町織田119-3‐1

ダスキン武生支店 越前市家久町53-16

レンゴー株式会社福井工場 越前市瓜生町18-1

東洋紡績株式会社武生工場 越前市上真柄町23-31

株式会社アステイオン 大野市平澤領家12-41-2

中竜鉱業株式会社 大野市上大納5-7‐1

前田電気株式会社 大野市中保21-12

幾山建設株式会社 大野市中保23-16-1

羽生塗装有限会社 大野市中据15-8

シプロ化成株式会社 坂井市三国町米納津49-102-7

セッツカートン株式会社越前工場 あわら市伊井10-13-1

福井山田化学工業株式会社 坂井市三国町米納津49-111-1

古河スカイ株式会社製板事業部福井工場 坂井市三国町黒目21-1

http://www.yamatomo.com/
http://www.greenmetals.co.jp/
http://www.shipro.co.jp/
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株式会社SINDO福井流通センター 福井市玄正島町7-15

株式会社杉田組 あわら市青ノ木46-4

株式会社淀川製鋼所福井工場 坂井市三国町新保97-30

株式会社竹山建設 坂井市丸岡町一本田中31-18-1

新間建設株式会社 坂井市丸岡町今福11-37-1

福井鋲螺株式会社細呂木事業所 あわら市指中59-115

株式会社三星 坂井市春江町江留中39-4-1

株式会社半澤組 坂井市三国町三国東6-5-13

日東シンコー株式会社 坂井市丸岡町舟寄110-1-1

株式会社吉島組 坂井市三国町石丸32-12

有限会社高島土建 坂井市坂井町下兵庫294-17-1

福井帝通株式会社 坂井市丸岡町一本田中46-10

株式会社八木熊 坂井市坂井町定旨1字柳指48-2

木下鉄工株式会社 坂井市丸岡町長崎1-80-2

東レ・ダウコーニング株式会社福井工場 あわら市矢地

日本エコカ工業株式会社 坂井市三国町新保97-20

峰田土建株式会社 鯖江市御幸町4-6-17

オタ建設株式会社 丹生郡越前町織田161-22

タガハウス株式会社 鯖江市水落町4-3-23

有限会社加藤産業 鯖江市有定町1-6-7

株式会社東信自動車 鯖江市有定町1-6-29

ウラセ株式会社 鯖江市神中町2-7-40

福井ミナセル株式会社 丹生郡越前町佐-生77-12-1

國成建設株式会社 丹生郡越前町江波89-50-1

北陸東工シャッター株式会社 鯖江市熊田町1-100

株式会社西村金属 鯖江市丸山町3-5-18

株式会社藤田組 越前市本多1-6-20

酒井化学工業株式会社 鯖江市川去町32-2-1

安全産業株式会社 越前市野上町1-53

株式会社タカハシ地建 越前市妙法寺町16-8

http://www.nittoshinko.co.jp/index.cgi
http://www.ecoca.net/
http://www.sakai-grp.com/
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株式会社アサヒオプティカル 鯖江市下河端町47-26

レンゴー株式会社武生工場 越前市上真柄町39-1-2

酒伊編織株式会社 鯖江市桜町2-1-5

株式会社ニシザワハウジング 鯖江市上河端町41-13-5

株式会社金津村田製作所金津工場 あわら市花乃杜2-10-28

株式会社金津村田製作所ナツメ工場 福井市石橋町5-10

株式会社笹岡工業所 あわら市春宮1-5-14

株式会社稲澤組 坂井市坂井町新庄2-302

新江州北陸株式会社 坂井市春江町西長田52-11-1

株式会社エイチアンドエフ本社工場 あわら市自由ヶ丘1-8-28

株式会社エイチアンドエフ熊坂工場 あわら市熊坂130

福井システムズ株式会社 坂井市丸岡町熊堂3-2-22-5

兵庫建設株式会社 坂井市坂井町上兵庫44-10-1

東洋染工株式会社 坂井市春江町田端43-15

川端段ボール株式会社 坂井市春江町金剛寺1-5

大嶋建設株式会社 坂井市三国町竹松2-13-1

株式会社中山組 坂井市坂井町長畑23-26

フクビ化学工業株式会社坂井工場 坂井市坂井町定旨1-1

株式会社ニヤクコーポレーション三国営業
所

坂井市三国町山岸33-11-1

ジャパンオイルネットワーク株式会社 坂井市三国町新保テクノポ-ト1-1-4

株式会社石川工務店 あわら市市姫5-19-12

株式会社坂本土建 坂井市春江町中筋高田60

有限会社川端組 坂井市春江町江留上大和6-6

レッドバロン丸岡 坂井市丸岡町八ッ口21-13-2

揚原織物工業株式会社 鯖江市有定町1-3-26

上鉄工業株式会社 あわら市伊井10-1-1

レンゴー株式会社金津事業所 あわら市自由ヶ丘1-8-10

吉田開発株式会社 大飯郡高浜町関屋61-2-1

株式会社日盛興産 大飯郡高浜町青17

有限会社新東工業 大飯郡高浜町小和田72-14

http://www.fukui-systems.co.jp/certification/index.html
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山惣ホーム株式会社 大飯郡高浜町中山50-22-5

武田建設株式会社 三方郡美浜町久-子36-12-2

株式会社谷口工務店 三方郡美浜町郷市47-5-1

甲信越福山通運株式会社敦賀営業所 三方郡美浜町佐柿5-1

大邦産業株式会社 三方郡美浜町郷市9-9-1

株式会社美浜モーターサービスセンター 三方郡美浜町郷市47-2-1

美浜産業株式会社 三方郡美浜町郷市9-10-1

関電プラント株式会社原子力事業本部 三方郡美浜町興道寺9-10

三菱重工業株式会社原動機事業本部
美浜定検作業所

三方郡美浜町丹生66号川坂山5-3

ニチアス株式会社 三方郡美浜町丹生66号川坂山5-3

株式会社光洋若さ工場
三方上中郡若狭町若狭テクノバレ-1号堤
3-2

プロテインケミカル株式会社
三方上中郡若狭町若狭テクノバレ-2号杉
山1-10

株式会社平川 大飯郡高浜町安土4-2

大阪プラント株式会社若狭工場
三方上中郡若狭町若狭テクノバレ-2号杉
山1-9

新日本海事工業株式会社 大飯郡高浜町立石15-15-4

株式会社登建 敦賀市沓見96-13

三菱重工業㈱原動機事業本部原子力部
敦賀定検作業所

敦賀市浦底24号

関電プラント株式会社敦賀事業所 敦賀市明神町１

株式会社東芝敦賀原子力作業所 敦賀市明神町１

株式会社塩浜工業 敦賀市観音町12-1

嶺南デンカ生コン株式会社 敦賀市櫛川82-5

有限会社栄商会 敦賀市櫛川84-27

山下印刷紙器株式会社敦賀工場 敦賀市古田刈15

株式会社平本興業 敦賀市新松島町3-4

日本ハイウェイ・メンテナンス北陸株式会
社
敦賀事業所

敦賀市井川17号字稲荷薮8-1

若築建設株式会社 敦賀市桜町4-5

若丹建設株式会社 大飯郡おおい町名田庄下38-18-1

八峯建設株式会社 大飯郡おおい町名田庄村久坂3-80-1

株式会社環境総合テクノス若狭支店 大飯郡おおい町成和字2-1-123

株式会社環境総合テクノス大飯営業所 大飯郡おおい町大島1字吉見1-1

http://www.nichias.co.jp/
http://www.koyo.jp/
http://www.yamashita-pac.com/
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株式会社時岡組 大飯郡おおい町本郷117-21-1

芝浦自販機株式会社 小浜市駅前町13-10

芝浦ハイテック株式会社 小浜市駅前町13-10

株式会社伊藤 小浜市遠敷3-105

株式会社和晃建装 小浜市遠敷89-21

株式会社岡組 小浜市湯岡18-10-8

三菱重工業株式会社神戸造船所
高浜定検作業所

大飯郡高浜町田ノ浦

日本建設工業株式会社大飯作業所 大飯郡おおい町大島

株式会社ダイエイ 越前市白崎町73-1-3

有限会社南越クリーンシステム 越前市春日野町70-6

敦賀セメント株式会社 敦賀市泉2-6-1

中日本ハイウェイ・エンジニアリング
名古屋株式会社金沢支店敦賀道路事業所

敦賀市井川9号長畑11-6

有限会社三方五湖環境 三方上中郡若狭町気山114-1-3

エス・イ・コンサル株式会社 福井市西下野町12-4

小浜エンジニアリング株式会社 小浜市生守23-1

株式会社ゲンドー 小浜市和久里15-23-1

株式会社木内計測若狭支社 小浜市和久里31-8-1

株式会社西浦組 小浜市甲ヶ崎10-25-1

東洋紡績株式会社敦賀事業所 敦賀市東洋町10-24

株式会社日登建設 小浜市千種1-8-33

福井トナミ運輸株式会社 敦賀市羽織町13-3

株式会社豊国工務店 敦賀市余座4-1-1

キャタピラーウエストジャパン株式会社
小浜サービスショップ

小浜市遠敷6-307-1

株式会社塩野工務店 小浜市小浜住吉50-17

向洋電機株式会社若狭事業所 小浜市上野37号杉ノ尾34

大和電建株式会社敦賀支店 敦賀市莇生野80-14-20

株式会社白崎コーポレーション 鯖江市石生谷町11-23

株式会社力野組 敦賀市野坂22-13-1

株式会社松岡工務店 小浜市遠敷5-201-2

有限会社光啓商事 小浜市湯岡18-14-1

http://www.ecodaiei.com/
http://www.c-nexco-hen.jp/
http://www.c-nexco-hen.jp/
http://www.soritsu.co.jp/
http://www.kiuchi-ins.co.jp/
http://www.koyoelec.co.jp/
http://www.daiwadenken.co.jp/
http://www.shirasaki.co.jp/
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有限会社タカトリ 小浜市羽賀8-6-12

