
業者番号一覧（県内ア～コ）

許可番号 業者番号 商号 所在地
アー 008814 02931 アースカッター 敦賀市
アー 007265 01019 （株）アーツ 坂井市
アー 007410 01378 （株）アート 勝山市
アー 007831 02342 （株）アート建設 福井市
アイ 010875 03065 會澤土木（株） 坂井市
アイ 004902 01599 愛全建業（株） 越前市
アイ 005317 01458 （有）アイビ 鯖江市
アイ 000381 00101 愛福園 福井市
アウ 004792 02041 （株）アウトピアー 小浜市
アオ 003934 01870 （有）青池庭園 三方上中郡若狭町
アオ 001510 00201 青木建設（株） 福井市
アオ 000311 01049 青木興業（株） 大野市
アオ 002653 00329 （株）青木設備工業 福井市
アオ 001409 01132 アオキ塗装（株） 大野市
アオ 003572 00399 （株）青木塗装店 福井市
アオ 008920 00580 （株）青木土木 吉田郡永平寺町
アカ 002690 01577 （株）赤池興業 越前市
アカ 003583 00885 赤尾建設（有） あわら市
アカ 003676 00406 暁産業（株） 福井市
アカ 005290 01671 （株）赤堀 越前市
アカ 006648 01678 （株）アカホリ管工 越前市
アキ 009717 02748 ＡＫＩ建設（株） 福井市
アキ 010965 00449 （株）秋田組 吉田郡永平寺町
アキ 009947 02815 亜紀マネジメント（株） 敦賀市
アキ 003306 00381 アキラ（株） 福井市
アゲ 000487 01393 （株）揚原工務店 鯖江市
アコ 007890 01241 （有）阿古コーポレーション 大野市
アサ 004812 01891 （有）浅井塗装店 敦賀市
アサ 001011 00156 （有）朝倉造園 福井市
アサ 000775 00141 （株）浅野コンストラクション 福井市
アサ 002570 00322 （株）旭エレクトロン商会 福井市
アサ 009678 02707 （有）旭開発 敦賀市
アサ 005811 00586 アサヒテクノフォート（株） 福井市
アサ 001118 00169 旭電設（株） 福井市
アサ 002296 02097 朝日木材産業（株） 丹生郡越前町
アシ 007369 01026 （有）アシハラ あわら市
アジ 007472 00745 味見建設（株） 福井市
アシ 009550 02709 （株）アシュワ 小浜市
アス 008796 02559 （株）アステイオン 大野市
アス 008184 02365 （株）アスフリーク 敦賀市
アズ 001662 00823 東建設工業 坂井市
アズ 009367 01194 （有）東電気工事店 大野市
アス 004274 00440 （株）足羽建設 福井市
アダ 008765 01351 （株）足立建設 勝山市
アナ 000677 01079 （株）穴馬組 大野市
アネ 006989 02271 姉川設備機工（株） 越前市
アネ 001025 00803 （株）姉崎組 あわら市
アマ 006848 01262 （有）雨塚組 大野市
アマ 000783 01089 （株）あまや製材 大野市
アマ 007404 01489 天谷電気工事（株） 鯖江市
アメ 000618 01790 （株）あめりか屋 敦賀市
アラ 008349 02546 アライ建設工業 福井市
アラ 010629 00599 荒川建設 福井市
アラ 005344 02045 （株）荒木 大飯郡おおい町
アラ 001296 01315 荒鹿建設（株） 勝山市
アリ 005554 01674 有明組 越前市
アル 010951 03067 （株）アルネット企画 越前市
アル 006834 00676 （株）アルファー・ジャパン 福井市
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業者番号一覧（県内ア～コ）

許可番号 業者番号 商号 所在地
アワ 000635 00779 （有）芦原造園 あわら市
アン 008341 02933 安全産業（株） 越前市
イー 009536 02710 イーアス（株） 小浜市
イー 010441 03037 （株）Ｅ・Ｋ・Ｍ 坂井市
イオ 001728 01153 井尾建設（株） 大野市
イオ 007346 01278 （有）井尾木材 大野市
イオ 008233 02883 伊織建築（有） 大野市
イガ 010583 00900 五十嵐組 坂井市
イク 008177 01060 （有）イクサン 大野市
イク 004198 01199 幾山建設（株） 大野市
イケ 006199 02056 （有）池上商店 大飯郡高浜町
イケ 002134 00837 （有）池三建設 坂井市
