
建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

18-011130 加藤　直人 個 無 1801
0776-63-6185 〒910-0018 福井県福井市田原２－８－５アーバンハイム１Ｆ

18-011268 佐々木　清隆 法 無 9,000千円 1805
0778-62-4711 〒916-0061 福井県鯖江市平井町５８－１－５

18-011204 牧野　豊 法 無 5,000千円 1802
0776-76-8183 〒910-0375 福井県坂井市丸岡町南横地７－１８

18-009045 佐藤　忠行 法 無 5,000千円 1802
0776-58-0160 〒919-0471 福井県坂井市春江町金剛寺３－１－２

18-011369 早川　幸男 法 無 4,000千円 1801
0776-38-0748 〒918-8017 福井県福井市下荒井町４－９０

18-011010 前川　直紀 法 無 5,000千円 1801
0776-21-3022 〒910-0063 福井県福井市灯明寺３－１１０３

18-007265 山本　雅史 法 無 10,000千円 1802
0776-51-8448 〒919-0448 福井県坂井市春江町中筋北浦２９

18-009880 南部　政嗣 個 有 1801
0776-33-3356 〒918-8037 福井県福井市下江守町２７－１－１

18-007831 中岸　勝則 法 無 20,000千円 1801
0776-34-2251 〒918-8027 福井県福井市福１－２９１８

18-010254 小山　忠久 法 無 10,000千円 1801
0776-28-6070 〒910-0036 福井県福井市三郎丸町２４－８－２

18-011474 竹内　裕 法 無 3,000千円 1802
0776-51-8939 〒919-0417 福井県坂井市春江町江留下相田８８マンションレフィナードＭ３０７

18-011568 田端　一貴 法 有 1,000千円 1802
0776-37-3588 〒919-0516 福井県坂井市坂井町福島３５－３０

18-009705 川瀬　由 法 無 3,000千円 1809
0770-23-3569 〒914-0036 福井県敦賀市堂１１－２－１５

と１
ＡＲＣＲＥＡ（株）

建１大１屋１タ１内１
（株）アースシールド

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）アーステクニカル

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
Ａｒｃｈｉ　Ｎ　Ｓｔｙｌｅ

建１大１屋１タ１内１
（株）アーキテクノ

建１大１
（株）アートランド

建１
Ｒ－Ｓｐａｃｅ（株）

電１

建１
（株）アート建設

土１建２左１と１屋１タ１鋼１板１ガ１塗１防１内１具１水１
アート創建（有）

建１
（有）アートデザインホーム

鋼１
（株）ＥＡＲＴＨ　ＴＥＣＨ

と１解１
（株）アーツ

土１と１石１鋼１舗１し１水１
Ａｒｔ．Ｎ工房
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010442 梁瀬　将宰 法 無 5,000千円 1809

0770-47-6001 〒914-0815 福井県敦賀市平和町２２－４－６

18-010785 入羽　宏至 法 無 5,000千円 1801
0776-97-9727 〒918-8116 福井県福井市大町１６－２０８

18-011564 中川　哲広 法 無 5,000千円 1804
0779-64-5442 〒911-0817 福井県勝山市旭毛屋町４００７

18-006741 長谷部　美喜男 法 無 10,000千円 1801
0776-22-7001 〒918-8231 福井県福井市問屋町３－８１５

18-010174 池田　典子 法 有 3,000千円 1809
0770-45-0234 〒919-1316 福井県三方上中郡若狭町井崎５８－１４－１

18-011577 伊藤　陽夫 個 無 1801
0776-34-3562 〒918-8023 福井県福井市西谷２－２９０１

18-010336 井美　昌志 法 無 3,000千円 1809
0770-25-4085 〒914-0131 福井県敦賀市公文名５４－１１－６

18-003905 伊藤　厚憲 法 無 5,000千円 1802
0776-66-7476 〒919-0517 福井県坂井市坂井町朝日８－４－６

18-011110 伊藤　健司 法 無 3,000千円 1801
0776-2-1003 〒918-8231 福井県福井市問屋町４－５０４

18-010803 山口　均 法 無 3,500千円 1809
0770-24-1040 〒914-0064 福井県敦賀市結城町１２－２７

18-008325 近藤　昌和 法 有 10,000千円 1801
0776-25-3055 〒910-0003 福井県福井市松本３－２－４

18-010875 會澤　勝則 法 無 3,000千円 1802
0776-72-3255 〒919-0502 福井県坂井市坂井町上関１８－１０

18-011664 石田　淳 法 無 5,000千円 1801
0776-97-8670 〒910-0057 福井県福井市里別所町１１－６

アイアース工業（株）

電１
（有）アイグリーン

土１と１園１水１
（株）アイケー工業

と１
（有）アイコー電設

と１タ１塗１防１絶１
（有）ＩＮＥ工業

機１
アイ・エフ・シー

建１
（株）ＩＭＩ電機

管１
（株）ＩＲＩ

塗１
ｉＲｏｎ・ｆｅｆｅ（合）

と１
（株）アイエッチエヌ

板１

電１
（有）愛サービス

建１
會澤土木（株）

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
（株）Ｉ・ＳＴＥＥＬ
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-004902 山本　恵夫 法 無 10,000千円 1806

0778-25-7021 〒915-0841 福井県越前市文京１丁目１３－２３

18-009154 高橋　堅治 個 無 1807
0778-42-3272 〒915-0223 福井県越前市島７－１２

18-010489 笠島　慎一 法 無 5,000千円 1805
0778-29-1223 〒916-0047 福井県鯖江市柳町４－１１－２１

18-011251 岩見　有美 法 無 5,000千円 1801
0776-43-6202 〒918-8239 福井県福井市成和２－９０４－１

18-008878 石田　栄一 法 無 5,000千円 1801
0776-33-0332 〒918-8026 福井県福井市渕３－２０３

18-011607 田中　勝善 個 無 1802
0776-67-4797 〒910-0362 福井県坂井市丸岡町上安田１０－６５－１

18-011174 竹下　孝則 法 有 3,000千円 1801
0776-28-0520 〒910-0035 福井県福井市菅谷町１１－２２－２

18-008655 高野　茂 法 無 3,000千円 1801
0776-30-0133 〒918-8239 福井県福井市成和１－２５１２

18-007891 長谷川　豊 法 有 5,000千円 1801
0776-30-0610 〒918-8239 福井県福井市成和２－１００９－２

18-005317 寺尾　正行 法 有 3,000千円 1805
0778-53-2080 〒916-0006 福井県鯖江市西番町６－４４

18-009793 加藤　正美 法 無 5,000千円 1806
0778-42-3440 〒915-0264 福井県越前市野岡町３０－２８－１６

00-028411 吉田　保裕 法 有 98,000千円 1801
0776-33-6388 〒918-8508 福井県福井市下馬２－１０１

18-009709 東　一則 法 無 3,000千円 1806
0778-67-7991 〒919-0201 福井県南条郡南越前町上平吹４２－２３－１

建１
（株）アイディ

電１管１
（株）ＩＤ空創

建１大１屋１タ１鋼１内１
アイ・ティーシステム

愛全建業（株）

建１左１と１屋１タ１板１塗１防１内１
アイタカハウス工房

土１建１大１
（株）アイデアルホーム

建１大１屋１電１管１タ１鋼１内１消１
（有）アイフ

内１

電１消１
（有）アイビ

土１と１園１
（株）アイビー電工

電１
（株）アイビックス

電１
（有）ＡＩＤＥＯ

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
（有）アイ・テック

と１機１
あいでん（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-000381 坪川　栄一郎 個 無 1801

0776-23-5378 〒910-0017 福井県福井市文京３－３－１０

18-011217 岩佐　勝 個 無 1801
0776-59-1690 〒910-0049 福井県福井市深谷町１１－１２－３

18-004792 下森　俊弘 法 有 16,000千円 1810
0770-56-1536 〒917-0241 福井県小浜市遠敷３－４０１－１

18-011547 山本　晃司 法 有 90,000千円 1801
0776-27-8343 〒910-0015 福井県福井市二の宮４－４４－１

18-003934 青池　豊博 法 有 10,000千円 1809
0770-45-0093 〒919-1305 福井県三方上中郡若狭町北前川４１－２１－３

18-011451 青垣　勝仁 個 無 1801
0776-33-5546 〒918-8023 福井県福井市西谷３－１７０５－１

18-011468 青木　嘉康 法 無 3,000千円 1801
0776-37-0104 〒918-8076 福井県福井市本堂町８９－８－２６

18-000311 青木　准一 法 無 10,000千円 1803
0779-66-3847 〒912-0035 福井県大野市有明町９－３

18-002653 青木　篤子 法 無 20,000千円 1801
0776-34-1188 〒918-8016 福井県福井市江端町４－１３

18-002491 青木　妃登美 法 無 5,000千円 1801
0776-22-2467 〒910-0015 福井県福井市二の宮１－８－１８

18-007246 青木　堅司 個 無 1801
0776-23-4547 〒918-8013 福井県福井市花堂東１－５－３

18-001409 青木　吉弘 法 有 10,000千円 1803
0779-65-7111 〒912-0022 福井県大野市陽明町４－８０４

18-003572 青木　忠夫 法 無 10,000千円 1801
0776-53-3416 〒910-0804 福井県福井市高木中央２－４１０３

愛福園

園１
アイブリック

塗１防１
（株）青木設備工業

管２機１
（株）青木鐵工所

鋼１
青木鉄工所

土１と１園１
青垣電工

電１
（有）青木空調

管１
青木興業（株）

タ１
（株）アウトピアー

と１石１鋼１園１
ＡＯＩエネルギーソリューション（株）

電２管１消１
（有）青池庭園

建１鋼１
アオキ塗装（株）

土１建１と１鋼１塗１防１
（株）青木塗装店

と１塗１防１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008920 青木　美香 法 無 10,000千円 1801

0776-63-2161 〒910-1212 福井県吉田郡永平寺町東古市１２－１６

18-008816 青木　行雄 法 有 10,000千円 1801
0776-38-0306 〒918-8161 福井県福井市鉾ヶ崎町３０－２－１

18-010382 山　裕二 法 無 5,000千円 1801
0776-34-0801 〒918-8108 福井県福井市春日２－７－２

18-010685 青山　啓二 法 無 5,000千円 1801
0776-50-6890 〒910-0122 福井県福井市石盛町７０４－２

18-011108 屋敷　英是 法 有 10,000千円 1810
0770-77-1411 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１１０－１

18-002690 赤池　真由美 法 無 14,000千円 1806
0778-24-2228 〒916-0803 福井県越前市平出１－１０－２８

18-003583 坪田　康夫 法 無 10,000千円 1802
0776-79-0818 〒910-4272 福井県あわら市北潟１４０－１－１

18-009916 赤＊　弘明 法 有 5,000千円 1810
0770-56-1516 〒917-0241 福井県小浜市遠敷５４－１８－３

18-003676 荒木　伸男 法 有 10,000千円 1801
0776-22-3400 〒910-0005 福井県福井市大手３－１１－４

18-005290 赤堀　哲雄 法 有 20,000千円 1806
0778-43-1188 〒915-0264 福井県越前市野岡町５－９

18-006648 赤堀　誠 法 無 20,000千円 1806
0778-43-1360 〒915-0242 福井県越前市粟田部３６－１－６

18-008024 赤松　昇樹 法 無 3,000千円 1801
0776-23-2881 〒910-0017 福井県福井市文京７－１９－１２

18-010889 伊藤　崇 法 有 6,000千円 1801
0776-53-3998 〒910-0804 福井県福井市高木中央２－３４１５

電１
（株）青戸産商

機１
（株）赤池興業

土１建１左１と１屋１鋼１板１塗１防１内１絶１解１
赤尾建設（有）

土１と１管１舗１水１
（株）アオキプラスチック

防１
あおぞらホーム（株）

建１大１屋１内１
青電工（株）

（株）青木土木

と１

土１建１と１石１電１管２機１水１解１
（株）アカホリ管工

建１管２機１井１水１
（有）赤松電気

電１通１
明里機材運輸（株）

土１建１大１と１屋１管１タ１舗１内１園１水１
（有）赤＊電機商会

電１
暁産業（株）

消１
（株）赤堀
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009717 宇野　あけみ 法 無 5,000千円 1801

0776-90-1460 〒910-2344 福井県福井市南宮地町１４－１１

18-010965 秋田　守 法 無 5,000千円 1801
0776-61-1936 〒910-1111 福井県吉田郡永平寺町松岡志比堺４－２－１

18-010663 秋田　晶 法 有 10,000千円 1809
0770-22-0146 〒914-0061 福井県敦賀市蓬莱町６－１５

18-010997 三田村　真二 法 無 5,000千円 1801
0776-27-2774 〒910-0015 福井県福井市二の宮５－１６－３５

18-009947 稲葉　紀年 法 有 10,000千円 1809
0770-21-7700 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町１－３－２

18-011399 秋元　和彦 個 無 1801
0776-41-2531 〒910-2145 福井県福井市中毘沙門町９－６－３

18-003306 木村　徳明 法 有 20,000千円 1801
0776-53-5500 〒910-0806 福井県福井市高木町１３－１２

18-008826 西村　二三男 法 無 3,000千円 1801
0776-63-4488 〒910-1202 福井県吉田郡永平寺町下浄法寺１８－３５－１

18-009531 中村　亨 法 無 3,000千円 1805
0778-53-0012 〒916-0022 福井県鯖江市水落町２－２５－４

18-011705 知場　雅巳 法 有 10,000千円 1809
0770-38-1234 〒919-1205 福井県三方郡美浜町佐田４４－１－１

18-010271 小川　和彦 法 無 10,000千円 1801
0776-63-6747 〒918-8237 福井県福井市和田東２－１７１１　ＨＡＳビル１０３号