有限会社幸池建材 小浜市遠敷1-603-2

株式会社テクニカフクイ 越前市戸谷町87-1

中村建設工業株式会社 鯖江市石田下町37-11-2

株式会社大虫電工 越前市上太田町45-38

株式会社佐々木工務店 鯖江市有定町2-6-1

大野市役所 大野市天神町1-1

小浜市役所 小浜市大手町6-3

株式会社酒井建設 吉田郡永平寺町松岡吉野7-15

株式会社カサ川 勝山市北郷町森川36-1

有限会社サイト建設 勝山市鹿谷町西光寺27-1

株式会社山内土建 勝山市鹿谷町本郷27-12

株式会社坪内建設 勝山市本町2-8-18

株式会社ショウ 勝山市鹿谷町発坂3-6

市岡産業株式会社 吉田郡永平字町山王20-1-1

赤田撚糸工場 南条郡南越前町今庄70-7-1

岩﨑建設株式会社 南条郡南越前町宇津尾40-12

日立ＧＥニュークリア・エネジー株式会社
敦賀定検事務所

敦賀市明神町1

山岸機業株式会社立川工場 勝山市立川町2-2-40

山岸機業株式会社エステル工場 勝山市北市14号字堂ノ下

山岸機業株式会社 勝山市元町3-2-15

株式会社ニットク荒土工場 勝山市荒土町新保9-1

松文産業株式会社 勝山市旭町1-1-56

マツデン織物有限会社 勝山市栄町4-3-6

セーレン株式会社勝山工場 勝山市滝波町3-1431

大北久保建設株式会社 勝山市栄町2-7-6

横井建設株式会社 勝山市北郷町坂東島18-6-1

笠川産業有限会社 勝山市北郷町東野23-67

有限会社川島鉄工所 勝山市立川町1-13-33

株式会社鳥山 勝山市平泉寺町壁倉6-9-1

http://www.technica-fukui.co.jp/
http://www.e-omd.jp/
http://www.city.ono.fukui.jp/
http://www1.city.obama.fukui.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

ナカジマＦＴ株式会社 吉田郡永平寺町野中10-31

カワイローラ株式会社 吉田郡永平寺町松岡領家11-52

水野合繊株式会社 吉田郡永平寺町東古市16-40

株式会社永平寺タケダ 吉田郡永平寺町法寺岡2-5

株式会社立花機業場 吉田郡永平寺町東古市14-10

小浜市建設業協同組合 小浜市谷田部2-6-1

有限会社ツルガモータース 敦賀市中央町1-13-42

有限会社木村モータース 福井市上中町12-7-1

株式会社日光トラックス 敦賀市道口14-7

拓逢陶房 丹生郡越前町小曽原84-8-1

株式会社藤本建設 小浜市南川町17-1-2

有限会社岩六製紙所 越前市岩本町17-24

ヒカリ自動車工業株式会社 敦賀市古田刈66-1217

関本電設株式会社 越前市北町22-6

株式会社嶋田工務店 小浜市木崎13-13

北信建設株式会社 越前市村国2-1-11

中條建設工業株式会社 越前市中新庄町39-56

垣内産業株式会社 越前市今宿町35-3-2

有限会社山本工務店 小浜市府中16-10

田中建設株式会社 越前市本保町21-10

株式会社真柄組 越前市高瀬1-1-25

株式会社矢佐組 越前市住吉町3-22

陶房遙 丹生郡越前町小曽原3-23-1

川研ファインケミカル株式会社福井工場 越前市北府1-3-34

有限会社オートサービス上野 あわら市北11-168-1

武生郵便局 越前市中央1-10-30

セイコーオプチカル株式会社 鯖江市有定町3-6-12

株式会社ホンダリース福井 福井市和田3-720

有限会社港屋家具センター 大野市元町7-21

越美石産株式会社 大野市土打1-1

http://sekimoto-densetsu.com/
http://hokushinkk.co.jp/
http://www.ttn.ne.jp/~kaki-san/
http://www.yamamoto-ef.co.jp/
http://www.tanakakensetu-f.jp/
http://www.hondalf.co.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

株式会社のぞみ第２工場 大野市吉27-11

有限会社黒川ﾌﾞﾛー工業所 大野市塚原13-20

高速炉技術サービス株式会社もんじゅ事務
所

敦賀市白木2-1

株式会社武生環境保全 越前市家久町2-45-1

伊原建設株式会社 敦賀市莇生野88-2

株式会社平和堂アルプラザ敦賀 敦賀市白銀町11-5

株式会社川北技建 敦賀市三島町2-1-24

日東電気株式会社 敦賀市呉竹町1-38-5

信友建設株式会社 敦賀市昭和町2-6-1

敦賀市農業協同組合 敦賀市三島町2-11-11

JA敦賀三方農業協同組合 敦賀市三島町2-11-11

北陸電力株式会社敦賀火力発電所 敦賀市泉171-5-7

北陸電力株式会社福井火力発電所 坂井市三国町新保57-1-6

株式会社吉田組 三方郡美浜町河原市53-23

株式会社増永組 敦賀市津内町2-3-20

有限会社鈴木工業 敦賀市津内町44-1

株式会社共和製作所 敦賀市蓬莱町3-22

敦賀協栄建築株式会社 敦賀市蓬莱町11

敦賀協栄建築株式会社プレカット部 敦賀市莇生野112-28-4

常盤工業株式会社北陸支店 敦賀市金山102-6-1

株式会社岡本組 敦賀市津内町67-15-1

寺川建設工業株式会社 敦賀市中央町2-16-45

日本原子力発電株式会社敦賀発電所 敦賀市明神町１

株式会社関電工 敦賀市明神町１

有限会社ユキチ産業 勝山市沢町2-11-8

有限会社ピュアクリーンゼット 鯖江市石生谷町36-2

株式会社ニチフ端子敦賀工場 敦賀市疋田３号向蔭4-1

パナソニックエレクトロニックデバイス
ジャパン株式会社

敦賀市堂26-1-1

ヤマトタカハシ株式会社 敦賀市坂の下小河田3-1

田中紙管株式会社敦賀工場 敦賀市公文名3-20

http://www.nittodenki.com/
http://www.rikuden.co.jp/index.html
http://www.rikuden.co.jp/index.html
http://www.tsurukyo.com/
http://www.japc.co.jp/
http://www.kitahati.com/
http://www.nichifu.co.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

気比造船株式会社 敦賀市櫛川91-3

有限会社松本鉄工所 敦賀市金ケ崎町19-1

北陸発電工事株式会社敦賀事業所 敦賀市泉171-5-7

株式会社ササキ工業 越前市矢船町1-2-3

中日本産業有限会社 越前市矢船町19-1-2

中日本土木株式会社 越前市矢船町19-1-2

武生小野田レミコン株式会社 越前市北府1-2-48

株式会社ふじや食品 越前市矢船町1-7-1

株式会社中西工務店 越前市家久町90-34-1

北日本建設株式会社 越前市小野谷町1-2

上木興業株式会社 越前市府中3-8-4

株式会社大進建設 越前市小松1-10-13

平野建設株式会社 越前市横市町23-43

株式会社カワムラモータース 三方郡美浜町河原市17-3-1

和幸建設株式会社 越前市芝原3-5-35

株式会社三田村工務店 越前市神明町4-8

株式会社伊部建設 丹生郡越前町細野49-15

丹南開発株式会社 丹生郡越前町朝日5-17-1

株式会社クリーン丹南 丹生郡越前町下糸生136-10

株式会社丸安建設 丹生郡越前町乙坂22-7

木村建設株式会社 丹生郡越前町蝉口6-6-1

株式会社ホーエ組 丹生郡越前町織田109-63

株式会社エフレ清水本店 敦賀市清水町2-18-17

株式会社エフレ相生店 敦賀市相生町11-6

株式会社エフレDａy's店 敦賀市鋳物師町9-7

株式会社エフレ古田刈店 敦賀市古田刈69-305

株式会社フジショク 敦賀市昭和町2-20-14

ユウシ電装株式会社 越前市東庄境町5-10

梅田和紙株式会社 越前市大滝町30-2

井上リボン工業株式会社 越前市千原町2-6

http://fab-mt.com/
http://www.fuziya-food.co.jp/
http://hondacars-wakasa.co.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

姉川設備機工株式会社 越前市岩本町11-19

株式会社滝製紙所 越前市大滝町27-30

有限会社前田編織 越前市中津山町20-31-1

株式会社梅田建設 今立郡池田町志津原6-53

山本土木株式会社 今立郡池田町寺谷8-4

清和建設株式会社 今立郡池田町清水谷2-18-1

株式会社スズキアリーナ福井中央 福井市今市町35-8

大和金属工業株式会社福井工場 越前町五分市町28-6

大和金属工業株式会社東工場 越前市庄田町21-2-5

合同建設株式会社 南条郡南越前町杣山6-7

日野産業株式会社 南条郡南越前町島11-31

三田村土建株式会社 越前市清水頭町1-44

増田建設株式会社 越前市戸谷町43字中松田2-1

上野ガス株式会社 越前市行松町16-21

鶴野建設株式会社 越前市錦町2-11

株式会社ミヨシ 越前市芝原3-6-50

株式会社野崎工務店 南越前町今庄84-28

有限会社安川商店 小浜市生守1-15

山陰丸和林業株式会社 小浜市尾崎62号堂谷

三重ダイキャスト工業株式会社小浜工場 小浜市下田59-105-9

有限会社藤原組 大飯郡おおい町名田庄村三重44-5

有限会社大江組 小浜市和多田14-19

小浜製綱株式会社 小浜市多田3-10

株式会社イワタ 小浜市小浜多賀98-3

三方建材株式会社 三方上中郡若狭町白屋62-1-3

株式会社ニシエフ小浜工場 小浜市川崎2-2

株式会社山本組 おおい町石山33-17

北陸ワコール縫製株式会社 坂井市坂町下兵庫254-31-1

八田経編株式会社あわら工場 あわら市東善寺5-10

三浜商事株式会社 坂井市三国町新保14-26



廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

坪由織物株式会社 坂井市丸岡町熊堂2-239

福井カーテンレース産業協同組合 坂井市春江町松木2-1

株式会社井上金庫製作所丸岡工場 坂井市丸岡町内田4-78-1

佐藤産業株式会社福井工場 坂井市丸岡町坪江八字行易11-2

坪昭織物株式会社 坂井市春江町江留上錦21

坪金工業株式会社 坂井市春江町江留上本町3-10

株式会社アーツ・A・K 坂井市春江町石塚27-18

株式会社川鋳 坂井市春江町石塚28-31

株式会社下前産業 小浜市下根来21-6-2

アゴック株式会社 あわら市滝11-10

アゴック株式会社丸岡工場 坂井市丸岡町一本田福所20-10-1

有限会社吉良組 大飯郡おおい町名田庄井上19-6

田辺建材工業株式会社 坂井市春江町寄安4-4-1

長谷川造園株式会社 坂井市春江町大針8-23

矢地繊維工業株式会社 あわら市矢地1-3-1

株式会社西端組 坂井市三国町南本町1-1-12

丸岡土建株式会社 坂井市丸岡町荒町13-2

栄土建 坂井市丸岡町八ツ口45-15

株式会社江川組 坂井市坂井町河和田30-6

株式会社筧組 坂井市丸岡町上金屋11-13

ミツイ株式会社 あわら市花乃杜1-24-20

マツイグミ株式会社 坂井市三国町陣ケ岡28-1-5

ケイテーテクシーノ株式会社大日工場 勝山市村岡町黒原25-1

ケイテーテクシーノ株式会社ニット工場 勝山市旭町1-5-35

ケイテーテクシーノ株式会社イナミ工場 勝山市荒土町伊波25-6

ケイテーテクシーノ株式会社昭和工場 勝山市昭和町1-10-18

株式会社姉崎組 あわら市田中-23-7-1

福井県環境保全協業組合 福井市角折町8-3

日本原子力発電株式会社地域共生部 福井市大手3-4-1

キヤノンファインテック株式会社福井事業所 福井市石橋町テクノポ-ト3-6-4

http://www.japc.co.jp/
http://www.canon-finetech.co.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