イケ 008907 02790 池端塗装 大野市
イサ 007314 02516 （有）イサオ電設 福井市
イサ 007347 02243 （有）伊坂建材 福井市
イシ 001120 00808 （株）石川工務店 あわら市
イシ 002252 00010 石黒建設（株） 福井市
イシ 008961 02721 石黒砕石（株） 鯖江市
イシ 007396 02090 石黒住建（株） 福井市
イシ 002559 00321 石田建設工業（株） 福井市
イシ 001372 01130 （有）石田産業 大野市
イシ 006773 01260 （株）石谷工務店 大野市
イシ 002078 00831 （有）石谷電機 坂井市
イシ 005313 00537 （株）石徳 福井市
イシ 003520 00392 石橋建材（株） 福井市
イシ 005901 02263 石橋工業（株） 大飯郡高浜町
イシ 003469 00882 石橋設備機工 坂井市
イシ 006189 02199 （株）イシマル 三方郡美浜町
イシ 000422 00767 （有）石丸ハウスセンター 坂井市
イシ 010584 00160 石村建設（株） 福井市
イシ 008991 02543 石本建設工業（有） 福井市
イシ 006303 01473 （株）石本石材 鯖江市
イシ 009021 02632 石森電通システム（株） 大野市
イズ 005499 01226 （有）和泉開発産業 大野市
イズ 005970 01240 （株）泉建設 大野市
イソ 004127 00897 磯貝電気工事（株） あわら市
イタ 008445 01565 （株）板倉設備 越前市
イダ 002587 02816 井田設備工業（株） 小浜市
イチ 001865 00234 （株）市岡組 吉田郡永平寺町
イチ 002349 02462 市波木材（株） 福井市
イチ 007716 01670 （有）市橋工務店 越前市
イト 000806 00788 伊藤建設（株） 福井市
イト 001834 00227 伊藤工業（株） 福井市
イト 002077 00830 （株）伊藤工務店 坂井市
イト 000458 00112 伊藤電機設備（株） 福井市
イト 010804 03031 イトウ電工 坂井市
イト 007710 02418 （株）伊藤電工 勝山市
イナ 005972 00601 稲垣建設（有） 福井市
イナ 000034 01287 （有）稲木組 大野市
イナ 000633 00777 （株）稲澤組 坂井市
イヌ 003261 01168 （有）乾川設備工業 大野市
イノ 006757 02838 （有）井上木材 南条郡南越前町
イノ 007953 02223 （株）井ノ口電気 三方上中郡若狭町
イハ 010528 01825 伊原建設（株） 敦賀市
イベ 008234 01727 （株）伊部建設 丹生郡越前町
イマ 007781 00300 今中土木（株） 福井市
イマ 009199 02609 （有）今村電工 勝山市
イワ 001880 01842 （株）イワイ 敦賀市
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許可番号 業者番号 商号 所在地
イワ 009379 01408 （株）岩尾組 鯖江市
イワ 007198 01628 （有）イワケン 越前市
イワ 001217 01545 岩崎建設（株） 南条郡南越前町
イワ 000140 00060 （株）岩佐土建 福井市
イワ 990024 02887 （株）岩佐土建・フクレキ工業（株）経常建設共同企業体 福井市
イワ 009211 00504 （株）イワタ 福井市
イワ 009136 01936 （株）イワタ 小浜市
イワ 002461 00312 （株）岩永工務店 福井市
イワ 007149 00707 （株）いわほり 福井市
イワ 005187 02965 岩見電工（株） 福井市
イワ 002091 01848 （株）岩本土建 敦賀市
イン 005034 01894 （有）インテリア総合建築 敦賀市
ヴィ 009003 02477 ＶＥＥｍａ（株） 福井市
ウエ 001215 01544 （株）ウエキグミ 越前市
ウエ 001605 01554 上木建設（株） 越前市
ウエ 000542 01512 上木興業（株） 越前市
ウエ 001529 00206 上坂建設（株） 福井市
ウエ 005252 02412 上嶋工業 越前市
ウエ 007910 02284 （有）上田チップ工業 福井市
ウエ 002786 00854 （有）上田鉄工設備工業 坂井市
ウエ 004887 01354 羽越工業（株） 勝山市
ウエ 007594 02603 （有）上野 三方上中郡若狭町
ウエ 002292 01570 上野ガス（株） 越前市
ウエ 023847 00139 上野電機（株） 福井市