18-010640 黒川　一男 法 有 10,000千円 1801
0776-25-2526 〒918-8237 福井県福井市和田東１－２３０４

18-007890 阿古　與志郎 法 無 5,000千円 1803
0779-65-0568 〒912-0014 福井県大野市中保８－３１

ＡＫＩ建設（株）

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）秋田組

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
（株）秋田船具店

建１管１
アクセス情報（株）

鋼１機１
（株）アクトシステム

電１通１
（株）アクトプラン

防１
アキラ（株）

土２と２鋼２舗２し２塗２機１園１水２
（有）アクア住設

土１管１
（有）アクアテック

と１
（株）アキナカ室内装飾

内１
亜紀マネジメント（株）

土１と１鋼１舗１し１水１
秋元シーリング

建１
（有）阿古コーポレーション

塗１防１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-004812 浅井　敏充 法 無 5,000千円 1809

0770-22-1614 〒914-0801 福井県敦賀市松島町２－３－８

18-010392 朝倉　一己 個 無 1802
0776-67-1099 〒910-0304 福井県坂井市丸岡町今福１３－３１－１

18-006846 浅野　秀夫 法 無 3,000千円 1809
0770-23-4070 〒914-0141 福井県敦賀市莇生野１０４－２８－２

18-011633 浅川　美穂子 個 無 1801
0776-22-0575 〒910-0017 福井県福井市文京６－３－１３

18-009612 浅野　直行 法 無 3,000千円 1801
0776-33-3900 〒918-8114 福井県福井市羽水２－６１０－２

18-011274 浅野　照美 法 無 3,000千円 1801
0776-50-2573 〒918-8238 福井県福井市和田２－３０９

18-002570 酒井　康守 法 有 20,000千円 1801
0776-22-5566 〒910-0003 福井県福井市松本３－３－７

18-009678 坂田　進 法 無 3,000千円 1809
0770-47-6027 〒914-0141 福井県敦賀市莇生野７５－５－４

18-010099 北川　幸一 法 無 6,000千円 1802
0776-82-3268 〒913-0025 福井県坂井市三国町川崎１１０－５－１

18-011438 朝日　清一 法 無 5,000千円 1801
0776-36-1085 〒918-8008 福井県福井市有楽町１５－１０

18-002112 渡邉　俊輔 法 無 8,000千円 1801
0776-26-1351 〒910-0016 福井県福井市大宮３－３０－２８

18-005811 堀田　哲三 法 有 30,000千円 1801
0776-24-2312 〒910-0016 福井県福井市大宮６－５－１２

18-010979 竹内　郷二 法 無 1,000千円 1801
0776-35-3315 〒918-8056 福井県福井市若杉浜１－３１１

建１内１
（株）浅野ダクト工業

管１板１
（株）旭エレクトロン商会

電２機１通１
（有）旭開発

建１
（有）浅野工務店

建１
浅野コンストラクション

建１
（有）浅野住建ホーム

（有）浅井塗装店

と１塗１防１
朝倉建築工房

園１
アサヒテクノフォート（株）

土１電２管２鋼２塗１機２絶２水２清２
（株）朝日電気商会

電１

土１と１
朝日技建（有）

と１
（有）朝日室内工業

内１
（有）旭造園土木

7/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-001118 竹内　大介 法 有 24,800千円 1801

0776-22-2622 〒910-0854 福井県福井市御幸４－６－８

18-002937 上野　勝久 法 有 10,000千円 1809
0770-45-0047 〒919-1331 福井県三方上中郡若狭町鳥浜４０－１３－７

18-002296 上山　直敏 個 無 1808
0778-34-1119 〒916-0131 福井県丹生郡越前町乙坂２２－７－１

18-008369 朝倉　定之 法 無 3,000千円 1801
0776-54-6415 〒910-0833 福井県福井市新保３－８０１

18-011699 北﨑　達也 法 無 888千円 1801
0776-63-5153 〒910-3606 福井県福井市田尻栃谷町３８－３６－５０

18-006504 山崎　秀幸 法 有 10,000千円 1802
0776-67-4416 〒910-0304 福井県坂井市丸岡町今福１３－２－１４

18-011257 細道　拓也 法 無 2,000千円 1802
0776-60-0429 〒910-0262 福井県坂井市丸岡町栄１－７０３

18-007369 立田　智樹 法 無 3,000千円 1802
0776-78-4181 〒910-4105 福井県あわら市舟津４３－３６－１

18-009550 池田　光彦 法 有 20,000千円 1810
0770-56-1556 〒917-0025 福井県小浜市木崎２６－２５－１

18-011028 峰松　克行 法 無 9,500千円 1806
0778-42-6937 〒915-0825 福井県越前市南１－１０－３１

18-009486 笹川　由正 法 無 10,000千円 1806
0778-77-0250 〒915-0801 福井県越前市家久町８８－１７－１１

18-010796 松村　誠一 個 有 1801
0776-63-3828 〒910-1201 福井県吉田郡永平寺町鳴鹿山鹿１８－１０－１

18-008796 西尾　加代 法 有 10,000千円 1803
0779-65-8200 〒912-0425 福井県大野市平澤領家１２－４１－２

土１電２通２
旭木材工業（株）

建１大１
朝日木材産業

建１と１解１
（有）朝丸電設

旭電設（株）

管１
アスカ（株）

建１
アスカまつむらでんき

電１管１消１
（株）アステイオン

建１
（有）アシハラ

土１と１舗１
（株）アシュワ

土２と２石２鋼２舗２し２
アズエンジニアリング（株）

電１
（株）ＡＳＳＩＳＴＡＲ

と１電１
（株）アシスト

と１鋼１
（株）アシストホーム

土１と１解１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010025 高山　政男 法 無 3,000千円 1801

0776-37-3239 〒918-8026 福井県福井市渕４－７０４　社中央第一会館

18-008184 榊間　俊午 法 無 30,000千円 1809
0770-37-5011 〒914-0123 福井県敦賀市和久野２－２４－１

18-001662 東　正章 個 無 1802
0776-66-2323 〒910-0234 福井県坂井市丸岡町今市１１－１８

18-006872 東　文夫 法 無 8,800千円 1809
0770-23-1668 〒914-0801 福井県敦賀市松島１６－７－２

18-009367 東　知朗 法 無 3,000千円 1803
0779-64-5746 〒912-0053 福井県大野市春日２－１３－１１

18-005790 青山　俊介 法 無 10,000千円 1801
0776-54-0007 〒918-8204 福井県福井市南四ッ居１－１０－１３

18-004274 天谷　嘉伸 法 無 20,000千円 1801
0776-27-1237 〒910-0855 福井県福井市西方２－２２－１５

18-007967 毛利　文武 法 無 3,000千円 1801
0776-41-3641 〒910-2161 福井県福井市脇三ケ町６－５０－１

18-006965 横山　敏清 法 有 45,000千円 1801
0776-25-4545 〒910-0855 福井県福井市西方２－３－７

18-010028 東野　敬哲 法 無 5,000千円 1809
0770-23-3232 〒914-0121 福井県敦賀市野神２６－４－９

18-008765 斎藤　恵児 法 無 20,000千円 1804
0779-87-6616 〒911-0033 福井県勝山市栄町３－４－８

18-008296 安達　正一 法 有 3,000千円 1801
0776-25-4765 〒918-8239 福井県福井市成和２－１１２４

18-011189 浅田　邦弘 法 無 100千円 1802
0776-75-1450 〒919-0721 福井県あわら市牛ノ谷１１－３７－１

建１内１
（株）足羽建設

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
（有）足羽内装商店

建１
アスワ物産（株）

土１建１と１
（有）東工務店

建１大１
（有）東電気工事店

電１
（株）アスラクホーム

（株）Ａ－Ｚ　ＦＡＣＴＯＲＹ

建１
（株）アスフリーク

土２と２舗２し２塗２防１
東建設工業

内１具１
（株）ＡＳＳＡ

と１

土１と１石１舗１
（株）アソシエ

と１管１鋼１機１
（株）足立建設

土１建１と１管１舗１解１
（有）安達木工
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010358 早川　厚 法 有 10,000千円 1809

0770-21-4447 〒914-0814 福井県敦賀市木崎４５－１１

18-011648 野﨑　龍太郎 法 無 1,000千円 1805
0778-42-5381 〒916-0044 福井県鯖江市五郎丸町１１－３５－１

18-008441 近藤　靖至 法 無 3,000千円 1801
0776-53-1060 〒918-8218 福井県福井市河増町７－１７－４

18-011228 鈴木　倫衣 法 無 3,000千円 1801
0776-54-1312 〒910-0801 福井県福井市寺前町３－３５

18-006259 勝見　和雄 法 有 10,000千円 1806
0778-24-2344 〒915-0042 福井県越前市大屋町４８－７－５

18-011145 斎藤　敏幸 法 有 10,000千円 1801
0776-36-3639 〒918-8004 福井県福井市西木田２－２－１６

18-010668 細井　敬修 個 有 1801
0776-60-1033 〒910-0021 福井県福井市乾徳３－６－３

18-011356 堀　琢也 法 無 1,000千円 1801
0776-43-6144 〒918-8205 福井県福井市北四ツ居１－２－３９ＯＨビル２０１

18-005823 穴田　秀樹 法 無 5,000千円 1801
0776-21-4085 〒910-0063 福井県福井市灯明寺３－１００７

18-000677 谷　弘典 法 無 10,000千円 1803
0779-78-2008 〒912-0205 福井県大野市朝日２１－１－５

18-006989 姉川　世門 法 無 30,000千円 1807
0778-42-0686 〒915-0233 福井県越前市岩本１１－１９

18-001025 姉崎　秀文 法 無 15,000千円 1802
0776-78-6089 〒910-4124 福井県あわら市田中々２３－７－１

18-010500 宇野　秀俊 法 無 30,000千円 1801
0776-21-7630 〒910-0017 福井県福井市文京４－１８－８

と１
（有）アドヴァンス近信

土１大１と１石１
（株）アド・スズ

鋼１
アドバンス商事（株）

（株）アットマーク

電１通１
（株）ＵＰＳＴＡＲＴ

土２と２管２機１水２解２
（株）姉崎組

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
（株）アプト

大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１

建１
（有）穴田建設

建１
（株）穴馬組

土１と１園１
姉川設備機工（株）

建１内１具１
（株）アド・ブレイン

建１
アトリエアートフェイス

建１
（株）ＡｔｅｌｉｅｒＦｏｓｓｅ
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010087 阿部　幸雄 法 有 3,000千円 1801

0776-53-5072 〒910-0842 福井県福井市開発１丁目２００２

18-006848 雨塚　喜代治 法 無 10,000千円 1803
0779-65-4166 〒912-0823 福井県大野市蕨生７０－７

18-000783 竹田　稔 法 有 20,000千円 1803
0779-65-7600 〒912-0021 福井県大野市中野３－８－１

18-007404 天谷　弘幸 法 無 30,000千円 1805
0778-51-3425 〒916-0029 福井県鯖江市北野町２－８－５

18-009227 村上　輝芳 法 有 10,000千円 1801
0776-83-0021 〒910-3104 福井県福井市布施田町２９－４０

18-009593 小松　登 法 無 5,000千円 1806
0778-23-3057 〒915-0875 福井県越前市塚原町２４－６－１０

18-000618 篠原　秀和 法 無 20,000千円 1809
0770-22-0577 〒914-0046 福井県敦賀市長沢１３－１３－１

18-010886 荒井　繁夫 法 無 3,000千円 1805
0778-77-0031 〒916-0022 福井県鯖江市水落町１－４－９－１

18-008349 新井　左武郎 個 無 1801
0776-56-3839 〒910-0125 福井県福井市石盛１－１８２９

18-000320 荒井　證次 法 無 20,000千円 1801
0776-36-3511 〒918-8007 福井県福井市足羽１－１５－２

18-005924 荒井　邦男 個 無 1801
0776-63-2125 〒910-1212 福井県吉田郡永平寺町東古市１５－３３

18-011487 荒井　和之 法 無 1,000千円 1802
0776-58-0940 〒919-0449 福井県坂井市春江町中筋４１－１－１３

18-010629 ＊川　＊好 個 無 1801
0776-41-8584 〒910-2172 福井県福井市荒木新保町１７下五反田６－１

（有）阿部ゴム工業所

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２具２
（株）アライアルミ

ガ１具１
アライ建設工業

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
荒井設備産業（株）

電２
（株）網徳金網

土１と１
（有）ＡＭＵ

大１
（株）あめりか屋

機１
（有）雨塚組

土１と１園１
（株）あまや製材

建２
天谷電気工事（株）

土１と１舗１水１

土１管２舗１水１
荒井鉄工設備

土１建１管１鋼１水１消１
荒井電工（株）

管１
荒川建設
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-002800 荒川　智博 法 有 10,000千円 1801

0776-23-3723 〒910-0853 福井県福井市城東４－１９－２

18-008313 木村　三百合 法 無 10,000千円 1801
0776-36-2325 〒918-8112 福井県福井市下馬３－９０１

18-005344 荒木　和之 法 有 20,000千円 1810
0770-77-0010 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１４６－３７