美松建設株式会社 福井市朝谷町33-1

日本原子力発電株式会社敦賀建設準備事務
所

敦賀市明神町1

若吉光学工業株式会社 鯖江市杉本町37-1-5

椛山建設株式会社 吉田郡永平寺町松岡上合月6-120-4

日本原子力発電株式会社敦賀地区本部
業務立地部

敦賀市本町2-9-16

ダイトーケミックス株式会社福井工場 福井市石橋町31-118

株式会社元井建設工業 坂井市丸岡町下久米田4-23-2

今中土木株式会社 福井市帆谷町16-15-2

敦賀発電所3,4号機原子炉補器冷却海水系準
備工事共同企業体敦賀原子力作業所

敦賀市明神町1

株式会社小林電機商会 敦賀市古田刈66-119

原電敦賀生コンＪＶ工事事務所 敦賀市浦底19

株式会社増田空調 敦賀市曙町3-5

三菱電機環境システムズ株式会社中部支社
北陸総括支店福井支店

福井市問屋町1-19

清川メッキ工業株式会社 福井市和田中1-414

敦賀発電所3,4号機原子炉建屋背後斜面
追加切取工事共同企業体

敦賀市明神町1

ＪＸ金属敦賀リサイクル株式会社 敦賀市若泉町1

紀越建設株式会社 福井市円山1-601

海辺建設株式会社 福井市円山1-601

Ｙ２株式会社 福井市上北野1-8-8

太建工業株式会社 福井市若杉2-107

有限会社畑中金型製作所 福井市下河北町28字10-21

五光精機株式会社 福井市下河北町11字9-1

株式会社西村土木 福井市西大味町29-6

有限会社金沢建設 福井市若杉浜3-715

有限会社日野建設 福井市下市町22-33

株式会社田中化学研究所 福井市白方町45-5-10

エネックス株式会社機能材料部 福井市南居町81-1-11

Ｊ.Ｐ.Ｃ株式会社 福井市三尾野町29-2-24

株式会社アート建設 福井市福1-2918

成和自工株式会社 福井市和田東2-920

http://www.daitochemix.co.jp/
http://www.kobayashielectric.co.jp/
http://www.masudakucho.co.jp/
http://www.kiyokawa.co.jp/
http://www.jx-kinzokutsuruga-recycle.co.jp/
http://y2corp.iinaa.net/
http://www.jpc-fukui.co.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

福井ベルト工業株式会社 福井市下江守町23字山花1-7

株式会社酒井組 福井市和田3-105

有限会社クロダ自工 福井市下莇生田町3-115

株式会社上田五兵衛商店 福井市問屋町1-4

株式会社富田斫工業 福井市宮地町54-25

みよし建設株式会社 福井市左内町1-16

共和マルヰ株式会社 福井市月見4-3-25

岐建株式会社福井営業所 福井市江端町24-13

株式会社田中紙店 越前市小野谷町14‐1‐8

株式会社アーツ 坂井市春江町石塚27-18

荒井設備産業株式会社 福井市足羽1‐15－2

有限会社荒井土木 福井市足羽1‐15－2

有限会社明正建設 福井市曽万布町10‐1‐3

株式会社東部建設 福井市河水町22－2－1

株式会社坂英建設 福井市花堂南2-12-24

株式会社信成美建 福井市町屋1-9-17

坂部土木株式会社 福井市花堂中2-23-26

東福建設株式会社 福井市宮地町46-16

明和工業株式会社 福井市上中町26-36-1

株式会社道端組 福井市長本町209

株式会社道端組プラント事業部 福井市稲津町6-13-1

道栄建設株式会社 福井市長本町110

青木建設株式会社 福井市和田2-2011

有限会社福飛建設 福井市荒木別所町８字17-3

ダイダン株式会社福井営業所 福井市大手3‐4‐1福井放送会館4階

アル・プラザ鯖江 鯖江市下河端町16字下町16-1

株式会社大岡薬局 福井市中央1‐9‐30

吉田錺工業株式会社 福井市二の宮1-13-6

吉田土建 鯖江市西番町5-30

有限会社伊井興業 福井市中央1-17-12

http://www.michibatagumi.com/
http://www.michibatagumi.com/
http://www.aoki-const.co.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

株式会社三木組福井支店 福井市大手3-14-19

石田建設工業株式会社 福井市松本3-2-6

豊岡建工株式会社 福井市二の宮4-43-21

株式会社テクノ菱和福井営業所
福井市二の宮5－2－7　ホ-ムズ二の宮１
Ｆ

株式会社浅野コンストラクション 福井市文京6-3-13

竹宏建設株式会社 福井市文京6-34-17

株式会社三協土建 福井市学園2-5-28

三協道路株式会社 福井市学園2-5-28

株式会社関土木 福井市三郎丸2-810

株式会社竹澤設備 福井市二の宮5-1‐14

福井三菱自動車販売株式会社 福井市文京2-12-26

株式会社ムラタ自動車 福井市文京4-26-2

日本利器工業株式会社 越前市小野谷町14‐1‐7

株式会社オカモト 越前市小野谷町14‐1‐10

ヤマシン建設株式会社 坂井市三国町緑ケ丘4‐3‐21

有限会社山岸工業所 福井市上野本町23-5

有限会社越前開発 福井市上野本町10-8

檜皮土木株式会社 福井市志比口2-19-30

株式会社冠光 福井市森田新保町11‐39

有限会社大協道路 福井市高木中央2-3701-73

有限会社フェニックス開発 福井市定正町902

株式会社西部開発 福井市北四ツ居3‐14-20

大協建設株式会社 福井市加茂河原1‐5-48

山本（清）組 福井市豊岡1‐4‐16

日光産業株式会社 福井市清水杉谷町26-3

西田建設株式会社 福井市二の宮3‐41‐4

株式会社寺嶋商店 越前市小野谷町4-3-5

株式会社小川 越前市問屋町

角谷木材建設株式会社 あわら市矢地2-28

株式会社大森組 坂井市丸岡町霞2-32-1



廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

榊原建設株式会社 鯖江市下野田町25-12

株式会社新谷 福井県坂井市春江町寄安

株式会社豊岡工務店 坂井市春江町為国西の宮13-2

協和建鉄株式会社 坂井市春江町正蓮花14-2-5

株式会社森土建 坂井市丸岡町舟寄10-3-26

株式会社ガード 鯖江市平井町5-6-3

有限会社鯖江道路 鯖江市有定町2-9-8

中島建設 鯖江市舟津町4-14-34

株式会社トミックス 鯖江市杉本町813

株式会社髙島組 鯖江市丸山町1-5-20

株式会社冨士土建 鯖江市水落町14－7

埴エンジニアリング株式会社 鯖江市田所町109－3

カワイチ産業株式会社 鯖江市小黒町1‐3‐9

株式会社サンリーブ 鯖江市杉本町15-22

株式会社佐々木土建 鯖江市熊田町16-67-1

北陸繊維工業株式会社 鯖江市神中町2－8－44

ライン精工株式会社 鯖江市御幸町1-2-32

実幸建設株式会社 鯖江市大野町28-19

ヨシダ工業株式会社 鯖江市有定町2-11-24

株式会社鯖江村田製作所 鯖江市御幸町1-2-82

株式会社福岡組 鯖江市下新庄町58‐1‐2

株式会社清水組 鯖江市鳥羽町22-52

丹南アスコン 鯖江市鳥羽町大神宮40

株式会社ユーワ 鯖江市御幸町1-2-21

カンボウプラス株式会社福井工場 鯖江市御幸町1‐1‐48

フクイ鋼業株式会社 福井市松本4-7-12

小林電工株式会社 福井市松本4‐5‐28

川筋モータース商会 福井市宝永1-7-12

有限会社はるまつ 福井市町屋3-6-10

鯖江郵便局 鯖江市水落町1-2-28

http://www.fuji-c.com/
http://www.kanbo.co.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

株式会社千京組 福井市宝永1‐28‐10

合資会社高沢自動車製作所 福井市宝永2-2-26

株式会社グリーンシェルターあわら支店 あわら市北潟59-18-4

近藤建設株式会社 あわら市青ノ木40－26

株式会社山口土木 あわら市青ノ木39-16-1

立田建設株式会社 あわら市西温泉1‐501‐1

直江商事株式会社 坂井市春江町大牧13-45

水島鉄工株式会社 坂井市丸岡町南横地7-18

エコー繊維株式会社 坂井市春江町江留上緑10‐1

株式会社山田組 あわら市中浜1‐12

株式会社直組 小浜市加茂15-39

株式会社Ｎ・Ｙ総建 福井市布施田町10-9

株式会社サン・エンジニア 福井市布施田町11‐37

本郷土建株式会社 福井市大年町43－17

株式会社広沢組 福井市浜別所町5-5-1

有限会社ナツメ縫製 福井市浜別所町5-18-2

株式会社ヤマショウ建設 福井市深坂町12-42-1

株式会社榊組 あわら市市姫5－16－14

株式会社室田組 福井市大丹生町3‐18

株式会社マルイ縫製 福井市大丹生町13-15-1

株式会社松田（幸）組 福井市浜住町8‐1

日東開発株式会社 坂井市三国町南本町3‐3‐23

株式会社丸越建設 福井市大味町53-43

山田建設株式会社 福井市南菅生町29-4

越知建設株式会社 福井市風尾町3‐4

丸山建設 福井市平尾町25-82

日本ダム株式会社本社工場 福井市清水杉谷町45‐300

日本ダム株式会社第２工場 福井市清水杉谷町45‐163

株式会社共和綜合建設 福井市片山町61-17

丹生建設工業株式会社 福井市甑谷町44-1

http://www5.fctv.ne.jp/~m-m6171/
http://www.nippondom.co.jp/
http://www.nippondom.co.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