ウコ 005266 01898 （有）右近電気工事店 敦賀市
ウチ 008008 01996 内方組 小浜市
ウチ 010306 03064 （株）内方工務店 小浜市
ウチ 002140 01421 （株）内田工務店 鯖江市
ウチ 005160 02169 内田鉄工所 鯖江市
ウッ 009764 02757 （株）ウッドフィール 丹生郡越前町
ウノ 001890 00237 （株）宇野組 福井市
ウノ 008788 02895 宇野酸素（株） 越前市
ウノ 002119 01568 宇野電機（株） 越前市
ウノ 009042 02659 （有）ウノ電気 三方上中郡若狭町
ウノ 000741 01798 （有）宇野電気商会 敦賀市
ウメ 009147 00045 （株）梅井設備工業 福井市
ウメ 001245 01652 （株）梅田土建 越前市
ウメ 007844 02231 （有）梅田塗装 福井市
ウメ 000609 00130 （株）うめでん 福井市
ウラ 002385 01852 浦見川住宅産業（株） 三方上中郡若狭町
ウラ 008245 01237 浦山工業（有） 大野市
エイ 007778 00625 栄冠商事（株） 坂井市
エイ 001816 00223 （株）英組 福井市
エイ 009644 02746 エイペックス（株） 福井市
エイ 002620 01163 （有）栄林建設 大野市
エイ 008230 00715 永和建設工業（株） 吉田郡永平寺町
エイ 005117 00522 永和住宅（株） 福井市
エー 006455 02089 （株）エージー空間建築 福井市
エー 008199 02387 （有）エーシン設備 坂井市
エギ 000255 00081 （株）江岸組 福井市
エグ 005859 01905 江口設備（有） 敦賀市
エザ 004327 01740 （有）江指組 丹生郡越前町
エス 008066 02238 エス・イ・コンサル（株） 福井市
エス 006247 00622 ＳＳＫ電機（株） 福井市
エス 006691 01621 （株）Ｓ．Ｋ．Ｒ 南条郡南越前町
エス 004611 01210 （株）ＳＰ電機 大野市
エチ 007901 02141 （有）越前開発 福井市
エチ 001468 01715 越前電気（株） 丹生郡越前町
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エヌ 010468 02978 ＮＫＹ 福井市
エヌ 010259 02878 （株）Ｎ－ＷＯＲＫＳ 南条郡南越前町
エヌ 000385 00102 （株）Ｎ・Ｙ総建 福井市
エフ 008754 02970 エフテックス（株） 福井市
エフ 006618 02510 （株）エフ・ユー機工 坂井市
エム 008959 02491 エム・エムトータルクリエイト（有） 大野市
エム 007575 02183 （株）エム開発 越前市
エム 006222 01366 エムケー建設（有） 勝山市
エム 010056 03041 （株）ＭＴ工業 福井市
エム 005530 02197 （株）江村工設 敦賀市
エル 023864 00651 エルディ（株） 福井市
エン 002619 01162 （株）遠藤鉄工所 大野市
オウ 000479 01392 （有）淡海建設 鯖江市
オオ 010264 02943 大井冷暖房 小浜市
オオ 026051 00033 大貴建設（株） 福井市
オオ 009252 02604 （株）大窪建設 福井市
オオ 000671 00780 大嶋建設（株） 坂井市
オオ 006762 00669 大須賀技建（株） 福井市
オオ 007702 02151 （有）大関建設 坂井市
オオ 003554 00884 （有）大関電設 坂井市
オオ 010749 01537 太田新樹園 越前市
オオ 003744 02526 （株）大塚工業 越前市
オオ 004809 01212 大野衛生設備（株） 大野市
オオ 003287 01171 大野開発工業（株） 大野市
オオ 001367 01127 大野建設工業（株） 大野市
オオ 003275 01170 大野鉄工金属協同組合 大野市
オオ 009421 02825 （有）大野ミニコン 大野市
オオ 002635 01575 （株）大虫電工 越前市
オオ 008185 00352 （有）大村造園 福井市
オオ 001192 00813 （株）大森組 坂井市
オー 008434 02794 （有）オール企画村上 坂井市
オオ 008970 00294 （株）大和田建設 福井市
オカ 000788 01092 （有）岡組 大野市
オカ 000252 01946 （株）岡組 小浜市
オカ 009453 02789 岡島ボイラ冷凍空調（株） 福井市
オカ 000072 00052 （株）岡田組 福井市
オガ 009264 02962 （有）小形造園 越前市
オカ 000328 00093 岡田造園建設（株） 福井市