18-001296 白崎　秀 法 無 13,000千円 1804
0779-88-6870 〒911-0836 福井県勝山市遅羽町下荒井６－１

18-004477 荒本　秀一 法 無 10,000千円 1801
0776-28-2882 〒910-0026 福井県福井市光陽１－１７－１１

18-006150 米須　義光 法 無 5,000千円 1809
0770-38-1354 〒919-1207 福井県三方郡美浜町山上５０－１７

18-005554 有明　文和 個 無 1807
0778-42-0963 〒915-0221 福井県越前市杉尾１０－２１

18-011530 有田　善人 法 無 3,000千円 1801
0776-54-1202 〒910-0801 福井県福井市寺前町６－３６

18-011437 天谷　栄作 法 有 10,000千円 1801
0776-83-1752 〒910-3103 福井県福井市三宅町２０－１００

18-010030 高橋　昌則 法 無 3,000千円 1802
0776-77-3425 〒910-4113 福井県あわら市横垣３９－５－１０

18-005776 北川　聡 法 有 50,000千円 1805
0778-53-0321 〒916-0083 福井県鯖江市石田上町４６－７

18-010951 朝山　藤規 法 無 10,000千円 1806
0778-27-8538 〒815-0013 福井県越前市宮谷町４７－６－６

18-006834 西出　由紀子 法 有 3,000千円 1801
0776-37-1213 〒918-8076 福井県福井市本堂町６３－６７

土２建２大２左２と２石２屋２電２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２機１絶２園２具２水２解２
荒鹿建設（株）

土１建１と１電１管１鋼１舗１塗１防１内１機１園１井１水１消１解１
（株）アラモト

建１左１石１タ１
（有）荒山工業

（株）荒川工業所

土１と１
（株）アラカワ通商

タ１鋼１
（株）荒木

土１建１管１水１解１
（株）アルファー・ジャパン

土１と１

内１
（有）あるくカンパニーリミテッド

建１
アルテック福井（株）

屋１板１ガ１具１
（株）アルネット企画

管１機１
有明組

土１建１と１
有田建築（株）

建１
アルイン（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011632 平岡　正行 法 無 100千円 1809

0770-47-6207 〒914-0138 福井県敦賀市櫛林１－４－５パイン＊１０１

18-008243 水上　孝治 法 無 7,000千円 1803
0779-65-8963 〒912-0022 福井県大野市陽明町４－６０７

18-011700 脇田　大輔 法 無 3,000千円 1801
0776-22-8988 〒910-0026 福井県福井市光陽１－２７－２１－１

18-011435 天谷　賢作 法 有 20,000千円 1801
0776-83-1752 〒910-3103 福井県福井市三宅町２０－１００

18-009552 吉岡　望 法 無 3,000千円 1801
0776-22-8262 〒910-0853 福井県福井市城東１－１－１

18-006921 石橋　智洋 法 有 20,000千円 1801
0776-54-2640 〒910-8538 福井県福井市開発５－３１５

18-006327 粟谷　正成 法 無 5,000千円 1810
0770-67-3100 〒917-0374 福井県大飯郡おおい町中４２－１

18-007645 粟野　明雄 法 有 10,000千円 1810
0770-72-2040 〒919-2382 福井県大飯郡高浜町東三松９－５－３

18-000635 出店　亨 法 無 5,000千円 1802
0776-77-3367 〒910-4112 福井県あわら市井江葭７３－６０－４

18-000834 坂口　明 法 有 10,000千円 1801
0776-54-5313 〒910-0806 福井県福井市高木町５２－３３

18-008341 石本　明廣 法 有 10,000千円 1806
0778-23-1542 〒915-0836 福井県越前市野上町１－５３

18-002007 安藤　啓介 法 無 5,000千円 1805
0778-65-1544 〒916-1111 福井県鯖江市上戸口町７１－１４

18-007974 鈴木　信義 法 無 3,000千円 1802
0776-97-5849 〒910-0361 福井県坂井市丸岡町安田新１２－１６－１

（株）ＡＬＦＡｐｌｕｓ

と１
（有）アルプス工業

建１管１鋼１塗１機１
（有）芦原造園

土１と１石１園１
安実木材（株）

建１大１
安全産業（株）

具１
アロック・サンワ（株）

建１電１内１
粟谷建設（有）

土１左１と１
（株）粟野鉄工所

建１内１
（株）Ａｒｂｏｌ

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）アルマック

内１
（有）アルマックス

と１消１
（株）安藤建設

建１
（有）安藤建設

土１と１石１鋼１舗１し１水１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011704 嶋田　淨充 法 無 5,000千円 1809

0770-22-3300 〒914-0811 福井県敦賀市中央町１－５－５

18-011440 村山　峰男 法 無 5,000千円 1801
0776-54-7113 〒910-0844 福井県福井市長本町５０４

18-009536 小中　治通 法 有 10,000千円 1810
0770-52-7270 〒917-0042 福井県小浜市東勢３３－２

18-011636 宇野　純子 法 有 50,000千円 1806
0778-21-3800 〒915-0083 福井県越前市押田２－９－８

18-011342 江頭　操 法 無 1,000千円 1801
0776-43-9105 〒918-8181 福井県福井市浅水町１０４－１１

18-010212 新郷　眞人 法 無 2,500千円 1802
0776-74-7550 〒919-0741 福井県あわら市中川３２－１９

18-010441 川上　文義 法 無 40,000千円 1802
0776-81-6386 〒913-0037 福井県坂井市三国町黒目２０－１－３

18-011615 本道　信之 個 無 1801
0776-41-1502 〒910-2174 福井県福井市上東郷町１７－２６

18-011045 川崎　直大 法 有 5,000千円 1802
0776-43-9875 〒910-0375 福井県坂井市丸岡町南横地７－１８

18-010314 田中　実 法 無 10,000千円 1806
0778-29-3387 〒915-0835 福井県越前市岡本町５－２

18-011219 江端　謙一 法 無 1,000千円 1801
0776-97-5868 〒910-0134 福井県福井市上野本町１０－２８

18-010636 石原　正和 法 無 600千円 1809
0770-24-3445 〒914-0131 福井県敦賀市公文名３０－１－１３

18-009201 八木　秀夫 法 無 3,000千円 1801
0776-30-0650 〒910-0004 福井県福井市宝永３－３－１２

建１大１電１管１内１
（株）ＥＭＫ

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
ＥＭ産業（株）

管１機１
（株）Ｅ・Ｋ・Ｍ

建１
（株）アンドエム

建１大１と１
イーアス（株）

電１管１
（株）Ｅうの

（株）アンドｓ

建１大１

建１内１
Ｅ－ＴＥＲＩＯＲ（株）

内１
（株）イーフィールド

電１
（有）家工房

建１電１鋼１機１
Ｅサービスほんどう

電１管１
Ｅ－ＣＰ（株）

電１
（株）ｅ－Ｓｔｙｌｅ
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008353 櫻井　正明 個 無 1809

0770-22-7120 〒914-0058 福井県敦賀市三島１－７－１７

18-001728 井尾　孝司 法 無 20,000千円 1803
0779-66-3196 〒912-0401 福井県大野市吉６－１０－１

18-007346 宮西　元信 法 有 3,000千円 1803
0779-64-1306 〒912-0422 福井県大野市佐開１４－１－１

18-008233 伊織　一彦 法 無 5,000千円 1803
0779-66-0587 〒912-0813 福井県大野市上野６３－６

18-008859 五十嵐　保孝 法 有 10,000千円 1806
0778-24-2040 〒915-0084 福井県越前市村国２－６－２

18-010583 五十嵐　清美 個 無 1802
0776-66-8326 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄４－３－１

18-010576 五十嵐　隆裕 個 無 1805
0778-62-1618 〒916-0072 福井県鯖江市冬島町６－１０－１

18-007293 五十嵐　渉 法 無 3,000千円 1801
0776-54-4175 〒918-8203 福井県福井市上北野２－２０－２０

18-011297 五十嵐　正樹 法 無 5,000千円 1805
0778-67-1206 〒916-0004 福井県鯖江市糺町３９－３７－８

18-007269 生田　健司 法 無 10,000千円 1803
0779-66-0906 〒912-0437 福井県大野市中据１５－３２

18-011649 井口　浩史 個 無 1803
0779-65-5462 〒912-0431 福井県大野市下据２３－４７

18-004198 幾山　秀一 法 無 20,000千円 1803
0779-65-7522 〒912-0014 福井県大野市中保２３－１６－１

18-007745 池上　逸雄 個 無 1809
0770-24-0074 〒914-0833 福井県敦賀市縄間３０－２４

舎工房サクラ

建１
井尾建設（株）

土２建２と２石２管１タ１鋼２舗２し２塗２水２解２
（有）井尾木材

と１園１
（有）生田設備

土１と１管１舗１塗１水１
井口建築

建１大１屋１タ１内１
幾山建設（株）

土１
五十嵐工務店

建１
（有）五十嵐住建

建１内１
（株）五十嵐造林

建１
伊織建築（有）

建１
（株）イガラシ

管１
五十嵐組

土２と２鋼２舗２水２
池上建築

建１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009733 池上　佳成 法 無 3,000千円 1801

0776-22-3023 〒910-0011 福井県福井市経田２－１５０７

18-006199 池ノ上　喜代志 法 有 5,000千円 1810
0770-72-1333 〒919-2225 福井県大飯郡高浜町宮崎４４－３９

18-011411 池川　洋一 個 有 1806
0778-45-0731 〒919-0102 福井県南条郡南越前町八乙女１６－５

18-002134 藤田　幸男 法 無 10,000千円 1802
0776-82-3344 〒913-0024 福井県坂井市三国町池見２５－６３－１

18-007636 池田　悟 法 無 10,000千円 1809
0770-25-6654 〒914-0035 福井県敦賀市山泉７３－１５０５

18-007971 池田　重正 法 無 10,000千円 1801
0776-21-2046 〒610-0063 福井県福井市灯明寺４－３０３

18-010872 池田　剛太 個 無 1801
0776-54-3079 〒918-8206 福井県福井市北四ツ居町１６－８－６

18-000983 池端　武司 法 無 10,000千円 1809
0770-22-1031 〒914-0051 福井県敦賀市本町２－１－２６

18-008907 池端　邦幸 個 無 1803
0779-66-3969 〒912-0011 福井県大野市南新在家１２－１２－２

18-007314 山森　龍治 法 有 3,000千円 1801
0776-89-2974 〒910-3553 福井県福井市蒲生町１－２５－４

18-007347 伊坂　清美 法 有 5,000千円 1801
0776-36-5431 〒918-8027 福井県福井市福町３１－１－９

18-010350 中川　博和 法 有 10,000千円 1809
0770-21-5136 〒914-0821 福井県敦賀市櫛川８２－１－１

18-008628 澤田　勇 個 無 1810
0770-52-7388 〒917-0024 福井県小浜市和久里２－４５－１

建１大１屋１内１
池田設備工業（株）

管１機１
池田塗装店

塗１
（株）イケバタ

土１管１機１水１
池川工務店

建１大１
（有）池三建設

土１と１舗１水１
（株）イケダ

（有）池上工務店

建１大１
（有）池上商店

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
（株）イサム

と１機１解１
ＩＳＡＭＵ電気工事

電１

左１
池端塗装

塗１防１
（有）イサオ電設

電１消１
（有）伊坂建材
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-005396 石川　光太 法 有 5,000千円 1809

0770-22-7081 〒914-0028 福井県敦賀市中４８号２－６

18-001120 石川　晴夫 法 有 20,000千円 1802
0776-73-2248 〒919-0621 福井県あわら市市姫５－１９－１２

18-008611 石川　知和 法 無 5,000千円 1801
0776-53-3452 〒910-0843 福井県福井市西開発１－２６０４

18-010145 奥空　優 法 有 10,000千円 1801
0776-63-5362 〒918-8216 福井県福井市殿下町４３－４４－１

00-002252 齊藤　泰輔 法 有 500,000千円 1801
0776-54-1496 〒910-8540 福井県福井市西開発３ー３０１ー１

18-008961 牧野　晃 法 有 10,000千円 1805
0778-53-0035 〒916-0033 福井県鯖江市中野町１７４－１－１

18-007396 水牧　昌夫 法 有 50,000千円 1801
0776-52-3051 〒910-0843 福井県福井市西開発３－３０１－１

18-009821 石澤　亮司 個 無 1803
0779-64-5117 〒912-0031 福井県大野市月美町１０１－１

18-011439 石津　連太郎 個 無 1802
0776-66-7113 〒910-0246 福井県坂井市丸岡町西瓜屋１３－７

18-007250 石田　光義 法 無 3,000千円 1804
0779-89-2547 〒911-0848 福井県勝山市鹿谷町保田８５－４３

18-002559 石田　耕一 法 無 48,000千円 1801
0776-22-2277 〒910-0003 福井県福井市松本３－２－６

18-008721 石田　鉄世 法 無 5,000千円 1804
0779-89-2267 〒911-0841 福井県勝山市鹿谷町発坂１５－３４

18-001372 石田　重隆 法 無 10,000千円 1803
0779-66-2285 〒912-0088 福井県大野市水落５－２２

管１鋼１機１
（株）石川工務店

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
（有）石川設備

管１消１
（株）石川塗装工業所

（有）石川工業

土１と１石１鋼１舗１し１水１
石田建設工業（株）

土１建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
（有）イシダ工業

土１建１管１水１
（有）石田産業

土２建２と２屋２舗２板２塗２防２内２解２
ＩＳＨＩＺＡＷＡ

ガ１防１
石津工業

管１
（有）イシダ建設

塗１
石黒建設（株）

土２建２と２石２屋２管２鋼２舗２し２塗２防２内２水２解２
石黒砕石（株）

土１と１舗１水１
石黒住建（株）

土１建１管１機１水１消１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009626 石田　光弘 個 無 1805