大森建設株式会社 福井市大森町19-16

マルテン樹脂工業株式会社 福井市上天下町22-92

三崎屋電工株式会社 福井市大森町40-5-2

株式会社友和組 福井市大森町90‐4

川上建設株式会社 福井市清水町29-10

高崎建設株式会社 福井市境寺町1‐1

天田建設株式会社 福井市東天田町9‐3‐1

株式会社日本エー・エム・シー 福井市市波町13－8

株式会社水野製作所 福井市市波町17-11

オタイコ・ヒルズ 丹生郡越前町下河原37-19-1

すかっとランド九頭竜 福井市天菅生町3-10

水仙荘 丹生郡越前町岬平

かれい崎荘 丹生郡越前町米ノ66-93

しぶき温泉湯楽里 越前市白崎町68-8

福井市国民宿舎鷹巣荘 福井市蓑町3-11-1

道の駅パークイン丹生ヶ丘 丹生郡越前町上川去45-1-7

福井市美山森林温泉みらくる亭 福井市市波町38-2

福井市美山楽く楽く亭 福井市市波町26-15

株式会社リサイクロン 福井市宿布町10-1

石村建設株式会社 福井市計石町26-25

味見建設株式会社 福井市中手町5-23-1

株式会社角組 福井市本堂町89-1-74

有限会社美山建設 福井市南野津又町18-45

福井太陽株式会社 福井市石新保町28テクノポート3-6-1

株式会社宇野組 福井市南宮地町14-11

ＡＫＩ建設株式会社 福井市南宮地町14-11

株式会社ファースト・クリーン 福井市川合鷲塚町17-16

若狭工房 小浜市川崎3-4

原子燃料工業株式会社敦賀事務所 敦賀市明神町１

南越道路株式会社 越前市中平吹町31-9

http://www.misakiyadenko.co.jp/
http://www.suisenso.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

菱機工業株式会社 福井市開発4-119

株式会社ＦＢＣアドサービス 福井市北四ツ居1-2-10

株式会社キハラコーポレーション 越前市大虫町第7号2番地7-2

有限会社ハヤセエアコン 福井市馬垣町下馬境705

サカイオーベックス株式会社 福井市花堂中2-15-1

ハッポー化学工業株式会社 越前市大虫町3-1

大阪特殊合金株式会社勝山工場 勝山市遅羽町千代田34-2

敷島アルミニウム株式会社福井工場 坂井市三国町米納津テクノポート2-6-1

福井県和紙工業協同組合 越前市大滝11-11

セーレン株式会社新田事業所 福井市新田塚1-60-1

大和ハウス工業株式会社 福井市和田中2-2101

サカセ化学工業株式会社 福井市下森田町3-5

サカイオーベックス株式会社合繊工場 福井市花堂中1-16-45

株式会社熊谷組福井営業所 福井市中央2-6-8

畑建設株式会社 敦賀市三島31-3-1

株式会社マツダプラスチック 鯖江市当田町9-1

ユタカ機工有限会社 鯖江市二丁掛町1-5

有限会社奥村緑建 越前市北小山町1-7

株式会社伍代工務店 鯖江市下野田町25-7-2

北陸醤油生揚協業組合 福井市中新田町8-5-5

出口産業株式会社 福井市重立町6-33

村中建設株式会社 福井市日之出3-2-1

株式会社福井新聞社 福井市大和田町56

福井経編興業株式会社 福井市西開発3-519-3

株式会社シンタニコンストラクト 福井市新保3-1004

株式会社中村正建設 福井市新保2-815

ヤマトオートワークス株式会社福井工場 福井市間山町3字沖田61

有限会社越前開発 福井市上野本町10-8

ネオス株式会社福井営業所 鯖江市下氏家町11字5

木村漆器 鯖江市北中町13-24

http://www.ryokikogyo.co.jp/
http://www.kihara-corp.co.jp/
http://www.sakaiovex.co.jp/
http://www.happoc.co.jp/
http://www.otg.co.jp/
http://www.washi.jp/
http://www.sakaiovex.co.jp/
http://www.kumagaigumi.co.jp/
http://www.kinokanoie.co.jp/
http://www.muranaka-g.co.jp/
http://www.fukuishimbun.co.jp/
http://www.neos-corp.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

中谷眼鏡株式会社 鯖江市北中町9-14

漆工芸はやし 鯖江市北中町710

株式会社高野工芸 鯖江市莇生田町13-18

越前漆器株式会社 鯖江市莇生田町16-19

内田漆工 鯖江市河和田町

株式会社福井クラフト 鯖江市戸口町24-23

有限会社タカトミ理研 越前市五分市町28-63-2

タケフナイフビレッジ協同組合 越前市余川町22-91

マルタカ工芸株式会社 鯖江市莇生田町25-1

株式会社ヤマト工芸 鯖江市莇生田町19-40

有限会社堀江漆工 鯖江市西袋町533

有限会社澤田木工所 鯖江市莇生田町18-6-1

長田化成工業株式会社 鯖江市東鯖江4-8-10

内田プラスチック有限会社 鯖江市河和田町3-11

椿原織物株式会社 越前市千原町4-18

株式会社カナダニ本店 鯖江市東鯖江1-518-1

株式会社カナダニ河和田営業所 鯖江市河和田町22-14-1

株式会社松屋漆器店 鯖江市河和田町24-15

株式会社文六 鯖江市西袋町411

八田経編株式会社 鯖江市中野町115-10

株式会社共和産業 丹生郡越前町気比庄31

株式会社佐々木セルロイド工業所 鯖江市小泉町31-3-10

高松メッキ工業株式会社 鯖江市石田下町12-9-3

長谷川建設株式会社 鯖江市石田上町18-26

有限会社千葉コーポレーション 鯖江市平井町14-2-1

有限会社サバエリサイクルサービス 鯖江市平井町14-2-1

茶房まちこ 福井市光陽2-18-15

きど 福井市文京1-2-8

池田塗装店 福井市北四ツ居町16-8-6

シャープエレトロニクスマーケティング株式会社福
井営業所

福井市北四ツ居町625

http://www.echizenhashi.jp/
http://www.takefu-knifevillage.jp/
http://www.8ta.co.jp/
http://www.sharp.co.jp/
http://www.sharp.co.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

株式会社三笠商会 福井市北四ツ居1-1-1

株式会社野村塗装店 福井市学園2-6-10

株式会社モナークセブンピレリー福井店 福井市菅谷2-616

有限会社エフ・ティ工業 福井市菅谷町2-11-33

株式会社三興福井支店 福井市田原2-3-5

森下電気工事株式会社 福井市菅谷2-3-19

有限会社ユニ産業 福井市日光2-18-12

有限会社河原モータース 福井市北四ツ居1-1-5

有限会社三都テック 鯖江市神中町2-5-16

株式会社長井 鯖江市吉江町311

オリエント眼鏡株式会社 鯖江市吉江町101

エム・ネットワーク株式会社 鯖江市神中町2-605-32

福井編織株式会社 福井市八重巻町25-85

株式会社岡田組 福井市舟橋町8-5

伊藤工業株式会社 福井市手寄1-7-20

株式会社クリンマスター 福井市上森田1-309

株式会社山下鋼業 福井市上森田1-309

株式会社スカルト 福井市石盛町13-16

有限会社藤隆建設 福井市上森田3-303

山金工業株式会社森田工場 福井市八重巻町8-1-1

株式会社大和田建設 福井市大和田町30-4-2

橋本土木 福井市四ツ井2-5-1　リルト四ツ井302

日本通信特機株式会社 福井市高木町81-37-1

一般財団法人福井市中央卸売市場協会 福井市大和田町1-1

株式会社プレイティング福井 鯖江市御幸町1-301-32

中村運輸株式会社 敦賀市桜町6-26

株式会社宮崎工務店 大野市国時町320

浅井幸商店 福井市照手3-6-3

日之出染工株式会社 福井市西方2-26-5

丸文通商株式会社福井支店 福井市林町62-3

http://www.nomura-t.jp/
http://www.infofukui.com/pirelli/
http://www.kurinmastar.com/
http://www.yamakin-kougyou.co.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

リコージャパン株式会社福井支店 福井市御幸3-7-15

漆崎機業場 福井市主計中町111-7-3

有限会社田島プラスチック 福井市下江尻町10-31-2

有限会社Ｇｅｔ 福井市渕4-1706

福井ゼロックス株式会社 福井市板垣5-904

株式会社ニコー光学 福井市大森町106

株式会社フジ鉄工 福井市大森町108-3-8

キャノンマーケティングジャパン株式会社
福井市田原1-5-21　三井住友海上福井ビ
ル

三菱重工株式会社原子力事業本部
敦賀定検作業所

敦賀市明神町１

有限会社 髙嶋製作所 福井市三十八社町32-19-32

有限会社クルテス 福井市中野町12-14-1

株式会社田中商店 福井市木田町1507

株式会社山形商店 福井市花堂中2-2-23

三井建材株式会社 福井市光陽3-8-16

株式会社ミタニメガセルフ武道館前 福井市三ツ屋町7-10-1

今泉自動車解体有限会社 福井市南四ツ居町2-23

ジェイエイプリント株式会社 福井市開発5-204

株式会社前田機械 福井市西開発4-503

大和電建株式会社 福井市開発1-101

アロックサンワ株式会社 福井市開発5-315

北陸スバル自動車株式会社福井店 福井市西開発4-201

株式会社タケダレース 福井市若栄町601

有限会社北越グラビア 福井市高木中央1-2814

株式会社西日本開発 福井市高木中央2－3116

有限会社松建 越前市池ノ上町93-1-10

有限会社吉本重建 福井市西開発4-422

元木工業株式会社武生工場 越前市池ノ上町49-1-17

ウエサカニット 越前市池ノ上町45-1-13

サンキ株式会社 福井市菅谷町11-22

進明包装株式会社 福井市西開発3-213

http://www.fukuixerox.co.jp/
http://takashima-tec.co.jp/company.html
http://www.takedalace.co.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧
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有限会社中町鉄工所 福井市松本2-34-10

株式会社桜 坂井市丸岡町坪ノ内12-6

有限会社カタオカ開発興業 福井市灯明寺3-2501

メゾンデザイン工房株式会社 福井市三ツ屋1-414

株式会社西部架設 福井市深谷町5-5-1

株式会社深谷 福井市三ツ屋2-207

三栄開発株式会社 福井市三郎丸町21-21-2

株式会社片岡産業 越前市塚町34-32

株式会社足羽工業所 福井市稲津町75-21

有限会社帰山組 福井市東郷二ケ町20-10-1

ハイウェイ・リバーメンテナンス株式会社
福井支店

福井市栂野町20-11-1

畑製紙株式会社 福井市四十谷町13-31

有限会社松村土木 福井市稲津町72-11

清水土木 福井市篠尾町42-4

株式会社吉村組 福井市篠尾町45-35

ハート光学株式会社 福井市篠尾町82-31

有限会社マエダシステム 福井市篠尾町44-8-2

株式会社岩佐土建 福井市栃泉町11-10

東部鉄工株式会社 福井市西開発3-704

株式会社坂本土木 福井市篠尾町41-20-1

アイローグ協同組合 福井市河水町14-30

有限会社山春組 福井市川合鷲塚町57-13

株式会社シーアンドシー・桑野土建 福井市石盛町17-20

上屋敷工業株式会社 福井市石盛町20-408

福井スズキ自動車販売株式会社 福井市米松1-16-35

サカイ建設不動産株式会社 福井市花堂北2-23-22

株式会社ヨシカワ金物機工 越前市小野谷町4-3-15

銀扇福井株式会社 福井市板垣4-715

イエローハット福井西店 福井市久喜津町52-39

日広開発株式会社 福井市江守中町8-18

http://www.maison-d.jp/
http://www.fukatani.co.jp/
http://san-ei-kaihatu.jp/
http://sakai-kf.com/
http://www.gin-sen.co.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