オカ 002524 01160 岡田木材（株） 大野市
オカ 010754 03011 岡野コンクリート（株） 鯖江市
オカ 009014 00144 オカモト鐵工（株） 福井市
オカ 013395 01768 （株）岡本ペンキ店 敦賀市
オク 004988 01214 （有）オクエツ鋼建 大野市
オク 008734 02400 （有）オクシマ 福井市
オク 003402 02343 奥武建設工業（株） 福井市
オク 006267 02258 奥谷電気商会 丹生郡越前町
オク 010780 00957 奥村建設工業（株） 坂井市
オケ 000740 01797 （株）桶武製作所 敦賀市
オザ 001113 00167 （株）小澤工務店 福井市
オス 007736 02133 （有）オスト 福井市
オタ 014295 01681 オタ建設（株） 丹生郡越前町
オタ 009987 02791 （有）オタ商事 丹生郡越前町
オノ 003881 02274 （株）斧平作商店 越前市
オバ 021410 02032 小浜上田建材（株） 小浜市
オバ 000267 01949 小浜建設（株） 小浜市
ガー 010341 02494 （株）ガード 鯖江市
カイ 002225 00840 甲斐建設工業（株） 坂井市
カイ 003161 01432 （株）カイセイ 鯖江市
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カイ 007866 02487 （有）海道建築 坂井市
カエ 007379 00731 （有）帰山組 福井市
カキ 005678 02051 （有）柿本工務店 大飯郡おおい町
カク 008002 02291 （有）角栄商事 あわら市
カク 001608 00211 （株）角組 福井市
カク 010918 00822 角谷木材建設（株） あわら市
カク 007481 02161 （株）角平組 大野市
カク 007159 01627 角方建設（株） 越前市
カク 009361 02711 角本建築 小浜市
カケ 001322 00816 （株）筧組 坂井市
カス 007128 01271 （有）春日 大野市
カス 001168 00176 春日建設（株） 福井市
カタ 007580 02771 （有）カタオカ開発興業 福井市
カツ 001256 00180 （株）活衛工務店 福井市
カツ 000069 01634 （株）克藤 今立郡池田町
カツ 006078 02165 （有）勝山管工 勝山市
カツ 001309 01317 （株）勝山建設 勝山市
カツ 002467 01335 （株）勝山工機 勝山市
カト 000400 01053 （株）加藤製缶 大野市
カト 007897 02642 （有）加藤通信 敦賀市
カト 000220 01047 加藤鉄工（株） 大野市
カド 009071 00860 （有）加戸土建 坂井市
カナ 004098 00896 カナイ造建（株） 坂井市
カナ 002754 02306 （株）カナダニ 鯖江市
カナ 000779 00785 金津電設（有） あわら市
カネ 003991 01444 （株）カネイチ 鯖江市
カネ 006466 00639 カネタ（株） 福井市
カノ 990019 02860 （有）加納組・（有）小林設備経常建設共同企業体 坂井市
カノ 000697 01794 加野建設（株） 敦賀市
カバ 003191 00374 椛山建設（株） 吉田郡永平寺町
カミ 002889 02020 上中ガス（株） 三方上中郡若狭町
カミ 006081 02325 上中住建 大飯郡おおい町
カミ 001158 01984 上中土建（株） 三方上中郡若狭町
カミ 003522 00394 上屋敷工業（株） 福井市
カミ 008643 02449 神山農園　　　 越前市
カモ 000851 01802 （有）加茂建設 三方郡美浜町
カモ 009131 02513 （株）カモコン 三方郡美浜町
カモ 000728 01525 歌門建設（株） 南条郡南越前町
カラ 001862 01562 カラヤ（株） 越前市
カラ 008288 02344 カラヤエンジニアリング（株） 坂井市
カワ 001343 01994 （株）河合工務店 三方上中郡若狭町
カワ 006667 01256 （有）川勝組 大野市
カワ 001353 01713 川上建設（株） 福井市
カワ 000201 00070 河上電機（株） 越前市
カワ 009496 02744 （有）川上土木 福井市
カワ 007338 02461 （株）カワカミパワーシステム 福井市
カワ 000700 01795 （株）川北技建 敦賀市
カワ 000334 01785 川口電気（株） 敦賀市
カワ 004314 00902 （株）川健土木 坂井市
カワ 010623 03055 （株）川越設備 福井市
カワ 009028 02601 （有）カワショウ 小浜市