0778-52-0525 〒916-0056 福井県鯖江市住吉町３－７－１０

18-011415 石田　貴久 個 無 1801
0776-54-0383 〒918-8204 福井県福井市南四ッ井１－４－１３

18-006874 石田　宏 法 無 3,000千円 1809
0770-45-0753 〒919-1314 福井県三方上中郡若狭町能登野３７－１８－１

18-006773 石谷　洋一 法 有 10,000千円 1803
0779-65-3625 〒912-0071 福井県大野市鍬掛２０－１－１

18-002078 石谷　清治 法 有 20,000千円 1802
0776-82-3018 〒913-0048 福井県坂井市三国町緑ヶ丘２－１－５１

18-010396 石田　達夫 法 無 3,000千円 1808
0778-34-0468 〒916-0147 福井県丹生郡越前町内郡１３－２２－４

18-011457 石塚　政勇 法 無 5,000千円 1803
0779-65-3736 〒912-0014 福井県大野市中保１５－１０４－２

18-005313 野口　和孝 法 無 20,000千円 1801
0776-38-5858 〒918-8181 福井県福井市浅水町１３７－１４

18-003520 石橋　道友 法 無 15,000千円 1801
0776-23-0775 〒910-0062 福井県福井市灯明寺町３５－７

18-005901 石橋　和士 法 無 10,000千円 1810
0770-72-2814 〒919-2381 福井県大飯郡高浜町西三松１１ー３４

18-006169 石橋　隆夫 法 無 10,000千円 1801
0776-34-0138 〒918-8067 福井県福井市飯塚町６－３０－１

18-011197 石橋　敏行 個 無 1802
0776-66-5798 〒910-0242 福井県坂井市丸岡町西里丸岡８－１０

18-006189 石丸　雅宏 法 有 10,000千円 1809
0770-37-2300 〒919-1207 福井県三方郡美浜町山上６０－２８

屋１板１
（株）石塚ホーム

建１大１屋１タ１内１
（株）石徳

土２と２石２鋼２舗２園１水２
石橋建材（株）

建１と１鋼１
（株）石谷工務店

建１
（有）石谷電機

電１
（有）石田板金工業

イシダ住建

建１
石田タイル

タ１
（有）石田鉄建

土１と１石１管１舗１し１水１
（株）イシマル

土１と１電１管１機１園１解１

塗１防１内１
石橋工業（株）

土１建１と１管１舗１機１水１解１
石橋工務店（株）

建１
石橋設備機工
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009647 石丸　正治 個 無 1809

0770-37-2140 〒919-1207 福井県三方郡美浜町山上２７－２－１

18-000422 石丸　和宏 法 無 20,000千円 1802
0776-82-5533 〒913-0044 福井県坂井市三国町山王４－５－３１

18-010584 石村　真司 法 無 30,000千円 1801
0776-90-3036 〒910-2331 福井県福井市計石町２６－２５

18-008991 石本　良子 法 無 3,000千円 1801
0776-27-6345 〒910-0005 福井県福井市大手２－２０－１２

18-006303 石本　浩 法 有 10,000千円 1805
0778-54-7007 〒916-0043 福井県鯖江市定次町２３－３

18-003362 石本　一孝 法 無 10,000千円 1801
0776-24-5100 〒910-0034 福井県福井市菅谷２－１２－１７

18-002918 石本　郁夫 法 無 30,000千円 1806
0778-27-1516 〒915-0021 福井県越前市北小山町４３－１７

18-002535 石本　和彦 法 無 10,000千円 1806
0778-42-1619 〒915-0263 福井県越前市山室１３字上戸板７－６

18-009021 石森　満佳 法 無 10,000千円 1803
0779-66-0774 〒912-0015 福井県大野市中挟１丁目５１８

18-005970 高畑　しず子 法 無 20,000千円 1803
0779-66-1108 〒912-0061 福井県大野市篠座６５－９８－２

18-008820 佐藤　賢造 法 無 3,000千円 1803
0779-78-2515 〒912-0216 福井県大野市上大納９－２７

18-009642 井関　均 法 無 3,000千円 1801
0776-63-3700 〒910-1202 福井県吉田郡永平寺町下浄法寺２３－２１－１

18-009710 伊勢　一幸 個 無 1810
0770-52-6185 〒917-0095 福井県小浜市城内２－１－１４

建１
石村建設（株）

土１と１水１
石本建設工業（有）

土１建１
（株）石本石材

石丸建築

建１大１
（株）石丸ハウスセンター

塗１
（有）井関電工

電１
伊勢建築

建１

電１通１
石森電通システム（株）

電１通１
（株）泉建設

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
（有）和泉塗装店

土１と１石１園１
石本断熱工業（株）

絶１
（株）石本鉄工業

建２
石本電設（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011558 伊勢　陽介 個 無 1801

0776-65-3636 〒918-8055 福井県福井市若杉１－１５０１

18-004127 北出　晋吾 法 無 10,000千円 1802
0776-74-1564 〒919-0741 福井県あわら市中川３２－１９

18-008445 小澤　政裕 法 無 20,000千円 1806
0778-22-3980 〒915-0816 福井県越前市小松１－８－３５

18-009250 板倉　和男 個 無 1802
0776-81-2886 〒913-0046 福井県坂井市三国町北本町１－６－３２

18-002587 井田　浩志 法 有 10,000千円 1810
0770-56-1515 〒917-0024 福井県小浜市和久里１７ー１２

18-009761 板取　重治 法 無 3,000千円 1801
0776-63-5899 〒910-0826 福井県福井市上中町３６－１６－１

18-011560 板橋　純也 法 無 1,000千円 1808
0778-34-8213 〒916-0123 福井県丹生郡越前町天宝６－５－３

18-001865 市岡　裕 法 無 25,000千円 1801
0776-64-2288 〒910-1321 福井県吉田郡永平寺町山王５－４０

18-006894 岡野　義博 法 無 5,000千円 1806
0778-22-7568 〒915-0805 福井県越前市芝原３－３－７

18-002349 宮下　直之 法 有 10,000千円 1801
0776-96-4307 〒910-2222 福井県福井市市波町２－１

18-007716 市橋　秀光 法 無 3,000千円 1807
0778-42-0748 〒915-0251 福井県越前市東庄境１９－２３

18-010561 市橋　清治 個 無 1805
0778-51-3224 〒916-0057 福井県鯖江市有定町１－２－６

18-011120 市橋　正人 法 無 3,000千円 1805
090-3767-8242 〒916-0064 福井県鯖江市下司町２０－１１

伊勢工業

機１
（株）市岡組

土２建１大１と１石１鋼２舗２水１解１
（有）市川鉄工

管１鋼１
市波木材（株）

絶１
井田設備工業（株）

管１
（有）板取工業

と１解１
（株）板橋

建１左１と１塗１防１
磯貝電気工事（株）

電１
（株）板倉設備

土１と１管１機１水１消１
板倉保温

管１

建１
（有）市橋工務店

土１と１舗１水１
市橋建具店

具１
市橋板金（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008031 出店　一彦 法 無 3,000千円 1801

0776-43-6876 〒918-8007 福井県福井市足羽４－６－１０

18-007776 小椋　雅則 法 有 10,000千円 1803
0779-65-6330 〒912-0045 福井県大野市若杉町３０３－２

18-011670 西村　一哉 個 無 1801
0776-34-5480 〒918-8007 福井県福井市足羽１－１０－１　ビルド１０１　２０１号室

18-008550 杉本　由幸 個 無 1801
0776-35-2727 〒918-8032 福井県福井市南江守町５１－１０

18-009759 岡本　弘樹 法 無 1,000千円 1809
0770-22-5347 〒914-0145 福井県敦賀市野坂３０－１２－２

18-011383 池田　朋樹 法 無 1,000千円 1809
0770-47-6348 〒914-0062 福井県敦賀市相生町６－７

18-010738 汐谷　文博 法 無 3,000千円 1809
0770-47-5473 〒914-0022 福井県敦賀市高野５４－４－４

18-011711 小村　陽平 個 無 1801
090-3298-3861 〒918-8135 福井県福井市下六条町２５－３０

18-009609 伊勢谷　嘉広 法 無 3,000千円 1801
0776-52-0822 〒910-0843 福井県福井市西開発１－３０５－４

18-010760 岩原　隆志 法 有 7,000千円 1805
0778-42-7713 〒916-0063 福井県鯖江市鳥井町１２－３－４

18-010464 田中　貴幸 法 有 10,000千円 1802
0776-97-6157 〒913-0037 福井県坂井市三国町黒目１８－６４－１

18-009734 坪川　聡 法 無 400千円 1801
0776-63-5667 〒910-0027 福井県福井市豊岡１－３－３

18-000374 橋詰　政法 法 有 20,000千円 1810
0770-56-1170 〒917-0241 福井県小浜市遠敷３－１０５

建１内１
一由建設

土１建１と１鋼１
樹エンタープライズ（株）

機１
（株）樹工務店

（有）イチバン工業

屋１板１
市松建設（株）

土１と１石１鋼１舗１し１水１
１０１　Ｉｎｔｅｒｉｏｒ

と１
（株）伊藤

土１と１鋼１舗１水１

建１
（株）一鐡

筋１
（株）ＩＴＵＢＡサーブ

土１管１機１
（株）五和興業

建１大１屋１内１
（株）一心

と１
一心工業

土１と１舗１
（有）イッセイホーム
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011486 伊藤　角成 法 無 2,000千円 1802

0776-78-4800 〒910-4134 福井県あわら市上番５３－２２

18-000806 伊藤　智繁 法 有 10,000千円 1801
0776-83-0077 〒910-3142 福井県福井市波寄町５－６

18-001834 伊藤　義徳 法 無 35,000千円 1801
0776-24-2430 〒910-0858 福井県福井市手寄１ー７－２０

18-002077 伊藤　浩一 法 有 30,000千円 1802
0776-66-2269 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄１－３０

18-010851 伊藤　和正 法 無 5,000千円 1810
0770-72-0913 〒919-2225 福井県大飯郡高浜町宮崎４６－４５

18-006133 伊藤　誠治 法 無 7,000千円 1805
0778-52-2014 〒916-0038 福井県鯖江市下河端町８６－１６－１

18-002982 伊藤　剛 法 無 10,000千円 1806
0778-27-1571 〒915-0015 福井県越前市大手町３－２１－１・２

18-001532 伊藤　修二 法 無 10,000千円 1801
0776-63-2123 〒910-1212 福井県吉田郡永平寺町東古市１０－９

18-000458 伊藤　仁一郎 法 有 20,000千円 1801
0776-56-1121 〒910-0122 福井県福井市石盛町７０１

18-006668 伊藤　和也 法 無 3,000千円 1809
0770-23-7153 〒914-0821 福井県敦賀市櫛川１－３

18-007114 伊藤　秀孝 法 有 3,000千円 1803
0779-65-2244 〒912-0022 福井県大野市陽明町１－１３０５

18-007710 伊藤　吉孝 法 無 3,000千円 1804
0779-89-3193 〒911-0055 福井県勝山市北郷町伊知地６０－４－６

18-010804 伊藤　孝信 個 無 1802
0776-72-0255 〒919-0501 福井県坂井市坂井町下関４８－２１

（株）伊藤空調

管１
伊藤建設（株）

建１管１鋼１
（株）伊藤電機

電２管１機１通１消１
（有）伊藤電気

電１管１
（有）伊藤電気商会

建１
（有）伊藤製作所

管１鋼１
伊藤鉄筋（株）

筋１
伊藤鉄工（株）

土１建１と１管１鋼１舗１し１水１
伊藤工業（株）

土２建１大１と２屋１タ１鋼２舗２し２内１園２
（株）伊藤工務店

土２建２管１舗１水２解１
（株）イトウ工務店

電１
（株）伊藤電工

電１
イトウ電工

電１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010653 伊藤　修二 法 有 5,000千円 1803

0779-66-4507 〒912-0053 福井県大野市春日１－９－２２

18-009483 伊藤　宗征 法 無 3,000千円 1801
0776-63-3025 〒910-1228 福井県吉田郡永平寺町志比４１－９－１

18-009760 伊藤　辰司 法 無 3,000千円 1801
0776-24-1104 〒910-0034 福井県福井市菅谷２－７－３

18-005972 稲垣　孝治 法 無 10,000千円 1801
0776-56-8610 〒910-0138 福井県福井市東森田１－２１１８

18-000034 森景　誠 法 無 40,000千円 1803
0776-66-5605 〒911-0016 福井県大野市友江１２－１６－１

18-000633 稲澤　豊 法 無 25,000千円 1802
0776-66-5319 〒919-0523 福井県坂井市坂井町新庄２－３０２

18-010678 稲田　昭太郎 法 有 3,000千円 1809
0770-45-1822 〒919-1331 福井県三方上中郡若狭町鳥浜１２８－７－３

18-008651 稲葉　克倫 法 有 3,000千円 1809
0770-37-5100 〒914-0045 福井県敦賀市古田刈６８ー１５２０

18-011253 福田　浩一 個 有 1804
0779-89-2484 〒911-0045 福井県勝山市荒土町伊波２３－１５

18-011347 井波　雅博 法 有 3,000千円 1805
0778-65-1114 〒916-1116 福井県鯖江市川島町３６－１１０

18-008367 稲村　千代江 法 無 3,000千円 1802
0776-67-5557 〒910-0369 福井県坂井市丸岡町新九頭竜１－１００

18-011588 稲森　久人 個 無 1802
0776-76-6735 〒919-0512 福井県坂井市坂井町宮領３９－１２６

18-003261 乾川　賢司 法 無 15,000千円 1803
0779-66-2422 〒912-0031 福井県大野市月美町１１－１５

土１と１石１管１鋼１舗１し１園１水１解１
（有）稲木組

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
（株）稲澤組

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２
（有）稲田工業

内１
（有）伊藤木材

建１
（有）いとしん

建１
稲垣建設（有）

（有）伊藤文具店

土１と１石１管１舗１し１機１井１水１消１

建１大１屋１タ１内１解１
（有）イナムラ電工

電１
稲森建設

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
（有）乾川設備工業

機１
（有）イナバエンタープライズ

土１と１鋼１舗１し１水１
伊波製材所

建１
（株）井波木材
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009731 乾　博一 法 無 5,000千円 1804