株式会社アパレルマシンサービス 越前市矢放町13-12-7

株式会社山岸組 福井市徳尾町14-15

有限会社山岸重機 鯖江市鳥羽町56-8

松井策建設株式会社 福井市浅水町126-1

株式会社渡辺電設 福井市浅水町103-21

株式会社石徳 福井市浅水町137-14

福井高速運輸株式会社 福井市三本木町1-1

西日本電気テック株式会社福井ＭＣ 福井市花堂東1-101

山﨑建設株式会社 福井市江守中町7-17

オートバックスやしろ店 福井市渕町1-4205

有限会社ツクダ自動車 福井市下荒井町32-23-1

福井日産自動車株式会社 福井市下荒井町21-3

日華化学株式会社 福井市文京4-23-1

株式会社田中武組 福井市今市町51-13

有限会社髙橋組 福井市今市町9-6

有限会社和田紙器 福井市今市町65-2-1

株式会社江岸組 福井市板垣1-410

株式会社長州建設 福井市馬垣町1-321

ススキ電機株式会社 福井市南四ツ居1-10-39

フジタ技研株式会社福井工場 福井市三本木町9字堂田1-1

株式会社イシダ 小浜市水取2-2-35

増田そば製粉所 越前市戸谷町2-2

株式会社福井村田製作所 越前市岡本町13‐1

株式会社武田機械 福井市南居町81-1-70

永和建設工業株式会社 吉田郡永平寺町諏訪間1-8

原電ビジネスサービス株式会社敦賀事業所 敦賀市明神町1

キョーセー株式会社 越前市長法寺町29-2

原電情報システム株式会社敦賀事業所 敦賀市明神町1

北鋼シャーリング株式会社 福井市若栄町308

北鋼産業株式会社 福井市若栄町308

http://www.embclub.co.jp/
http://ishi-toku.jp/
http://yamazaki-kk.net/index.php
http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~susuki/
http://www.fujita-gkn.co.jp/
http://www.0848ishida.jp/
http://www.masudasoba.com/
http://www.murata.co.jp/fukuimurata
http://www.gbsc.co.jp/
http://www.kiosei.co.jp/
http://www.gisc.co.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