カワ 005204 00528 川西電設工業（株） 福井市
カワ 005963 00600 （有）かわにしブロック工業 福井市
カワ 002093 00833 （有）カワバタ建設 坂井市
カワ 005378 01605 （株）川端工務店 越前市
カワ 003079 00865 （有）川端造園 坂井市
カワ 006827 01372 （株）川原組 勝山市
カワ 006778 02618 （有）カワモト電工 福井市
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業者番号一覧（県内ア～コ）

許可番号 業者番号 商号 所在地
ガン 010846 01789 （株）雁子組 敦賀市
カン 009688 02686 （株）芳組 鯖江市
カン 006116 00613 勧和工業（株） 福井市
カン 990032 02945 勧和工業・福徳設備工業経常建設共同企業体 福井市
キー 010102 01382 （株）キープクリーン 福井市
キキ 010474 02964 （株）ＫｉＫｉ 丹生郡越前町
ギケ 008683 00028 技建工業（株） 福井市
キコ 004008 00420 基幸建設工業（株） 福井市
キシ 000662 02951 （株）岸組 敦賀市
キシ 005768 02052 （有）岸崎工作所 大飯郡おおい町
キシ 003011 01858 岸本建設（株） 敦賀市
キタ 004582 00468 （株）北川 福井市
キタ 007202 01272 （有）北川組 大野市
キタ 006168 02086 北川建設（株） 敦賀市
キタ 003384 00878 （株）北島工務店 あわら市
キタ 990015 02820 （株）北瀬海運建設・橋本建設（株）経常建設共同企業体 丹生郡越前町
キダ 001961 01662 （株）木だて家 越前市
キタ 005843 00975 （有）北電機商会 坂井市
キタ 007732 02743 （有）北中 福井市
キタ 011046 01506 北日本建設（株） 越前市
キタ 002584 01728 （有）北野石材工業 丹生郡越前町
キタ 007833 02253 （有）北八建設 勝山市
キタ 000930 01533 北村工業（株） 南条郡南越前町
キタ 009107 00794 （有）北山組 坂井市
キタ 001879 01841 （株）北山建設 三方郡美浜町
キタ 006871 02499 北山工業（株） 三方郡美浜町
キタ 003823 01189 （有）北山工務店 大野市
キタ 003714 00887 北山設備（株） 坂井市
キチ 020490 00617 （株）吉勝重建 福井市
キチ 001068 01979 （有）吉良組 大飯郡おおい町
キヅ 000799 01649 （株）木津組 越前市
キヌ 006992 01009 （有）衣川塗工 坂井市
キノ 000557 00126 木下工業（株） 坂井市
キノ 005426 00955 （株）キノシタ住宅 あわら市
キノ 001247 01653 木下土建（株） 今立郡池田町
キハ 024375 02288 （株）キハラコーポレーション 越前市
キム 011021 03043 （株）木村組 福井市
キム 000180 01685 木村建設（株） 丹生郡越前町
キム 005630 02049 （有）木村建設 大飯郡おおい町
キム 018705 00181 木村興業（株） 福井市
キム 000083 00756 木村電機（株） 坂井市
キャ 003378 00386 （株）キャンピオ辻万 福井市
キョ 006656 02063 共栄工業（株） 小浜市
キョ 009491 01334 （有）共栄電設 勝山市
キョ 004124 00428 協和住機（株） 福井市
キョ 010247 01722 （株）共和綜合建設 福井市
キョ 002872 00345 （株）共和庭園 福井市
キヨ 000281 01504 （株）キヨエイビルド 越前市
キヨ 006604 00652 清川建設（株） 吉田郡永平寺町
キリ 000208 01044 （株）桐林組 大野市
キン 002383 02420 （株）金吾設備 三方郡美浜町
ギン 005218 00530 銀扇福井（株） 福井市
クォ 008296 00023 （株）クォードコーポレーション 福井市
クシ 005364 01220 櫛田造園 大野市
クス 000748 01801 楠電気工事（株） 敦賀市
クズ 009937 02780 九頭龍砕石（株） 勝山市
クズ 009116 03060 九頭竜森林組合 大野市
クズ 003505 01176 九頭龍設備（株） 大野市
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業者番号一覧（県内ア～コ）

許可番号 業者番号 商号 所在地