0779-89-2528 〒911-0046 福井県勝山市荒土町堀名中清水１８－１０

18-009210 犬養　久博 法 無 10,000千円 1810
0770-77-0312 〒919-2101 福井県大飯郡おおい町大島１５５－３－１

18-011599 井上　龍一 法 無 5,000千円 1801
0776-89-1485 〒910-0067 福井県福井市新田塚２－９６－１２

18-010697 井上　卓也 個 無 1806
0778-42-2516 〒915-0263 福井県越前市山室町４０－１０－２

00-013396 井上　繁 法 有 100,000千円 1801
0776-27-8380 〒910-0859 福井県福井市日之出２－１－６

18-011221 井上　忠彦 個 無 1809
0770-32-1627 〒919-1142 福井県三方郡美浜町興道寺３２－１４

18-008404 井上　洋司 個 有 1806
0778-22-0943 〒915-0823 福井県越前市本町６－２

18-006757 井上　政広 法 有 3,000千円 1806
0778-47-2098 〒919-0101 福井県南条郡南越前町湯尾７－１０－１

18-007953 井ノ口　清英 法 無 20,000千円 1809
0770-62-0310 〒919-1542 福井県三方上中郡若狭町井ノ口２８－７

18-010712 伊野　浩司 法 無 3,000千円 1801
0776-26-7803 〒910-0027 福井県福井市豊岡２－８－２７

18-004576 大杉　満 法 無 5,000千円 1801
0776-21-2360 〒918-8231 福井県福井市問屋町一丁目１６０番地

18-010528 伊原　浩和 法 有 20,000千円 1809
0770-22-2009 〒914-0141 福井県敦賀市莇生野８８－２

18-008234 伊部　嘉彦 法 無 10,000千円 1808
0778-36-0466 〒916-0202 福井県丹生郡越前町細野４９－１５

乾工業（株）

土１左１と１石１鋼１し１水１
（株）犬養工業

と１管１機１
（株）Ｉｎｏｕｅ

電２管１通１消１
（株）伊野建築

建１大１屋１タ１鋼１内１
（有）猪島建設

土１と１解１
伊原建設（株）

電１
井上無線商会

電１
（有）井上木材

建１
（株）井ノ口電気

防１
井上工務店

建１
井上商事（株）

建１大１左１と１石１屋１電１管１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
井上でんき

土１と１舗１解１
（株）伊部建設

土１と１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011054 今井　草太 法 有 1,000千円 1810

0770-72-4523 〒919-2373 福井県大飯郡高浜町小和田４３－５２

18-008635 今井　嘉明 法 無 3,000千円 1809
0770-45-0837 〒919-1335 福井県三方上中郡若狭町佐古１０－３

18-011086 今澤　幸治 個 無 1801
0776-64-2172 〒910-1321 福井県吉田郡永平寺町大月１８－１２

18-007781 今中　正明 法 有 10,000千円 1801
0776-41-3340 〒919-0324 福井県福井市帆谷町１６－１５－２

18-005251 今西　薫 個 有 1806
0778-22-6379 〒915-0804 福井県越前市新保町２－７－１

18-011289 今村　均 個 無 1803
0779-66-3494 〒912-0053 福井県大野市春日３－６－２

18-008311 今安　正幸 個 無 1809
0770-32-0259 〒919-1133 福井県三方郡美浜町麻生４０－１４－３

18-010630 伊與　久治 個 無 1801
0776-43-2167 〒910-2155 福井県福井市浄教寺町１－１３

18-011302 入江　孝治 法 無 1,000千円 1809
0770-22-3042 〒914-0035 福井県敦賀市山泉７３－２０５

18-010930 伊藤　尚哉 法 無 3,000千円 1803
0779-69-5505 〒912-0022 福井県大野市陽明町１－１２０７

18-001880 岩井　達也 法 有 10,000千円 1809
0770-22-0605 〒914-0054 福井県敦賀市白銀町１３－２９

18-011590 岩井　賢一 法 有 8,000千円 1803
0779-65-0320 〒912-0021 福井県大野市中野３６－７－３

18-011294 岩井　孝雄 法 無 3,000千円 1809
0770-25-0091 〒914-0063 福井県敦賀市神楽町２－６－９

建１
今村電工

電１
今安建築

建１
伊与工業

塗１防１
今澤工務店

建１
今中土木（株）

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
今西総合建設

（株）今井建築

建１
（有）今井塗装

建１ガ１具１
（有）岩井電気

電１
（有）岩井テント

鋼１内１

と１
（株）入江

と１
（株）いろは

塗１
（株）イワイ
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009379 岩尾　秀規 法 無 20,000千円 1805

0778-51-1633 〒916-0005 福井県鯖江市杉本町３２－１２７

18-007198 岩＊　了子 法 無 8,000千円 1806
0778-24-1303 〒915-0833 福井県越前市沢１１４

18-010249 岩本　秀正 法 無 20,000千円 1801
0776-83-0236 〒910-3254 福井県福井市八幡町２９－７

18-011378 岩越　宣二 法 無 5,000千円 1802
0776-43-1883 〒910-0341 福井県坂井市丸岡町四ツ柳６－７－２１

18-005258 岩崎　正 法 無 5,000千円 1801
0776-53-3306 〒918-8201 福井県福井市南四ッ居町１－２５－１

18-001217 岩崎　信 法 無 10,000千円 1806
0778-45-0852 〒919-0125 福井県南条郡南越前町宇津尾４０－１２

18-007411 岩崎　克郎 法 無 10,000千円 1809
0770-22-3860 〒911-0072 福井県敦賀市金ケ崎町１７－４

18-008559 岩佐　伸人 個 無 1802
0776-67-4371 〒910-0368 福井県坂井市丸岡町磯部新保９－４－１２

18-005632 岩佐　道夫 法 無 10,000千円 1801
0776-59-1119 〒910-0049 福井県福井市深谷町３８－６

18-000140 岩佐　昭夫 法 有 20,000千円 1801
0776-41-1180 〒910-2163 福井県福井市栃泉町１１－１０

18-009136 岩田　克彦 法 有 40,000千円 1810
0770-52-1778 〒917-0088 福井県小浜市小浜多賀９８－３

18-009211 本田　史朗 法 無 30,000千円 1801
0776-54-5865 〒910-0804 福井県福井市高木中央２丁目１８０３番地

18-006541 岩滝　稔 個 無 1810
0770-72-1923 〒919-2212 福井県大飯郡高浜町鐘寄２６－２－３

土１と１
（有）イワケン

土１建１と１石１鋼１解１
イワゲン（株）

土１と１鋼１舗１水１解１
イワコシ冷熱サービス（株）

（株）岩尾組

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
（株）イワタ

土２と２鋼２し２
（株）イワタ

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
岩滝工務店

建１大１内１
岩佐（伸）塗装工業

塗１
岩佐タイル工業（株）

タ１
（株）岩佐土建

管１
（有）イワサキ

大１内１
岩崎建設（株）

土１
（有）岩崎工務店

建１

26/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010779 岩田　照雄 法 無 1,000千円 1802

0776-67-5978 〒910-0321 福井県坂井市丸岡町山崎三ケ３１－１

00-025372 堤　昌敏 法 有 102,500千円 1809
0770-23-3655 〒914-0026 福井県敦賀市津内１１５－２－１１

18-002461 岩永　貴生 法 無 10,000千円 1801
0776-36-3168 〒918-8066 福井県福井市渡町６４１

18-007149 岩堀　利康 法 有 20,000千円 1801
0776-41-0900 〒919-0321 福井県福井市下河北町３８－３－１

18-005187 岩見　祐樹 法 無 20,000千円 1801
0776-26-6464 〒918-8239 福井県福井市成和２－９０４－１

18-011111 岩本　成人 法 無 3,000千円 1801
0776-35-7678 〒918-8013 福井県福井市花堂東２－１２０８

18-010810 岩本　浩輔 法 有 3,000千円 1810
0770-56-1768 〒917-0024 福井県小浜市和久里２０－９－１

18-011637 岩本　拓也 個 無 1809
0770-46-1288 〒919-1462 福井県三方上中郡若狭町田井１１９－２７－２

18-002091 岩本　英浩 法 無 20,000千円 1809
0770-23-6801 〒914-0131 福井県敦賀市公文名８２－２－７

18-007889 岩本　修一 法 有 17,000千円 1802
0776-82-0332 〒913-0045 福井県坂井市三国町南本町３－４－２０

18-006805 石井　俊之 法 有 3,000千円 1809
0770-23-1355 〒914-0058 福井県敦賀市三島町２－１１－７

18-010086 大塚　衛 法 無 3,000千円 1801
0776-63-4196 〒910-1224 福井県吉田郡永平寺町寺本１２－３１

18-007932 黒川　圭一 法 無 3,000千円 1801
0776-54-4308 〒910-0842 福井県福井市開発２－４１４

屋１板１塗１防１
（株）岩本工務店

建１
岩本電工

電１
（株）岩本土建

建１
（株）いわほり

建１内１
岩見電工（株）

電２管１通１消１
（株）岩本

（株）岩田工業

解１
イワタニセントラル北陸（株）

土１建１大１と１石１屋１電１管１タ１鋼１舗１し１水１消１
（株）岩永工務店

内１
（有）インテリア開発

建１大１内１具１

土１と１
岩本木材（株）

建１
（有）インテリア石井

内１
（有）インテリアおおつか
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-005034 高島　猪男 法 有 5,000千円 1809

0770-25-3023 〒914-0056 福井県敦賀市津内町２－１０－７

18-006253 渡辺　幸雄 法 無 10,000千円 1801
0776-52-1123 〒918-8203 福井県福井市上北野１丁目２５－７

18-009003 鈴木　和男 法 有 10,000千円 1801
0776-35-5555 〒918-8063 福井県福井市大瀬町２３－１０７

18-008280 上木　喜則 法 無 10,000千円 1801
0776-38-3066 〒918-8154 福井県福井市冬野町２６－５８

18-001215 上木　雅晴 法 有 95,000千円 1806
0778-24-3300 〒915-0071 福井県越前市府中３－９－１

18-001605 上木　保 法 有 36,000千円 1806
0778-22-6666 〒915-0094 福井県越前市横市町２７－８

18-000542 上木　雅雄 法 無 20,000千円 1806
0778-24-2000 〒915-0071 福井県越前市府中３－８－４

18-011152 上倉　幸司 法 有 10,000千円 1809
0770-23-1453 〒914-0136 福井県敦賀市砂流４３－８－２

18-001529 上坂　徹也 法 無 10,000千円 1801
0776-41-2306 〒910-2153 福井県福井市城戸ノ内町１３－１１

18-009412 上嶋　憲夫 法 無 1,000千円 1806
0778-24-3746 〒915-0004 福井県越前市北町５５－５９

18-005252 上嶋　孝博 個 無 1806
0778-43-1590 〒915-0232 福井県越前市新在家９－１４－１

18-008622 上杉　美樹 法 無 3,000千円 1809
0770-22-4744 〒914-0147 福井県敦賀市関３１－２１－５

18-011609 山下　健次郎 法 有 3,000千円 1801
0776-50-7316 〒910-1132 福井県吉田郡永平寺町松岡葵３－５１

内１
ＶＥＥｍａ（株）

管１防１機１井１
（株）上木軌道

土１と１
（株）ウエキグミ

（有）インテリア総合建築

土１建１大１と１管１塗１解１
（株）インテリア渡辺

と１鋼１
（有）上杉鉄工所

鋼１
ＷＥＳＴ（株）

土１と１石１鋼１舗１し１水１

管１
上坂建設（株）

土１建１と１
（株）上嶋組

大１と１
上嶋工業

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
上木建設（株）

土２建２と２石２タ２舗２し２水２解２
上木興業（株）

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
（株）うえくら管工
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008269 上田　和美 法 無 5,000千円 1809