株式会社佐々木漆店 鯖江市河和田町18-10

タカモト自動車工業所 福井市大町清水畑230

清水空瓶店 福井市大町15-302-1

フクイ宣広社 福井市春山１-1-31

有限会社高知商店 福井市大町14-111-2

株式会社坂本商店福井営業所 福井市江端町3-8-2

有限会社ホクヨ瓦工業 福井市江端町5-11

モミヤマ産業 福井市江端町12-14

有限会社山本木工所 福井市江端町20-10

株式会社山田商店 福井市江端町4-106

有限会社尾野自工 福井市江端町4-105

株式会社丸一工業 福井市花堂南1-4-3

株式会社小川屋機械 福井市加茂河原1-1-8

株式会社越前リース 福井市狐橋1-901

株式会社ビルコン 福井市若杉浜3-312

ヒダニ電機株式会社 福井市若杉町2-1201

株式会社ハウジングサービス 福井市若杉2-208

光和繊維株式会社 福井市光陽2-17-7

株式会社田端塗装工業 福井市若杉3-1721

株式会社内田塗料店 福井市若杉1-1305

有限会社ハウジングショップ　タグチ 福井市加茂緑苑町615

株式会社モリシタ 福井市江端町6-37

有限会社斉藤 福井市本折町15-44-1

ＯＺＴＥＣ株式会社 福井市大森町40字若宮44-1

Cネットふくい丹南事業所 福井市島寺92

山本編集室 福井市花堂東1-4-15

日通トランスポート株式会社福井支店 福井市浅水二日町145字20

有限会社あおい設備 福井市三留町70-6-1

株式会社ワカヤマ 鯖江市石田下町43-6-1

ヒロベ産業有限会社 福井市三留町72-2

http://www.wakayamapp.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

株式会社三輪機械 福井市三留町72-5

有限会社エナテック 福井市三留町72字東町1

横山木材工業株式会社 福井市竹生町21-9

有限会社宮下設備工業 福井市三留町72-9

鈴和商事株式会社 福井市三留町72-7

株式会社サワザキ佛壇店 坂井市丸岡町高柳2-16

株式会社サンエス 坂井市丸岡町一本田福所10-70

竹中商会 坂井市坂井町下新庄12-13-2

株式会社石材のますや 坂井市丸岡町吉政8-18

長侶建具店 坂井市丸岡町吉政17-15

株式会社ウエダ 坂井市丸岡町今福1-9-1

ゴーウェル株式会社 福井市清水町39-6-1

増谷石材工業株式会社 福井市清水町39-6-2

株式会社宮川電機 福井市稲津町42-14

福井県木材市売協同組合 福井市稲津町50-1-1

毛利木工所 福井市稲津町50-8

株式会社ネオテックス 福井市長本町804-1

株式会社スズケン福井支店 福井市米松2-20-15

株式会社日新電工 福井市文京6-15-28

株式会社嶋田工務店 福井市文京6-15-33

株式会社福井市緑化木センター 福井市文京6-11-13

株式会社新日本興産 福井市日光2-18-8

株式会社ホームセンターみつわ菅谷店 福井市菅谷2-12-10

グローブエナジー株式会社中部支社 福井市成和2-1118-2

グローブエナジー株式会社小浜営業所 小浜市和久里31

グローブエナジー株式会社敦賀営業所 敦賀市櫛川85号茶円花1-3

グローブエナジー株式会社武生営業所 越前市村国2-4-10

グローブエナジー株式会社鯖江営業所 丹生郡越前町気比庄14-4

グローブエナジー株式会社福井営業所 福井市高木西1-303

グローブエナジー株式会社大野営業所 大野市中野町4-101



廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

越美貨物自動車株式会社 福井市文京6-21-10

有限会社福井エンプラ商事 坂井市丸岡町下安田11-22-1

株式会社信栄自動車 福井市文京6-20-5

西藤産業株式会社 福井市大宮5-18-18

株式会社塚田商事 福井市文京5-22-28

山田タイヤ有限会社 福井市文京5-15-34

テクニカル福井 福井市文京5-8-16

田村自動車 福井市大宮6-5-35

タバタオートサービス 福井市文京7-9-22

有限会社竹林燃料 福井市文京7-9-33

タイヤ館福井文京 福井市文京7-2-38

カラーコーディネート 福井市大宮6-16-24

株式会社梅井設備工業 福井市大宮6-5-10

アサヒテクノフォート株式会社 福井市大宮6-5-12

株式会社冨田自動車 福井市学園2-11-6

今川自動車販売 福井市光陽1-4-7

サンエイ工業株式会社 福井市光陽1-15-9

株式会社センレイ 福井市文京7-8-25

北陸電力株式会社福井支店 福井市日之出1-4-1

池田金属株式会社 福井市文京7-23-26

松岡自動車 福井市文京7-11-11

株式会社綜合設備工業所 福井市三郎丸1-210

アート創建有限会社 福井市三郎丸町24-8-2

株式会社名津井建設 福井市地蔵堂町12-6-1

西部自動車工業有限会社 福井市三ツ屋町14-32

株式会社カトー商会 福井市花月2-9-25

株式会社丸和 福井市学園1-5-25

株式会社アイメイト 福井市学園1-6-14

石本断熱工業株式会社 福井市菅谷2-12-17

セーマ株式会社 福井市三郎丸3-1201

http://www.asahi-kk.co.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

北新電機株式会社 福井市大島町1字北蔵8

株式会社アオキプラスチック 福井市鉾ケ崎町30-2-1

高田鉄工 福井市浅水二日町27甲15

有限会社トーワ 福井市今市町2-1-1

ＴＹＲＥＳＨＯＰ　Ｔ－ＳＴＹＬＥ 福井市浅水町102-5

ダンロップタイヤ北陸株式会社 福井市今市町38-14

吉岡ロゴテック 福井市花堂南2-13-16

株式会社カブト 鯖江市水落町3-4-34

有限会社川端商店 福井市みのり1-28-17

有限会社ジー・プレス 鯖江市水落町3-8-37

丸中工業有限会社 鯖江市水落町1-10-16

木村商店 鯖江市舟津町1-1-1

斉藤鉄工金物店 鯖江市長泉寺町2-9-18

大越商会 鯖江市神明町2-1-22

株式会社ハウスデポ・セキ 鯖江市有定町3-2-24

かなづや株式会社 越前市北府2-19-16

田辺浩一板金 鯖江市上鯖江町2-7-137

有限会社匠　建築 鯖江市上鯖江2-7-10-2

有限会社大日電工 鯖江市定次町343-2

ＣＳミタムラ株式会社 越前市庄田町28-8-2

石創 越前市庄田町28-8-2

イワケン有限会社 越前市沢町114

有限会社ヨシダオートサービス 鯖江市糺町10-16

堀鉄工所 鯖江市有定町3-1-11

藪内建設株式会社 丹生郡越前町小曽原39-3

有限会社秋吉神明店 鯖江市三六町1-13-8

池田建装 鯖江市水落町3-14-16

有限会社野田屋 鯖江市下司町2-20

有限会社ヤマジン自動車 鯖江市御幸町1-206-50

株式会社スキーム 鯖江市下河端町67-27



廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

有限会社小町ホーム 越前市富士見ヶ丘1-8-11

株式会社武生厨房 越前市姫川2-11-36

ＳＳＫ電機株式会社 福井市乾徳2-1-3

有限会社バイクハウス赤い３輪車 福井市乾徳1-7-27

福井県農業機械商業協同組合 福井市文京4-3-15

有限会社福岡鈑金塗装 福井市新田塚1-53-2

玉木機料株式会社 福井市乾徳1-10-19

青木ハウジング 福井市二の宮5-16-9

新田塚石材店 福井市二の宮5-7-27

株式会社中村加工所 福井市二の宮5-12-10

セーレン株式会社ＦＭセンター 坂井市三国町テクノポート2-3-1

株式会社アトックス敦賀作業所 敦賀市明神町1

原電事業株式会社敦賀支社 敦賀市明神町1

エヌ・ジェイ・化成株式会社 坂井市三国町米納津49-111-7

東洋エンジニアリング株式会社
敦賀発電所現場事務所

敦賀市明神町1

高村刃物製作所 越前市池ノ上町49-1-6

原子燃料工業株式会社美浜事務所 三方郡美浜町丹生66-5

福井アシックス工業株式会社 越前市妙法寺町11-18-1

ケージーホーム株式会社 福井市学園1-3-28

ＪＡ福井市北部農業施設センター 福井市舟橋新町1-1202

福井市ＪＡ灯油配送基地 福井市舟橋新町1-1202

福井市北部営農ふれあいセンター 福井市舟橋新町1-1202

日通商事株式会社金沢支店福井営業所 福井市大願寺2-9-1福井開発ビル

日本通運株式会社福井支店 福井市重立町22-1

福井日通運輸株式会社 福井市重立町22-5

旭陽産業株式会社金津流通センター あわら市中川10-12

株式会社川健土木 坂井市丸岡町城北5-78

日本海環境サービス株式会社敦賀事業所 敦賀市泉171-5-7

株式会社豊岡組 坂井市春江町江留上本町3-12

杉田建設興業株式会社 あわら市青ノ木46-4



廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

不二建設株式会社 坂井市丸岡町石城戸町1-31

有限会社龍泉刃物 越前市池ノ上町49-1-5

中原工務店 大飯郡高浜町中山13-73

株式会社エム開発 越前市安養寺町141-16-5

株式会社丸喜建設 鯖江市下氏家町１3-33

株式会社コスモス 大飯郡高浜町旭ヶ丘1-1-1

大南建設工業株式会社 大野市中荒井町1-821

マツユウ開発有限会社 福井市大宮３丁目3-12

株式会社　アルファー・ジャパン 福井市本堂町63-67

株式会社　土田組 福井市鮎川町18-2-32

株式会社　ニシデ・コンストラクション 福井市更毛町11-22

技建工業株式会社 福井市手寄1-17-13

平田電気 小浜市国分52-7-1

嶺南アスコン道路株式会社 小浜市太良庄93-3-5

嶺南舗装合材協同組合 小浜市太良庄93

株式会社豊岡工務店 坂井市春江町為国中区13-7

株式会社コンベックス 鯖江市丸山町3-4-23

信武磁工株式会社池田工場 今立郡池田町広瀬12-6

轟建設株式会社 福井市勝見３丁目17-5

旭陽産業株式会社 福井市大手2-7-15

信越化学工業株式会社　福井分工場 坂井市三国町米納津５０字臨海12-1

ヤマシン建設株式会社 坂井市三国町新宿1-15-6

協和電線株式会社 坂井市三国町新保９７字港13

太陽鉱工株式会社福井工場 坂井市三国町米納津49-118-3

カナイ造建株式会社 坂井市三国町陣ケ岡4-1-3

新谷窯業株式会社 丹生郡越前町小曽原111-15-2

株式会社キヨエイビルド 越前市新町8-6

株式会社高野組 越前市新町8-1

大研化学製造販売株式会社 坂井市三国町テクノポート１丁目3-3

ルネサス関西セミコンダクタ株式会社福井工場 坂井市春江町大牧字東島１

http://www.giken-corp.co.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

港屋重機建設株式会社 越前市岩内町30-2-27

福井県環境型法面技術協会 福井市高木中央２丁目2810

カルゴンカーボンジャパン株式会社 坂井市三国町米納津４９字浜割152-2

春近染色株式会社 坂井市春江町中筋39-18

大山産業株式会社 敦賀市沓見１７８号殿ノ下5-1

敦賀清掃工業有限会社 敦賀市昭和町２丁目10-12

株式会社ユティック 坂井市春江町田端2-29-1

バイオテック株式会社 あわら市自由ヶ丘1-8-10

北陸精染株式会社 坂井市春江町田端2-34

有限会社横田かわら店 坂井市三国町加戸113

株式会社鈴木瓦工業 福井市大丹生町3-9

田辺武瓦店 三方郡美浜町気山326-5-1

三井越前瓦店 鯖江市柳町３丁目2-19

高桑瓦店 坂井市丸岡町長畝59-7

有限会社東栄ルーフ 福井市高木中央２丁目401

有限会社鯖江瓦 鯖江市有定町２丁目2-23

有限会社山根瓦商店 福井市日之出４丁目11-6

株式会社やねやの猪島 大野市篠座町5-6

勝山窯業株式会社 勝山市旭町２丁目101

株式会社佐々木瓦 福井市武周町14-15

有限会社大林屋根工事店 福井市岡西谷町24-59-1

有限会社むらた工業 福井市つくし野3-815

有限会社倉橋瓦商店 福井市北四ッ居１丁目27-12

株式会社吉光工業 福井市高木中央２丁目510

柴田商事株式会社 福井市二の宮4-17-5

小林電気 大飯郡高浜町湯谷2-6-13

牧野瓦工業有限会社 吉田郡永平寺町竹原6-1

ＫＢセーレン株式会社北陸合繊工場 鯖江市下河端町6-1-1

株式会社三田村工務店 越前市神明町4-8

瓦屋の杉川 大野市木本39-1



廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

越前ポリマー株式会社 鯖江市水落町４７字三反田30-1

株式会社森下組 丹生郡越前町天宝1-6-1

南越建設工業株式会社 越前市中平吹町30-9-11

株式会社ヤマタツ建設 越前市豊町9-26