クニ 009313 00018 クニ興業（株） 福井市
クニ 010240 02971 （株）国高防災 越前市
クニ 004561 01742 國成建設（株） 丹生郡越前町
クボ 000534 01966 （有）久保組 大飯郡おおい町
クボ 001043 01113 （有）久保工務店 大野市
クボ 006512 00643 久保水工業（株） 福井市
クボ 010850 01997 （株）窪田組 三方上中郡若狭町
クボ 000982 01806 久保田工業（株） 三方上中郡若狭町
クマ 003227 01433 熊野建設（株） 鯖江市
クラ 008634 02824 （株）クラップ 坂井市
クラ 008282 02341 （有）倉橋工業 越前市
グリ 001948 01327 グリーン開発（株） 勝山市
グリ 010415 03005 グリーンシア 福井市
グリ 008230 00750 （株）グリーンシェルター 坂井市
グリ 004737 00482 （株）グリーン福井 福井市
クリ 008838 02944 クリ英ター永和（株） 越前市
クリ 004117 00427 クリタ明希（株） 福井市
クリ 004436 02399 （株）クリンテック 敦賀市
クロ 006297 00629 （株）クロス 福井市
クロ 009841 02998 黒登建設 福井市
ケイ 026369 03063 （株）ケイアイコーポレーション 敦賀市
ケイ 010707 02996 （株）Ｋ．ｃｏｍｐａｎｙ 福井市
ケイ 004214 00437 ケイズプロス（株） 福井市
ケン 009967 01085 （株）建世 大野市
コア 010563 02129 （株）コアーズ 福井市
コウ 007211 02075 （株）幸池建材 小浜市
コウ 005697 00972 幸栄建設（株） 坂井市
コウ 010143 03046 （有）光啓商事 小浜市
コウ 009558 02722 （有）昴成都市計画 鯖江市
ゴウ 005081 01603 合同建設（株） 南条郡南越前町
ゴウ 002245 00299 合同設備工業（株） 福井市
ゴウ 005419 00550 合同電機（株） 福井市
コウ 007271 00725 （有）興南建設 福井市
コウ 010734 02960 （株）工房ＭＡＫＩＴＡ 三方郡美浜町
コウ 005103 00519 （株）光陽 小浜市
コウ 007793 02380 （株）高洋建設 福井市
コウ 009920 02827 （株）晃和建設 鯖江市
コー 007805 02665 コーキ産業（株） 福井市
コー 010233 02909 （株）コード 鯖江市
コギ 006280 00986 小木電機（有） あわら市
コギ 008969 00672 （株）小木土木 吉田郡永平寺町
コク 010001 02787 国土法面防災（株） 小浜市
コジ 000188 01043 （有）小嶋組 大野市
コス 007311 02336 （株）ＣＯＳＭＯ 勝山市
コス 007459 02127 （株）コスモボーサイ 福井市
ゴダ 004069 01445 （株）伍代工務店 鯖江市
ゴト 003383 00877 後藤建設　（株） あわら市
ゴト 000018 00751 （有）後藤設備工業所 あわら市
ゴト 002722 02523 （有）後藤塗装 坂井市
コト 002784 01730 （有）コトブキ電機 丹生郡越前町
コバ 003898 01590 （有）小林兄弟園 越前市
コバ 006564 01620 （株）小林工務店 南条郡南越前町
コバ 003593 01178 （有）小林産業 大野市
コバ 006314 00987 （有）小林設備 坂井市
コバ 002603 00325 （株）小林忠建設 福井市
コバ 001429 00195 小林電工（株） 福井市
コバ 007301 01486 （株）小林農園 鯖江市
コホ 005813 00974 湖北建設興業（有） あわら市
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業者番号一覧（県内ア～コ）

許可番号 業者番号 商号 所在地
コマ 006911 00684 （有）小政興業 福井市
コマ 007673 02935 小松ウォール福井販売（株） 福井市
コム 008545 02292 （有）小向設備工業 坂井市
コモ 023436 01880 小森商事（株） 敦賀市
コン 006342 02795 （有）近藤造園 坂井市
コン 009876 00829 （株）譽田建設 坂井市
コン 000253 01947 （株）こんどう 大飯郡おおい町
コン 000629 00775 近藤建設（株） あわら市
コン 010035 02806 （有）近藤商事 越前市
コン 003033 00862 近藤電気商会 あわら市
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