0770-23-5506 〒914-0811 福井県敦賀市中央町２－１６－１２

18-009063 上田　博士 法 有 5,000千円 1810
0770-53-5130 〒917-0054 福井県小浜市伏原２９－１１－６

18-005212 上田　達雄 法 有 10,000千円 1801
0776-23-7662 〒910-0034 福井県福井市菅谷１－２－７

18-006271 上田　謙一 法 無 10,000千円 1806
0778-24-1760 〒915-0093 福井県越前市庄町３７－１－１

18-005533 上田　良一 個 有 1805
0778-52-9284 〒916-0043 福井県鯖江市定次町３６－１

18-009855 上田　哲也 法 無 10,000千円 1810
0770-56-1996 〒917-0026 福井県小浜市多田８－２４

18-007910 上田　政広 法 有 5,000千円 1801
0776-56-1909 〒910-0132 福井県福井市河合寄安町２０９

18-008697 新郷　国広 法 無 5,600千円 1802
0776-72-2188 〒919-0541 福井県坂井市坂井町東３０－２０－２

18-002786 上田　洋一 法 無 10,000千円 1802
0776-66-0473 〒910-0262 福井県坂井市丸岡町栄２－４２７

18-011269 上田　智明 個 無 1801
0776-56-3963 〒910-0152 福井県福井市古市１－３－６－３

18-009009 上田　真実 法 無 5,000千円 1801
0776-56-0106 〒910-0137 福井県福井市粟森１－９３０

18-008719 上田　廣美 法 有 3,000千円 1801
0776-56-2441 〒910-0137 福井県福井市栗森２－１３０９

18-004887 斎藤　貞二 法 無 10,000千円 1804
0779-88-3152 〒911-0832 福井県勝山市遅羽町蓬生１７－９

（有）上田カッター

土１と１解１
（有）上田鉄工

管１鋼１機１
（有）上田鉄工設備工業

土１管１舗１水１
ウエダ塗装

管１
上田造園土木

土１と１舗１園１水１解１
（有）上田建具

具１
（有）上田チップ工業

と１
（有）上田建設

土１建１
（株）上田工務店

建１
（株）ウエダ設備

土１と１

塗１
ウエダハウジング（株）

建１
（有）上田廣組

と１解１
羽越工業（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007594 山本　正広 法 有 3,000千円 1809

0770-45-1771 〒919-1331 福井県三方上中郡若狭町鳥浜２８－５

18-002292 上野　浩一 法 有 20,000千円 1806
0778-24-1555 〒915-0853 福井県越前市行松１６－２１

18-010505 植野　克彦 個 無 1809
0770-57-1198 〒919-1557 福井県三方上中郡若狭町上野木５５－１３

18-010307 上野　勝弘 法 無 5,000千円 1809
0770-23-3738 〒914-0074 福井県敦賀市角鹿町３－４２

18-007267 上野　彰彦 法 無 5,000千円 1806
0778-24-2451 〒915-0094 福井県越前市横市町２２－２６－１

00-023847 上野　友嗣 法 無 20,000千円 1801
0776-22-3326 〒910-0021 福井県福井市乾徳３－９－１

18-011329 横山　房弘 個 有 1801
0776-33-0883 〒918-8035 福井県福井市江守の里２－１４０３

18-010183 上村　平蔵 個 無 1801
0776-23-3632 〒918-8239 福井県福井市成和１－３２０２

18-010911 上山　謙一 法 無 3,000千円 1810
0770-50-4896 〒919-2385 福井県大飯郡高浜町横津海２９－９

18-011722 中村　新治 個 無 1801
0776-26-6833 〒910-0004 福井県福井市宝永１－３－１１

18-011303 鵜飼　康信 法 無 6,000千円 1801
0776-56-8580 〒910-0142 福井県福井市上森田１－４１３

18-005266 右近　守 法 無 20,000千円 1809
0770-23-7449 〒914-0035 福井県敦賀市山泉７３－３－７

18-011509 宇佐美　嘉一 法 有 3,000千円 1801
0776-85-1546 〒910-3136 福井県福井市川尻町４１－６８－１

建１
（株）上野工業

と１管１機１
（有）上野工業

建１と１
上野電機（株）

（有）上野

土１建１と１解１
上野ガス（株）

土１建１と１石１管２鋼１舗１機１井１水１消１
植野建築

電１
宇佐美材木（株）

建１

土１と１
ウェルハウス

建１
（有）ＵＧＡＩ

管１
（有）右近電気工事店

建１電２管１内１通１消１
植房造園工業

園１
上村建装

塗１
（有）上山
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008950 牛若　金治 法 有 3,000千円 1808

0778-34-5641 〒916-0114 福井県丹生郡越前町下糸生２０－１５－１

18-006471 臼井　千代晴 個 無 1810
0770-72-1118 〒919-2215 福井県大飯郡高浜町南団地１－１０－２

18-003951 臼田　大輝 法 有 5,000千円 1802
0776-67-2770 〒910-0276 福井県坂井市丸岡町玄女１４－１５－１

18-008008 内方　武 個 無 1810
0770-59-0176 〒917-0355 福井県小浜市下田５－２６－１

18-010306 内方　透 法 無 1,000千円 1810
0770-56-5082 〒917-0027 福井県小浜市生守９－２２

18-011448 内山田　湖次 法 無 9,000千円 1805
0778-51-7348 〒916-0004 福井県鯖江市糺町３０－８－６

18-006547 内田　学是 法 有 10,000千円 1801
0776-23-2253 〒910-0018 福井県福井市田原２－１５－１８

18-011390 内田　正一 法 無 5,000千円 1804
0779-88-2359 〒911-0803 福井県勝山市旭町２－１－４４

18-002140 内田　明宏 法 無 10,000千円 1805
0778-51-0665 〒916-0051 福井県鯖江市屋形町１－２４

18-005404 内田　学是 法 有 29,050千円 1801
0776-22-3287 〒910-0018 福井県福井市田原２－１５－１８

18-009351 内田　昌行 法 無 3,000千円 1801
0776-35-9062 〒918-8004 福井県福井市西木田５－６－２３

18-008179 内田　和仁 法 有 10,000千円 1805
0778-52-5315 〒916-0057 福井県鯖江市有定町２－６０９

18-010984 小林　雄二 法 有 10,000千円 1801
0776-35-6611 〒918-8055 福井県福井市若杉１－１３０５

（有）牛若製材

建１
臼井建設

屋１板１
（株）内田工務店

土１と１管１機１井１水１
（株）内田材木店

建１
（有）うちだシーリング

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
（株）うちこじ

土１と１電１管１消１
ウチダ建材（株）

建１内１
内田建築板金（合）

建１
（有）臼田基礎工業

土１と１
内方組

土１と１
（株）内方工務店

防１
（株）内田商店

建１内１
（株）内田塗料店

塗１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008582 内山　新一 法 無 10,000千円 1803

0779-65-2725 〒912-0015 福井県大野市中狭３－３８０

18-011261 江端　浩光 法 無 8,800千円 1801
0776-41-3383 〒910-2143 福井県福井市宿布町３－７－５

18-010625 岡山　裕二 法 無 5,000千円 1801
0776-53-8411 〒910-0804 福井県福井市高木中央２－１００１－２

18-009764 鈴木　祐志 法 無 3,000千円 1808
0778-36-0081 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田１０２－７－１

18-007718 宇野　貴之 法 無 3,000千円 1806
0778-24-2207 〒915-0083 福井県越前市押田２－５－６３

18-001890 宇野　博文 法 無 20,000千円 1801
0776-90-1314 〒910-2344 福井県福井市南宮地町１４－１１

18-008403 宇野　正之 法 無 3,000千円 1801
0776-35-9305 〒918-8026 福井県福井市渕１－７０３

18-010565 宇野　嘉栄 個 無 1810
0770-64-1676 〒919-1516 福井県三方上中郡若狭町山内４７－７

18-008788 中村　顕 法 有 50,000千円 1806
0778-24-4000 〒915-0071 福井県越前市府中３－１３－２０

18-002119 宇野　賢治 法 有 20,000千円 1806
0778-22-1398 〒915-0084 福井県越前市村国１－２－７

18-009042 宇野　秀樹 法 無 3,000千円 1810
0770-64-1637 〒919-1516 福井県三方上中郡若狭町山内３３－１６－１

18-000741 宇野　精治 法 有 20,000千円 1809
0770-21-3977 〒914-0814 福井県敦賀市木崎６－１９－３

18-008428 海本　順次 法 有 3,000千円 1810
0770-72-1745 〒919-2201 福井県大飯郡高浜町和田１３６－１－４

土１と１管１機１水１
（有）宇野硝子店

ガ１具１
（株）宇野組

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
（有）宇野建築

土１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
（有）ウッディ工房美樹

内１
（株）ウッドスタイルプランニング

建１大１
（株）ウッドフィール

（有）内山左官・管設備

機１

電２管２機１通１消１
（有）ウノ電気

土１建１と１電１管１機１
（有）宇野電気商会

電２通１消１
（有）海本鉄工

建１
宇野建築

建１大１
宇野酸素（株）

管１機１
宇野電機（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009147 梅井　啓介 法 有 20,000千円 1801

0776-23-5096 〒910-0016 福井県福井市大宮６－５－１０

18-010940 梅﨑　弥一郎 個 無 1803
0779-69-2110 〒912-0011 福井県大野市南新在家１９－５３－３

18-008793 梅田　信秀 法 無 3,000千円 1801
0776-52-0551 〒910-0833 福井県福井市新保２－５０６－２

18-003334 梅田　晋司 法 無 3,000千円 1805
0778-51-4882 〒916-1106 福井県鯖江市四方谷町１５－１１５－１

18-001245 梅田　雅也 法 無 25,000千円 1806
0778-43-1247 〒915-0203 福井県越前市横住町８－２－２

18-007844 梅田　浩正 法 無 3,000千円 1801
0776-22-6482 〒910-0033 福井県福井市三郎丸２－２００１－１

18-011346 高柳　豊治 法 無 20,000千円 1801
0776-35-2673 〒918-8012 福井県福井市花堂北２－１５－３１

18-009528 梅原　保森 法 無 5,000千円 1806
0778-22-2761 〒915-0872 福井県越前市広瀬町８５－２４－１

18-002385 山口　正一 法 無 20,000千円 1809
0770-45-2111 〒919-1301 福井県三方上中郡若狭町気山３１２－８－１

18-008245 浦山　一郎 法 有 5,000千円 1803
0779-65-6015 〒912-0061 福井県大野市篠座３８－１３７

18-010960 漆崎　敏明 法 無 5,000千円 1802
0776-72-2453 〒919-0547 福井県坂井市坂井町大味５７－１３－２９

18-011320 山坂　政継 法 無 5,000千円 1806
0778-42-5344 〒915-0857 福井県越前市四郎丸町２－４－１１

18-009444 山本　譲 法 無 9,000千円 1805
0778-52-1940 〒916-0054 福井県鯖江市舟津町５－１－２－２５

（株）梅井設備工業

土２と２電１管２舗２機２井１水２消１
梅咲建築工房

建１
（有）ウメダ建装

土１建２
浦山工業（有）

建１大１
漆崎設備（株）

管１
（株）エアーテック　グラド

建１塗１防１
（株）うめでん

電１通１消１
梅原製瓦（有）

屋１
浦見川住宅産業（株）

建１
（有）梅田工務店

建１
（株）梅田土建

土２と２石２
（有）梅田塗装

管１
（株）ＡＩＲＦＩＸ

板１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007665 田邉　雅一郎 法 無 7,500千円 1809

070-1770-4447 〒919-1301 福井県三方上中郡若狭町気山２９２－１－１

18-001816 吉田　英昭 法 有 35,000千円 1801
0776-54-1515 〒918-8204 福井県福井市南四ツ居２－２０－２

18-008849 元井　俊彦 法 無 3,000千円 1809
0770-23-2150 〒914-0822 福井県敦賀市櫛川町２－３－１６

18-011570 河嶋　衛 法 有 5,000千円 1805
0778-51-4289 〒916-0047 福井県鯖江市柳町１－１０－１２　第三窪田ビル１Ｆ

18-011313 小林　永尚 法 無 5,000千円 1802
0776-63-6156 〒919-0404 福井県坂井市春江町西長田３４－１８

18-008397 平塚　一廣 法 有 4,000千円 1809
0770-27-1003 〒914-0317 福井県敦賀市新道５１－３－２

18-009527 藤下　隆志 法 無 3,000千円 1806
0778-21-1288 〒916-0841 福井県越前市文京二丁目８－４

18-011696 東　秀憲 個 無 1809
0770-23-1634 〒914-0121 福井県敦賀市野神１２－６０－６

18-010493 石森　敏弘 法 無 13,000千円 1801
0776-97-6304 〒918-8014 福井県福井市花堂中１－８－９

18-006001 山田　烈史 法 有 1,055,000千円 1802
0776-73-1220 〒919-0695 福井県あわら市自由ケ丘１－８－２８

18-011250 橋本　渉 法 有 5,000千円 1801
0776-43-9463 〒910-0038 福井県福井市三ツ屋１－６１０

18-008591 豊住　征樹 法 無 5,000千円 1802
0776-58-3140 〒910-0367 福井県坂井市丸岡町羽崎２８－２８

18-011552 永善　友之 法 無 20,000千円 1801
0776-61-4500 〒910-1127 福井県吉田郡永平寺町松岡吉野堺１５－６０

建１大１屋１タ１内１
（株）栄新興業

大１と１
英伸装業（株）

内１
ａ　Ｓｔｙｌｅ　ｈｏｍｅ

土１と１石１鋼１舗１し１
（有）栄元

左１
（合）ＡＪＭ

機１
（株）永尚

（有）栄輝工事

電１機１
（株）英組

内１
（株）エイト工業

と１管１
エイトシステム（株）

電１機１

建１大１屋１内１
エィチ・エスエンジニアリング（株）

管１機１
（株）エイチアンドエフ

機２
（株）Ｈ’Ｓ
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010129 油屋　昌宏 法 無 7,000千円 1801