株式会社竹内工務店 越前市上太田町50-7-1

株式会社ミツヤ 福井市山室町69-1

坂川建設株式会社 福井市宝永３丁目3-24

森田建設株式会社 今立郡池田町野尻19-13-1

サイト建設 鯖江市住吉町2-2-13

木下土建株式会社 今立郡池田町松ヶ谷16-9

有限会社佐々木庵土建 鯖江市下河端町83-20-1

田中建設株式会社 鯖江市舟枝町4-102

大門建設株式会社 丹生郡越前町小倉91-34-9

株式会社奥田土木 鯖江市上河内町32-15

株式会社光川組 越前市北小山町1-8

株式会社山本工務店 丹生郡越前町米ノ66-18-7

株式会社北瀬海運建設 丹生郡越前町厨7-30-12

岬建設株式会社 丹生郡越前町梅浦56-62

株式会社大生 丹生郡越前町梅浦86-32

株式会社四ヶ浦建設 丹生郡越前町梅浦86-27

橋本建設株式会社 丹生郡越前町高佐32-4-6

株式会社大谷砕石 坂井市丸岡町上久米田29-10

株式会社ナルカ建設 坂井市丸岡町上久米田29-12-3

株式会社土本組 大野市下丁2-1

平野純薬株式会社 福井市下馬２丁目1420

株式会社田中工務店若狭営業所 大飯郡高浜町東三松８字野尻京28

株式会社大善建設 勝山市荒土町堀名中清水７字7-1

有限会社ニューチップ運送 丹生郡越前町織田7-13-1

有限会社藤田運送 坂井市三国町楽円38-2-1

有限会社東田運輸 福井市若杉浜３丁目111



廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

有限会社仁栄工建 坂井市春江町江留上日の出6-34

株式会社西川土木 坂井市春江町正蓮花4-17-1

長島工業 鯖江市水落町１丁目5-33-1

株式会社ミヤゲン 敦賀市山泉7-15

東京プロセスサービス株式会社 石川県能美市旭台2-7

岸本建設株式会社 敦賀市堂45-4-1

サカイオーベックス株式会社二日市工場 福井市二日市町柿ノ木1

山本運送有限会社 敦賀市中45-17-2

株式会社畑組 敦賀市関27-23

株式会社ミヤビ商事 敦賀市関27-23

株式会社武笠 三方上中郡若狭町気山290-10

ニチコン大野株式会社 大野市下丁1-11-2

日信化学工業株式会社 越前市北府2-17-33

ギャレックス株式会社 越前市平出１丁目12-22

大成建設株式会社笙の川橋工事事務所 敦賀市堂13-9-1

清水建設株式会社福井営業所 福井市順化1-8-22

アイシン・エイ・ダブリュ工業株式会社 越前市池ノ上町38

株式会社大阪合金工業所 福井市白方町45-5-9

大和コンクリート工業株式会社 敦賀市昭和町１丁目1-4

有限会社美浜環境サービス 三方郡美浜町河原市50-8

三方運輸株式会社 三方上中郡若狭町能登野36-5-1

株式会社福井眼鏡 福井市中荒井町9-32

電源開発株式会社中部支店九頭竜電力所 大野市長野36-17

開発電子技術株式会社九頭竜事業所 大野市長野36-17

株式会社ＪＰハイテック中部カンパニー九頭竜事業所大野市長野36-17

福井県基準寝具株式会社 敦賀市関43

有限会社エコーサービス 坂井市春江町西太郎丸17-71

三越建設工業株式会社福井事務所 福井市文京4-18-8

北陸電話工事株式会社定正事務所 福井市定正町508

アースエコ株式会社 大飯郡おおい町本郷156-7-21

http://www.nissin-chem.co.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

大八化学工業株式会社福井工場 福井市白方町３８字長塚割22-2

有限会社奥村商事 富山市水橋肘崎592-21

株式会社マエガワ 大野市桜塚町101

有限会社ハヤシカズ建材 大野市下麻生嶋58-4

株式会社島田組 勝山市郡町１丁目1-3

シャープエンジニアリング株式会社福井サービスステーション 福井市北四ッ居町625

三菱電機システムサービス　福井サービスステーション 福井市問屋町1-19

株式会社エムエス福井支店 福井市丸山１丁目1214

株式会社前田組 大野市日吉町

大和冷機工業株式会社福井営業所 福井市和田東2-1801

川口電気株式会社 敦賀市木崎51-32

新富産業株式会社 福井市成和１丁目202

ホクコンマテリアル株式会社敦賀工場 敦賀市莇生野76-1

株式会社かつらだ 小浜市東市場54-10

有限会社宮本電装 福井市西方１丁目1-40

三菱電線工業株式会社福井製作所 福井市白方町テクノポート３丁目1-3

清水製材株式会社 敦賀市沓見125-8

株式会社カツミ工機 福井市荒木新保町81-3-5

有限会社河嶋電機工業所 小浜市遠敷6-1004

西出建設株式会社 勝山市野向町聖丸16-3-1

大貴建設株式会社 福井市江端町20-2-38

そめや協同組合 坂井市丸岡町長畝19-3-1

株式会社マルトミ工業 敦賀市津内114-4-1

株式会社桑原福井工場 坂井市丸岡町玄女14-16-1

株式会社Ｇ・Ｐ・エンジニアリング 坂井市坂井町福島9-1-1

加野建設株式会社 敦賀市平和町37-24

株式会社吉田組 福井市文京６丁目11-1

三谷生コン株式会社坂井工場 あわら市田中々21-42

藤川建設株式会社 勝山市郡町1-229

株式会社文珠四郎管工商会 福井市松本１丁目56-10

http://www.kawaguchi-denki.jp/


廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

株式会社そごう西武　西武福井店 福井市中央１丁目8-1

本間建設株式会社 小浜市小松原3-56

有限会社小寺瓦工業 勝山市郡町２丁目4-18

清水コンクリート工業株式会社坂井工場 坂井市坂井町東長田63-1

清水コンクリート工業株式会社春江工場 坂井市春江町針原５６字

互応化学工業株式会社福井工場 坂井市三国町米納津４０字浜割151

前田工繊株式会社福井本社、本社工場 坂井市春江町沖布目38-3

株式会社ヘイワ染工 坂井市春江町金剛寺2-5-1

小林産業株式会社 坂井市坂井町大味138-2

株式会社栄太楼 福井市二の宮４丁目4-5

御菓子司　たつの 福井市御幸1-16-31

有限会社木村建設 大飯郡おおい町父子21-4

ＶＦＭ商店 勝山市毛屋町905

株式会社ユマンテキスタイル 坂井市春江町金剛寺5-1-1

株式会社ＳＨＩＮＤＯ あわら市伊井11-1-1

株式会社ＳＨＩＮＤＯ　石塚工場 あわら市古屋石塚22-105-1

株式会社ＳＨＩＮＤＯ　福井流通センター 福井市玄正島町7-15

株式会社小松ライト製作所 あわら市布目21-9

株式会社アサノ不燃第１工場 坂井市丸岡町山竹田９７字3-1

株式会社アサノ不燃第２工場 坂井市丸岡町山竹田１０２号3

村中甘泉堂 福井市中央１丁目21-24

株式会社マルサンアイ 鯖江市神中町2-8-64

株式会社ガイアートＴ・Ｋ 坂井市丸岡町南横地8-1

株式会社川端工務店 越前市四郎丸町31-2-9

有限会社ヤマギシ 吉田郡永平寺町飯島23-5

西田工業株式会社 坂井市春江町針原17-13-1

株式会社長吉組 敦賀市開町7-21

前田工繊株式会社 鯖江市御幸町１丁目401-16

若狭日清工業株式会社 三方上中郡若狭町下タ中15-16

株式会社サンワ中部鯖江事業所 鯖江市御幸町１丁目301-25



廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

旅荘みや本 丹生郡越前町厨26-13-1

仲埜海産加工部 丹生郡越前町道口9-9

滝の川 丹生郡越前町高佐16-19-2

清水食品店 丹生郡越前町厨16-55-2

　万　魚問屋 丹生郡越前町宿2-7

うおたけ 丹生郡越前町厨17-83

島田缶詰 丹生郡越前町道口1-1

株式会社越前がにミュージアム海鮮市場 丹生郡越前町厨7-324-1

岩本水産株式会社 丹生郡越前町大樟8-23

株式会社かねいち水産 丹生郡越前町米ノ62-23-4

カネシゲ水産 丹生郡越前町小樟7-21

株式会社こばせ 丹生郡越前町梅浦58-8

株式会社山下水産 丹生郡越前町小樟3-69-1

あめこ餅店 越前市国府1-6-5

田倉菓舗 越前市元町316

ファーム中平吹 越前市中平吹町29-36

珈琲舎とむ 越前市家久町31-12-1

株式会社宗近 越前市北町45-63-1

餅　喜楽屋 越前市五分市町25-38

福音堂 鯖江市河和田町19-1-9

ベーカリーショップ上坂 鯖江市屋形町3-3

日華化学株式会社鯖江工場 鯖江市御幸町１丁目1-1

奥村塗料株式会社福井営業所 鯖江市丸山町３丁目108

湯本味噌 今立郡池田町水海96-9

福井油化 鯖江市別司町1-11-1

小泉建設株式会社 越前市白崎町27-4

有限会社上田順也建築設計事務所 鯖江市日の出町10-16

株式会社林設計 鯖江市柳町3-4-28

株式会社青武コンサルタント 鯖江市糺町19-4-1

有限会社越前屋 越前市余田町33-8



廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

さくらベーカリー 丹生郡越前町樫津23-22-3

杉谷又助商店 越前市南2-9-1

信武磁工株式会社 坂井市丸岡町長畝10-7-2

ペトロケミカルズ株式会社福井工場 福井市石橋町２９字北浜75-7

三和化工株式会社福井工場 福井市石新保28-67-1

大日メタックス株式会社 福井市森行町2-5

創文堂印刷株式会社 福井市問屋町1-7

青山眼鏡株式会社 鯖江市神中町２丁目3-30

大道製薬株式会社福井工場 福井市石新保テクノポート3-5-1

株式会社中央建設 福井市加茂河原１丁目7-27

株式会社松田組 福井市文京１丁目15-1

株式会社辻組 敦賀市疋田16-12-1

株式会社塚崎修商店 越前市余田町1-1-1

セーレン株式会社本社事業所 福井市毛矢１丁目10-1

株式会社ミヤゴシ 越前市新開町19-12-1

波寄造園土木株式会社 福井市波寄町37-82

旭化学工業株式会社福井工場 坂井市三国町米納津４９字浜割102-4

株式会社カワモリ 鯖江市河和田町2-30-2

パナソニックライティングシステムズ株式会社 坂井市坂井町五本38-1

ヒット工業株式会社 越前市本多3-9-19

クシヤ工業株式会社 坂井市丸岡町一本田中28-1

浜本テクニカル株式会社 鯖江市神中町２丁目501-30

東工サッシュ株式会社 福井市大願寺２丁目7-1

株式会社山岡保温工業所 福井市松城町8-15

東亜建設工業株式会社福井営業所 福井市中央１丁目3-1

日本道路株式会社福井営業所 福井市和田東1-2308

株式会社高村組 大野市大和町3-25

株式会社笹屋菓舗 越前市帆山町8-32-1

ニチコン製箔株式会社富田工場 大野市土布子４字青島24-11

株式会社ワカサマツバ 三方上中郡若狭町能登野15-1-1



廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

積水ハウス株式会社福井営業所 福井市成和２丁目1108

関電プラント株式会社大飯事業所 大飯郡おおい町大島1-1

三星化学工業株式会社 福井市白方町45-5-8

飛島建設株式会社北陸支店 福井市宝永４丁目9-13

株式会社ガイアートT・K福井営業所 福井市中央2-1-26

株式会社大林組福井営業所 福井市中央３丁目13-1

ダイセン株式会社若狭工場 三方上中郡若狭町若狭テクノバレー１号堤5-1

株式会社神崎組敦賀事業所 敦賀市布田町85-7-1

株式会社赤堀 越前市野岡町5-9

住友林業株式会社福井支店 福井市和田中2-906

丸高コンクリート工業株式会社 越前市矢船町1-6

株式会社ミヤギ若狭工場 三方上中郡若狭町若狭テクノバレー１号5-3

株式会社ホクコン武生工場 越前市北府１丁目2-38

株式会社シンワ設備 あわら市花乃杜１丁目30-33

竹村設備工業株式会社 坂井市丸岡町朝陽2-320

中部インテリア株式会社 福井市成和２丁目410

株式会社たからや 福井市板垣3-714

株式会社松浦機械製作所 福井市漆原町1-1

株式会社リコー福井事業所 坂井市坂井町大味６４字1

赤尾建設有限会社 あわら市北潟140-1-1

新中村化学工業株式会社福井工場 福井市白方町テクノポート3-3-6

土田土建株式会社 あわら市春宮２丁目17-19

株式会社内田工務店 鯖江市屋形町1-24

株式会社サカエ設備 南条郡南越前町湯尾30-30

北菱生コン株式会社 福井市八幡町２３字岩ケ谷口11-1

濱田建設株式会社 敦賀市本町２丁目8-3

株式会社ミルコン丸岡工場 坂井市丸岡町長畝15-1-1

株式会社ホクコン森田工場 福井市漆原町11-14

株式会社ハヤシ住工 福井市大宮３丁目9-2

有限会社牛若製材 丹生郡越前町下糸生20-15-1



廃棄物減量化宣言事業所一覧
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マルイテキスタイル株式会社 鯖江市舟津町１丁目4-11