0776-65-1113 〒910-0043 福井県福井市四十谷町５－１６

18-009644 道下　仁嗣 法 無 10,000千円 1801
0776-60-0588 〒918-8016 福井県福井市江端町５－１４

18-010585 矢部　孝幸 法 無 10,000千円 1801
0776-53-8278 〒910-0812 福井県福井市新田本町９－１１０

18-011626 山本　武二 法 無 500千円 1809
0770-21-0206 〒914-0076 福井県敦賀市元町９－３７

18-011579 吉田　直弘 法 無 5,000千円 1805
0778-42-5256 〒916-0019 福井県鯖江市丸山町１－３０３

18-002620 林　智義 法 無 17,000千円 1803
0779-66-0360 〒912-0015 福井県大野市中挟１－２０６

18-010545 新海　孝則 法 無 3,000千円 1809
0770-24-3179 〒914-0035 福井県敦賀市山泉２５－７－１５

18-008230 天谷　大門 法 有 50,000千円 1801
0776-63-2130 〒910-1222 福井県吉田郡永平寺町諏訪間１－８

18-005117 天谷　大門 法 有 30,000千円 1801
0776-21-7788 〒918-8231 福井県福井市問屋町４－６２０

18-008387 永尾　克行 法 無 10,000千円 1801
0776-34-3181 〒918-8104 福井県福井市板垣４－６０９

18-011079 天谷　大門 法 有 10,000千円 1801
0776-23-4023 〒918-8231 福井県福井市問屋町４－６２０

18-010535 天谷　勝彦 法 有 10,000千円 1801
0776-22-7511 〒910-0003 福井県福井市松本１－３２－５

18-010164 山下　博司 法 無 3,000千円 1801
0776-22-0063 〒910-0006 福井県福井市中央２－９－２１

土１建１と１屋１タ１内１
エイペックス（株）

土１管１水１
（株）エイムテック

電１
永悠工業（合）

（株）ＡＢコーポレーション

管１
（株）永和の走る大工さん

建１
永和ハウジング工業（株）

建１大１屋１タ１内１
エーアール（株）

電１機１
永和建設工業（株）

土１建２と１解１
永和住宅（株）

建２
永和設備工業（株）

土１と１鋼１舗１解１
（株）英友設備

管１
（有）栄林建設

土１と１石１鋼１し１水１
（有）栄倫実業

と１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011286 紙谷　直純 法 無 5,000千円 1810

0770-53-3508 〒917-0093 福井県小浜市水取２－７－５

18-011276 田中　茂 法 有 10,000千円 1806
0778-42-0500 〒915-0208 福井県越前市領家町２６－４０

18-010849 野村　全 法 無 3,000千円 1801
0776-27-7613 〒910-0855 福井県福井市西方２－１５１３

18-001729 永川　介錫 法 無 5,000千円 1803
0779-66-0225 〒912-0031 福井県大野市月美町１３－１３

18-006455 前田　嘉重 法 無 30,000千円 1801
0776-33-0099 〒918-8104 福井県福井市板垣１－２０９

18-009173 永森　幹朗 法 有 10,000千円 1801
0776-52-0005 〒918-8505 福井県福井市北四ツ居１－３１－１

18-010790 佐々木　健二 法 無 5,000千円 1802
0776-76-4080 〒919-0603 福井県あわら市矢地２０－５－２

18-008199 五十嵐　信之 法 無 3,000千円 1802
0776-67-7263 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄１２－２２－１

18-009501 鳥居　武雄 法 無 3,000千円 1809
0770-22-6595 〒914-0035 福井県敦賀市古田刈３９－２－１

18-011164 荒野　斉 法 無 2,000千円 1801
0776-65-9184 〒918-8186 福井県福井市中野２－１４０８

18-000781 江川　長義 法 有 60,000千円 1802
0776-67-6627 〒919-0505 福井県坂井市坂井町河和田３０－６

18-000255 江岸　卓保 法 無 20,000千円 1801
0776-35-3132 〒918-8104 福井県福井市板垣１－４１０

18-010268 小坂　多佳雄 法 無 1,000千円 1806
0778-21-3266 〒915-0887 福井県越前市下四目町９－６－９

土１建１
エージング（株）

建１
（有）エーシン設備

管１
（有）エーダイ開発

屋１板１
（有）エーケン

土１と１
（株）エージー空間建築

建２と１
（株）エーシン

（株）エーアール

土１と１電１管１舗１
（株）エーアンドエー

管１機１
（株）ＡＯ８

土２と２石２鋼２舗２し２水２
（合）エクシーズ

と１

と１
（株）Ａ－ｆｏｏｔ

と１
（株）江川組

土２と２石２管１鋼２舗２し２水２
（株）江岸組
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011285 村中　勲 法 無 3,000千円 1801

0776-38-3113 〒919-0327 福井県福井市大土呂町１－１５

18-011639 玉井　貢 個 無 1809
0770-23-5752 〒914-0803 福井県敦賀市新松島町２０－１５

18-005859 江口　忍 法 無 10,000千円 1809
0770-23-0961 〒914-0014 福井県敦賀市井川１６－６－６

18-009544 横山　哲明 法 有 10,000千円 1801
0776-36-9001 〒918-8002 福井県福井市左内町９－１７

18-011193 森永　康之 法 有 1,000千円 1801
0776-54-3385 〒910-0804 福井県福井市高木中央１－３１０４－１

18-010675 上倉　雄二 法 有 10,000千円 1809
0770-22-6080 〒914-0045 福井県敦賀市古田刈６６－１０１３

18-004327 江指　敦樹 法 無 7,000千円 1808
0778-34-1228 〒916-0144 福井県丹生郡越前町佐々生６６－２４

18-006107 小＊　裕一 法 有 10,000千円 1801
0776-56-0465 〒910-0122 福井県福井市石盛町９２２

18-008066 森國　茂治 法 有 20,000千円 1801
0776-36-3553 〒918-8041 福井県福井市西下野町１２－４

18-010258 斉藤　宏明 法 無 5,000千円 1806
0778-42-6931 〒915-0801 福井県越前市家久町８０－２－１

18-006247 鈴木　春実 法 無 10,000千円 1801
0776-22-6410 〒910-0021 福井県福井市乾徳２－１－３

18-010778 下本　甲治 法 無 3,000千円 1809
0770-47-5593 〒914-0807 福井県敦賀市松葉町１９－２

18-006691 ＊橋　勲 法 無 21,000千円 1806
0778-48-2116 〒915-1114 福井県南条郡南越前町糠４－９－３

建１大１と１内１
江口設備（有）

土１管１機１水１
（株）エクリュ

建１大１屋１タ１内１
（株）エコ環境プロジェクト

（株）エクステリア工房

建１大１と１屋１タ１
エクステリアタマイ

電１消１
（株）Ｓ．Ｋ工業

土１と１鋼１舗１
（株）Ｓ．Ｋ．Ｒ

土２と２鋼２水２解２

建１と１石１舗１
エス・イ・コンサル（株）

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
（株）ＳＡＩ

と１鋼１塗１解１
ＳＳＫ電機（株）

管１
（株）エコシステム

管１
（有）江指組

土１と１
（株）ＳＲ
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010448 浜崎　進二 個 無 1806

0778-21-5735 〒915-0042 福井県越前市大屋町７－６－２

18-010750 西浦　功浩 法 無 5,000千円 1810
0770-52-7070 〒917-0107 福井県小浜市甲ヶ崎１０－２５－１

18-008257 川合　裕久 法 有 3,000千円 1809
0770-22-6653 〒914-0074 福井県敦賀市角鹿町９－６

18-011142 瀧野　龍一 法 有 5,000千円 1809
0770-47-5842 〒914-0065 福井県敦賀市松栄町２－１３

18-011576 斉藤　隆光 個 無 1801
0776-98-5747 〒910-3604 福井県福井市グリーンハイツ８－１６０

18-010726 中梶　充宏 法 無 1,000千円 1806
0778-43-6001 〒915-0877 福井県越前市春日野町１０－１３－１

18-010324 土肥　修二 個 無 1801
0776-63-2885 〒910-1212 福井県吉田郡永平寺町東古市２－９－３

18-010587 出村　信二 法 無 3,000千円 1805
0778-52-5766 〒916-0028 福井県鯖江市小黒町３－８－４

18-011056 渡辺　栄造 法 有 90,000千円 1802
0776-87-0188 〒913-0051 福井県坂井市三国町嵩２２－５４－２

18-010649 佐々木　千尋 法 有 10,000千円 1801
0776-33-2383 〒918-8014 福井県福井市花堂中１－１３－７

18-011671 寺　正利 個 無 1808
0778-32-3170 〒916-0276 福井県丹生郡越前町古屋３３－３

18-010047 高島　弘茂 法 有 3,000千円 1801
0776-98-2843 〒910-3606 福井県福井市田尻栃谷町３８－３６－６０

18-004611 前田　明子 法 無 20,000千円 1803
0779-65-4750 〒912-0015 福井県大野市中挾１－９０７

エスケーデンキ

と１
（有）エステック冷熱

管１
（株）エスパワー

電２
（株）ＳＢＳ

と１
Ｓ．Ｔ企画

建１
（株）ＳＴエーケン

大１と１
ＳＤ企画

電１通１
（株）ＳＣ

土１と１舗１
（有）エスタ

機１
ＳＷ工業（株）

土２電２管１機１通１消１

土１
ＳＢＳ

塗１
（有）ＳＰ建材

具１
（株）ＳＰ電機
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011707 竹口　彩 法 無 10,000千円 1809

0770-47-6786 〒914-0054 福井県敦賀市白銀町７－１０

18-009553 平野　宏之 法 無 10,000千円 1801
0776-89-1935 〒918-8231 福井県福井市問屋町３－１２０３

18-003176 安川　美由紀 法 無 40,000千円 1801
0776-23-2603 〒918-8237 福井県福井市和田東２－１７１６

18-010758 山本　尚樹 法 無 2,000千円 1806
0778-21-1711 〒915-0893 福井県越前市片屋町６－５

18-007901 野中　すみゑ 法 無 15,000千円 1801
0776-56-3580 〒910-0134 福井県福井市上野本町４－２６１３

18-009319 石山　享史 法 有 25,000千円 1806
0778-24-0832 〒915-0873 福井県越前市池ノ上町５－１２

18-001468 椿　比呂志 法 有 20,000千円 1808
0778-34-0137 〒916-0156 福井県丹生郡越前町東内郡１－３０９

18-005719 川口　豊 法 無 3,500千円 1801
0776-53-0605 〒910-0801 福井県福井市寺前町１－９－３０

18-009615 江ノ畑　一郎 法 有 330,719千円 1806
0778-42-8808 〒915-0832 福井県越前市高瀬１－１４－２３

18-010458 小谷　太亮 法 有 10,000千円 1801
0776-36-3235 〒918-8043 福井県福井市狐橋１－９０１

18-008366 黒川　一男 法 有 20,000千円 1801
0776-25-0958 〒918-8237 福井県福井市和田東１－２３０４

18-007785 西川　英和 法 無 3,000千円 1803
0779-67-1734 〒912-0149 福井県大野市伏石１２－３３

18-007895 江戸　清治 法 無 3,000千円 1809
0770-25-0606 〒914-0136 福井県敦賀市砂流５０－１４－３９

土１と１石１園１
（株）越前海事

と１
（有）越前開発

土１大１と１舗１塗１園１
（株）越前セラミカ

Ｓ－ＨＤ（株）

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）Ｓ－ＬＡＰ

建１と１
越前（株）

土１舗１
（有）江戸左官工業所

左１

土１建１園１
（株）越前リース

土１建１
（株）エック

建２管１
（有）越美土建

屋１
越前電気（株）

電１管１機１通１消１
（有）エチゼン電興

消１
越前福井森林組合
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010908 榎波　保雄 個 無 1801

0776-98-5130 〒910-3614 福井県福井市在田町１５－１

18-008543 榎波　照治 個 有 1801
0776-98-5316 〒910-3614 福井県福井市在田４５－３－２

18-009197 鍋屋　昌明 法 有 10,000千円 1801
0776-57-0100 〒910-0837 福井県福井市高柳２－１５０５

18-011561 西出　和広 法 無 5,000千円 1806
0778-22-3777 〒915-0872 福井県越前市広瀬町７０－５－１

18-010259 大谷　淳代 法 有 9,000千円 1806
0778-45-0637 〒919-0124 福井県南条郡南越前町八飯４０－２１－１

18-010698 毛利　長久 法 無 5,000千円 1801
0776-56-8511 〒910-0152 福井県福井市古市２－２－８－２

18-010941 久武　瑛人 法 無 3,000千円 1801
0776-43-1262 〒918-8116 福井県福井市大町２－１１０ツツジビル１０１

18-010468 中谷　義信 個 無 1801
0776-55-2008 〒910-0107 福井県福井市高屋町２３－２５－１

00-027464 本多　秀年 法 有 3,000千円 1802
0776-63-5716 〒919-0464 福井県坂井市春江町江留上錦２００

18-000385 長谷　康彦 法 無 10,000千円 1801
0776-83-0008 〒910-3104 福井県福井市布施田町１０－９

18-011216 池田　一郎 法 有 10,000千円 1801
0776-53-5733 〒910-0834 福井県福井市丸山１－１１３０－２

18-002190 梅田　礼二 法 有 162,000千円 1801
0776-36-5832 〒918-8520 福井県福井市花堂中２－１５－１

18-011647 榎本　輝男 個 無 1810
0770-56-4540 〒917-0027 福井県小浜市生守１４－４５－１

榎波建築

建１
榎波住建

と１塗１園１
（株）エヌプランニング

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
（株）Ｎ・Ｙ総建

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）エネサーブ北陸

土１と１
ＮＭＣ（株）

屋１板１
（株）エヌキューブ

と１
ＮＫＹ

建１
（株）エヌアンドシィオゥ

建１
（株）Ｎ・Ｅ・Ｓ

管１
（株）Ｎ－ＷＯＲＫＳ

電１
エネックス（株）

電２管２機２
榎本建設

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011521 坂本　充 法 無 5,000千円 1802