北陸化工株式会社 鯖江市神中町2-8-40

株式会社泉建設 大野市篠座65-98-2

北陸ミサワホーム株式会社福井支店 福井市花堂中2-1-3

和興株式会社 坂井市丸岡町坪江3-6

アイテック株式会社 鯖江市神中町2-6-8

有限会社河端商店 大飯郡高浜町中津海21-1-8

石橋工業株式会社 大飯郡高浜町西三松11-34

丸江精練株式会社勝山工場 勝山市荒土町妙金島３字

株式会社宏幸組 大野市新庄7-15

株式会社ホームセンターみつわ九頭龍店 大野市南新在家35-38

株式会社豊栄建設 勝山市昭和町１丁目11-38

株式会社勝山建設 勝山市昭和町１丁目11-38

光生アルミニューム工業株式会社 福井市石新保町28-69

有限会社開成工業 大野市泉町13-29

株式会社アクアテック 小浜市東勢33-2

有限会社炭良 三方上中郡若狭町新道65-32

株式会社ニューロード 三方上中郡若狭町新道65-24-1

石山総合解体株式会社 福井市西開発３丁目610

株式会社アイシー物流 福井市寺前町18-12

サーテクト株式会社 大飯郡高浜町東三松29-1-7

株式会社アシュワ 小浜市木崎31号金堂7-4

富士興産株式会社 大飯郡おおい町本郷128-33-2

有限会社黒木重建 大野市下据42-25-7

有限会社中村総合解体 敦賀市木崎77-3-1

柳商会 大野市中野３丁目55-53-1

株式会社松崎製作所福井工場 勝山市遅羽町比島３５字

株式会社森景組 勝山市旭町２丁目1-14

アスワ物産株式会社 福井市西方2-3-7

有限会社脇工業 大飯郡高浜町宮崎88-5-1



廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

森内建設有限会社 勝山市郡町３丁目903

有限会社マルダイ自工 大野市吉第７号３番地１

株式会社野尻重機 大野市中保15-108-6

日本電産テクノモータ株式会社福井技術開発センター小浜市遠敷３６号1-1

福光産業有限会社 福井市宿布町10-4-1

有限会社 大高重建 福井市明里町5-4

永山商店 福井市新保２丁目40

株式会社ヰセキ北陸 坂井市春江町本堂22

株式会社グリーンシェルター 坂井市丸岡町小黒70-6-1

株式会社フクイオートパーツ 福井市上河北町2-3-2

有限会社広浜自動車商会 福井市深谷町1-7-3

株式会社織田商店 坂井市三国町緑ヶ丘１丁目5-48

フクアミ染工株式会社 坂井市春江町中庄5-1

株式会社牧島組 あわら市瓜生24-9-1

木馬染織株式会社 坂井市丸岡町千田8-28

東洋紡エンジニアリング株式会社北陸営業所 敦賀市東洋町10-24

永大産業株式会社敦賀事業所 敦賀市永大町

株式会社カモコンテック 三方郡美浜町久々子54-9

株式会社森口産業 敦賀市櫛川84-15

株式会社日本ピーエス 敦賀市若泉町3

株式会社エコ・クリーン 福井市二日市町20-12

株式会社エコクリーン・アイ 福井市河合勝見町9-25-1

株式会社エコシステム 福井市二日市町20-12

株式会社エコテック 福井市三本木町1-1

株式会社エコマスター 福井市宿布町13-14-15

株式会社エコロジス 福井市二日市町20-12

株式会社越前夢ファーム あわら市上番34-22

株式会社ビコー 福井市栂野町20-10

パナソニック株式会社オートモーティブ＆インダスト
リアルシステムズ社回路部品事業部金津工場

あわら市伊井５字

カミナカ 小浜市相生24-1-1



廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

株式会社ミサワモータース 福井市新保町17-20

有限会社菊川商会 大野市元町11-3

有限会社タッカー 大野市中野10-2-1

ニッサン建機有限会社 勝山市荒土町新保6-106

サンヨーファイン株式会社 坂井市三国町新保97-9-22

小野薬品工業株式会社福井研究所 坂井市三国町山岸50-10

丸津 越前市西庄境町4-6

山田豆腐店 越前市朽飯町6-11

森永乳業今立販売店 越前市粟田部町51-8-7

たんぽぽ 丹生郡越前町朝日1-1

笑夢 丹生郡越前町西田中15-9-7

小西亭 丹生郡越前町上糸生82-22

株式会社河商 丹生郡越前町織田98-3

岩本精肉店 丹生郡越前町内郡15-12-1

キャンディ 丹生郡越前町西田中15-14

有限会社高島屋　みょうがの里 丹生郡越前町内郡27-10

居酒屋　一 丹生郡越前町西田中14-30-2

楽膳 丹生郡越前町気比庄33-22-3

佐々木豆腐店 丹生郡越前町西田中

朝日風月堂株式会社 丹生郡越前町西田中8-34

有限会社末廣 丹生郡越前町西田中4-508

荒平楼 丹生郡越前町内郡9-1

いと家 丹生郡越前町気比庄44-80

渡辺三右ヱ門商店 丹生郡越前町上糸生96-3

長清堂 丹生郡越前町上糸生82-7

新三堂 丹生郡越前町上糸生82-20

あさひ愛農園　手づくりみそ工房 丹生郡越前町東内郡4-604

食堂　田島 丹生郡越前町東内郡1-130

鮮魚　銀洋 丹生郡越前町西田中15-5-1

盛田株式会社　福井工場 丹生郡越前町佐々生32-4



廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

有限会社大鉱資源 福井市川合鷲塚25-21

株式会社緑繊維ケース 福井市渕４丁目1515

タカハシ自動車 福井市馬垣町2-225

株式会社三幸営繕 大野市中野31-22-9

株式会社共栄モータース 大野市月美町5-20

伸海エンジニアリング株式会社 坂井市三国町山岸39-50

磯辺梅干加工所 敦賀市縄間3-21

有限会社山本商店 坂井市三国町新保10-13

有限会社大野オート商会 大野市美川町6-16

株式会社イー・リパーツ 敦賀市若葉町１丁目1628

有限会社銘菓処　笑福堂 敦賀市昭和町2-21-31

株式会社塚谷建設 坂井市坂井町長畑21-25-7

高冨 敦賀市金山46-5-8

敦賀セメント運輸株式会社 敦賀市泉2-6-1

タナベ 敦賀市道口6-4

有限会社那須商店・パナショー 敦賀市津内３丁目3-6

笹山工務店 敦賀市野坂24-3-2

鯖江ケアセンターみどり荘 鯖江市中野町33-20-1

株式会社アイビックス 福井市下馬2-101

株式会社ジャストコーポレーション 福井市殿下町46-3

新越部品株式会社上志比工場 吉田郡永平寺町浅見4-31

宮川興業株式会社美浜営業所 三方郡美浜町丹生61号東島5

ツルベ産業株式会社 坂井市坂井町東長田42-18-1

藤島園 福井市高木中央３丁目1701

株式会社大城組 福井市下馬３丁目2214

東洋自工株式会社 越前市岩内町30-2-20

福井県民生活協同組合 福井市開発５丁目1603

淀化学株式会社福井三国工場 坂井市三国町新保テクノポート1-3-7

社会福祉法人　勝山幸寿会 勝山市片瀬15-22

若狭機械工事株式会社 敦賀市古田刈53-1-4



廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

宮川興業株式会社大飯営業所 大飯郡おおい町大島

黒龍酒造株式会社 吉田郡永平寺町松岡春日1-38

サカイオーベックス株式会社花堂工場 福井市花堂北2-25-35

社会福祉法人　たけふ福祉会　たけふ福祉工場 越前市白崎町35-10-1

大洋自動車工業株式会社 敦賀市昭和町１丁目22-31

第一ビニール株式会社北部工場 坂井市春江町石塚10-4-1

有限会社平田木材店 大飯郡高浜町和田1-28

黒龍酒造株式会社兼定島酒造りの里 吉田郡永平寺町松岡兼定島11-58

医療法人林病院 越前市府中１丁目5-7

ＰＬＡＮＴ－２坂井店 坂井市坂井町下新庄15-8-1

ＰＬＡＮＴ－２上中店 三方上中郡若狭町脇袋11-12-1

北陸通信工業株式会社福井支店 福井市問屋町２丁目43

株式会社京福コミュニティサービス 福井市日之出1-6-14

マルイチセーリング株式会社 越前市赤坂町33-8-1

陸整自動車株式会社 福井市問屋町２丁目4

医療法人相木病院シルバーハイツ武生 越前市中央2-9-40

株式会社野田電機 勝山市荒土町松ヶ崎7-108

中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋株式会社敦賀工事事務所 敦賀市井川9-11-6

株式会社浪速ポンプ製作所福井事業所 坂井市三国町池上112

有限会社サンシャインネットパーツ 福井市高木中央１丁目3404

株式会社髙山興業 敦賀市野神１2-108

株式会社Ｔ・サポート 敦賀市野神12-108

セイケイ協同組合 坂井市坂井町五本3-10-1

林豆腐店 敦賀市元町18-6

株式会社安田建設本社 敦賀市津内83-5-1

株式会社安田建設採石場 敦賀市櫛川88-3-1

福井大学附属国際原子力工学研究所 敦賀市鉄輪町１丁目２街区4

株式会社友安 大野市田野20-98

株式会社千鳥苑 三方郡美浜町坂尻43-3-1

有限会社ラックスマン・エンタープライズ・ジャパン 敦賀市中16-2-8



廃棄物減量化宣言事業所一覧

名　称 所在地

株式会社アウトピアー 小浜市遠敷３丁目401-1

魚いち 敦賀市松原町8-16

池田冷暖工業 敦賀市三島町1丁目11-1

有限会社小林冷凍空調設備 敦賀市木崎6-5-2

有限会社新英巧社 三方上中郡若狭町井ノ口４３号陳ヶ市8-1

エスカーサポート 小浜市城内１丁目2-10

(有)宮口運輸 小浜市竹原29-27-1

キヤノンシステムアンドサポート株式会社 福井市下馬２丁目1418

セーレン株式会社　ＴＰＦ事業所 坂井市三国町米納津48-113-2

アルテック新材料株式会社 坂井市丸岡町小黒68-12

高浜環境株式会社 大飯郡高浜町馬居寺29-13-1

株式会社武田設備 三方上中郡若狭町井ノ口3-4-1

グリーン開発株式会社 勝山市滝波町5-320

有限会社 近藤造園 坂井市三国町池上26-19

株式会社クリーンスペースニッコウ 福井市下河北町23-1

松原産業株式会社 越前市矢放町4-7

株式会社バロー今立店 越前市粟田部中央１丁目106

株式会社西村砂利工業 吉田郡永平寺町光明寺41-4

株式会社桜川ポンプ製作所福井事業所 坂井市三国町米納津49-111-13

西尾建設工業株式会社 大野市平沢領家12-41-2

第一建設株式会社 あわら市市姫五丁目9-12

平成建設株式会社 あわら市田中々2-11-1

サンベース 大野市東中野1-204

福井環境事業株式会社 福井市二日市町19-8

巖本金属株式会社福井工場 福井市下六条町40

坂井森林組合 あわら市御簾尾15-6

協栄産業株式会社 越前市春山町14-1-1

福井特殊紙株式会社 越前市定友町13-7

株式会社新在家製紙所 越前市新在家町14-8

有限会社小畑製紙所 越前市大滝町23-22
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株式会社五十嵐製紙 越前市岩本町12-14

山川製紙所 越前市大滝町25-5

石川製紙株式会社 越前市大滝町11-13

福井製紙株式会社 越前市五分市町28-25

丸茂製紙 越前市五分市町17-5

有限会社五箇製紙所 越前市不老町19-15

有限会社やなせ和紙 越前市大滝町24-21

瀧株式会社 越前市岩本町2-26

山次製紙所 越前市大滝町29-5

ちきゅう未来株式会社 大野市牛ヶ原102

有限会社木村商店 大野市春日３丁目2-19

株式会社羽崎組 福井市志比口3-2-14

オルガノ株式会社福井営業所 福井市西方２丁目3-1

東洋地工株式会社 福井市高木町4-10-2

株式会社美装ジャパン 鯖江市平井町42-2-16

株式会社シャルマン 鯖江市川去町6-1

株式会社ＣＯＳＭＯ 勝山市村岡町浄土寺50-8-1

株式会社松浦組 坂井市丸岡町下安田7-4

有限会社アイワメンテナンス 坂井市丸岡町千田29-13

若山建設株式会社 敦賀市中央町１丁目13-42

株式会社神和工業 坂井市丸岡町熊堂3-5-5

立成建設株式会社 坂井市春江町西長田47-25-1

株式会社カイザージャパン 坂井市丸岡町寅国11-8-1

有限会社西川工務店 大野市横枕1-11-25

敦賀ターミナル株式会社 敦賀市金ケ崎町22-1

南越清掃組合 越前市北府１丁目3-20

株式会社ＳＰ電機 大野市中挾１丁目907

鯖江広域衛生施設組合 鯖江市西番町15-11

有限会社石田産業 大野市水落町5-22

川越商店 あわら市河間7-22
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三国食品株式会社 坂井市三国町加戸123-3

川端木材株式会社 坂井市春江町定広11-1

大信トラスト株式会社 越前市矢放町13-8-2

有限会社大飯環境サービス 大飯郡おおい町本郷149-4-2

朝倉製菓 越前市住吉町9-10

昭和堂 鯖江市本町1-1-21

髙村菓舗 越前市平和町12-13

株式会社新珠食品 越前市新保二丁目1-1

有限会社中嶋造園 福井県大飯郡高浜町馬居寺4-1