0776-51-0429 〒919-0434 福井県坂井市春江町境元町４－１

18-011706 谷口　浩 個 無 1810
0770-56-2808 〒917-0024 福井県小浜市和久里３５－２０－４

18-009670 高倉　康全 法 無 3,000千円 1802
0776-66-5288 〒912-0512 福井県坂井市坂井町宮領３１－２５－２

18-010327 古川　忠晃 法 無 5,000千円 1809
0770-21-1036 〒914-0124 福井県敦賀市市野々町２－１３９

18-010694 古川　真次 法 無 300千円 1801
0776-36-3340 〒918-8021 福井県福井市門前１－１０８

18-011715 江戸　良弘 法 無 2,000千円 1809
0770-45-0054 〒919-1301 福井県三方上中郡若狭町気山２３１－６８－４

18-011165 福田　欣哉 法 有 5,000千円 1805
0778-51-4259 〒916-1105 福井県鯖江市吉谷町２－７５

18-009662 藤田　秀之 法 有 3,000千円 1801
0776-53-1876 〒910-0826 福井県福井市上中町２６－９－１

18-006807 奥出　利行 法 有 20,000千円 1809
0770-22-9311 〒914-0814 福井県敦賀市木崎６－１

18-008754 古市　敏雄 法 無 3,000千円 1801
0776-34-8222 〒918-8031 福井県福井市種池２－２０９

18-010801 藤居　忠夫 法 無 3,000千円 1809
0770-22-0764 〒914-0123 福井県敦賀市和久野２－２－１７

18-010334 古河　泰史 個 無 1801
0776-41-1000 〒910-2141 福井県福井市高尾町１１－１０１

18-005075 岡島　宏和 法 有 10,000千円 1801
0776-55-1133 〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町５７－１

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
（株）ＦＫウォーターワークス

管１
（株）ＦＫＳ

土１建１と１解１
（株）エフ建設

建１大１屋１タ１内１
恵比寿塗装

塗１
（有）エフエステック

管１
（株）Ｆ．Ｋ

（株）エバーグリーン

と１機１

電１管１通１
（株）エフデン

電１
エフ・ハウス

建１
（株）エフワイ

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（有）Ｆ・Ｄ工業

土１と１
ＦＴＥＣ（株）

土１建２と１電２管２鋼１舗１塗１防１機２絶１消１解２
エフテックス（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010137 埴　多津夫 法 有 11,000千円 1805

0778-53-1161 〒916-0016 福井県鯖江市神中町２－６０５－３２

18-011032 坪田　幸雄 法 無 8,500千円 1801
0776-97-8791 〒910-0038 福井県福井市三ツ屋２－２０２

18-010313 近藤　正俊 法 有 8,000千円 1801
0776-35-2368 〒918-8051 福井県福井市桃園１－３－２９

18-010921 松浦　俊輔 法 無 2,000千円 1802
0776-63-5258 〒919-0411 福井県坂井市春江町藤鷲塚２－３－５

18-011644 村瀬　堅太 法 無 1,000千円 1801
0776-92-0068 〒918-8204 福井県福井市南四ツ居１－２３－１

18-010016 加茂　直人 法 有 14,000千円 1809
0770-32-3122 〒919-1122 福井県三方郡美浜町松原３５－１６－２

18-011563 中嶋　孝明 法 無 1,000千円 1801
0776-50-0325 〒918-8024 福井県福井市花堂中１－１２－２５

18-011416 嶋津　正雄 個 無 1801
0776-65-9510 〒910-0024 福井県福井市照手１－１０－８

18-011527 橋本　正明 法 無 3,000千円 1801
0776-89-1408 〒910-0806 福井県福井市高木町５５－９－１高山ビル２Ｆ

18-008959 山田　文子 法 無 3,000千円 1803
0779-65-5257 〒912-0053 福井県大野市春日１６１－１２－１

18-007575 本多　正成 法 無 10,000千円 1806
0778-29-2011 〒915-1201 福井県越前市安養寺１４８－７１－１

18-011226 竹内　雅弘 法 有 300千円 1801
0776-27-3725 〒910-0015 福井県福井市二の宮４－３－１

18-011512 北島　恵子 法 無 5,000千円 1801
080-1953-1667 〒910-1111 福井県吉田郡永平寺町松岡志比堺２５－７０７

エム・ネットワーク（株）

左１と１管１塗１防１
（株）エムアイテックフクイ

建１
（株）Ｍ＆Ｋ

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
エム・エムトータルクリエイト（有）

土１建１と１管１鋼１機１水１消１
（株）エム開発

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
（株）Ｍ企画

管１
エムエス・クリエイト（合）

建１
ＭＳ建築工房

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
ＭＳ工業（株）

と１解１
（株）Ｍ＆Ｔ

土１と１
（株）ＭＳ

防１
（株）ＭＳＳ

建１
（株）ＭＫ建設

と１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011065 木全　智久 法 無 500千円 1809

0770-20-0141 〒914-0135 福井県敦賀市長谷１３－１－９

18-011433 道越　洋 法 無 5,000千円 1810
0770-68-8015 〒919-2386 福井県大飯郡高浜町関屋６１－６－１

18-009554 出口　史典 法 無 3,000千円 1805
0778-52-0422 〒916-0028 福井県鯖江市小黒町１－１５－３

18-006222 森景　和子 法 無 5,000千円 1804
0779-88-3033 〒911-0035 福井県勝山市郡町１－１－３１

18-010051 木﨑　正人 個 無 1802
0776-82-4364 〒913-0058 福井県坂井市三国町新宿１－１１－４

18-007530 加藤　典男 法 有 10,000千円 1801
0776-25-0200 〒918-8239 福井県福井市成和１－５０９

18-008304 村上　雄介 法 無 3,000千円 1806
0778-21-2988 〒915-0074 福井県越前市蓬莱町３－６

18-011511 前谷　昌昭 法 無 3,000千円 1805
090-6816-1165 〒916-0085 福井県鯖江市大倉町１７－２－３

18-010844 宮地　孝人 個 無 1801
0776-83-0562 〒910-3252 福井県福井市燈豊町３９－１－１４

18-009099 達城　守 法 無 15,000千円 1802
0776-67-2144 〒910-0368 福井県坂井市丸岡町磯部新保９－１－２５

18-010056 山本　誠 法 無 2,000千円 1802
0776-66-1250 〒919-0513 福井県坂井市坂井町田島５－４－２乙

18-011635 牧野　環 法 有 10,000千円 1801
0776-22-4658 〒910-0005 福井県福井市大手２－１７－３２

18-011628 戸﨑　直弥 法 有 5,000千円 1802
0776-43-6534 〒910-0221 福井県坂井市丸岡町城北３－１９

管１
エムケー産業（株）

具１
（株）Ｍ工房エムハウス

建１大１と１管１内１
（株）ＭＣｗｏｒｋｓ

管１
（株）エムケー機工

機１
エムケー建設（有）

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
ＭＫサービス

（株）Ｍ．Ｋ工業

鋼１
（株）エムケイシー

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
（株）ＭＤ設計

園１
（株）Ｍ・Ｐ・Ｒ

解１

建１大１屋１タ１内１
ＭＪ工業

防１
（株）エム・ティー産業

土１と１石１鋼１舗１解１
（株）ＭＴ工業
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011148 前田　卓 個 無 1802

0776-97-8767 〒910-0242 福井県坂井市丸岡町西里丸岡１０－１１　ナカヤ理容室ビル２Ｆ

18-011048 中川　正美 法 有 3,000千円 1801
0776-25-6474 〒918-8239 福井県福井市成和１－３２１０

18-005530 江村　洋 法 有 30,000千円 1809
0770-22-2106 〒914-0814 福井県敦賀市木崎５－３０－１

18-011232 松田　清美 個 無 1809
0770-23-3667 〒914-0121 福井県敦賀市野神４０－２０３

18-007771 江守　康昌 法 有 50,000千円 1801
0776-97-9660 〒910-0017 福井県福井市文京４－２３－１

18-011088 山本　昇 法 有 100,000千円 1801
0776-23-6250 〒910-0023 福井県福井市順化１－２４－３８

18-010662 倉本　記男 法 有 20,000千円 1801
0776-36-6600 〒918-8013 福井県福井市花堂東１－２５－２０

18-011600 竹内　良一 法 有 2,400千円 1809
0770-47-5924 〒914-0814 福井県敦賀市木崎６－１６－１０

18-008671 戸嶋　良彰 法 有 10,000千円 1809
0770-22-7400 〒914-0814 福井県敦賀市木崎１２－１７－１

00-023864 東野　智幸 法 有 40,000千円 1801
0776-22-0303 〒910-0854 福井県福井市御幸３－１６－１７

18-002619 遠藤　雅彦 法 無 20,000千円 1803
0779-66-3714 〒912-0022 福井県大野市陽明町２－１０９

18-011364 塩野　仁史 法 無 1,000千円 1810
0770-64-5357 〒917-0233 福井県小浜市太興寺３７－１０

18-000479 淡海　誠三 法 無 20,000千円 1805
0778-62-2020 〒916-0083 福井県鯖江市石田上町５－１－２

建１大１内１
（有）エム・ユー企画

建１大１
（株）江村工設

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１板１ガ１塗１防１内１園１具１解１
エム・ワークス

ＭＰ建築事務所

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
（株）遠藤鉄工所

建２鋼２
（株）エンヤ

塗１
（有）淡海建設

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
ＬＳトランスポート（株）

土１と１
（株）エル・ジャパン

土１建１と１
エルディ（株）

機１
江守エンジニアリング（株）

建２大２左２と２石２屋２電２管２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２機２絶２具２解２
（株）江守情報

通１
江守塗料（株）

土２建２と２鋼２解２
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011431 淡海　廣利 法 無 5,000千円 1808

0778-36-1431 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田５９－９－１

18-010699 藤森　真一郎 法 無 3,000千円 1809
0770-47-5970 〒914-0811 福井県敦賀市中央町１－１５－３０

18-011388 奥出　清之 個 無 1802
0776-67-3040 〒910-0226 福井県坂井市丸岡町松川町２６－１

18-010264 大井　一博 個 無 1810
0770-53-1426 〒917-0044 福井県小浜市飯盛３２－１６

18-009442 水野　成勇 法 有 30,000千円 1810
0770-72-5010 〒919-2382 福井県大飯郡高浜町東三松９－９－１３

18-011296 多田　清吾 法 無 1,000千円 1801
0776-43-3700 〒918-8104 福井県福井市板垣２－１０３　ラ・エストール１Ｆ

18-011009 清嶋　勇太 法 無 5,000千円 1801
0776-26-5940 〒910-0017 福井県福井市文京６－１７－２３

18-011443 吉田　正人 法 無 80,000千円 1801
0776-38-8860 〒918-8016 福井県福井市江端町２０－２－３８

18-009780 大岸　功 法 無 3,000千円 1810
0770-59-0191 〒917-0352 福井県小浜市深谷１６－３－１

18-007609 扇谷　亘 法 無 3,000千円 1806
0778-23-0210 〒915-0062 福井県越前市姫川２－１５－１３

18-009252 角　喜代子 法 有 5,000千円 1801
0776-35-0001 〒918-8027 福井県福井市福１－２６１６

18-010762 大久保　和也 個 無 1801
0776-35-0042 〒918-8005 福井県福井市みのり１－５－２

18-004408 大久保　一二三 個 無 1801
0776-36-9227 〒918-8005 福井県福井市みのり４－１２－２２

と１
オーガニックハウジング（株）

建１大１屋１タ１内１
大貴建設（株）

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
（有）大岸電機

具１
大井冷暖房

管１
（株）オーイング

土１建１と１電１管１解１
（株）オーエスジー・デザイン

オウミ住建（株）

建１
（株）桜陽

機１
Ｏ・Ｄ工房

建１
大久保左官工業

左１

電１
（有）扇谷塗装

塗１
（株）大窪建設

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
大久保建築
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010950 岡崎　裕一郎 個 無 1801

0776-87-0822 〒918-8025 福井県福井市江守中町６－１

18-007307 大刀　豊暁 法 有 24,000千円 1806
0778-23-6700 〒915-0857 福井県越前市四郎丸町５３－５－１

18-010386 谷野　聰 法 無 3,000千円 1809
0770-22-0917 〒914-0027 福井県敦賀市若泉町１

18-011064 大塩　進也 法 無 5,000千円 1809
0770-32-0721 〒919-1143 福井県三方郡美浜町佐野１３－６

18-000671 大嶋　裕司 法 有 30,000千円 1802
0776-81-3745 〒913-0017 福井県坂井市三国町竹松２－１３－１

18-006782 大嶋　登志次 法 無 10,000千円 1801
0776-34-7477 〒918-8013 福井県福井市花堂東２－１０１８

18-011396 大城　知明 法 有 10,000千円 1801
0776-34-1115 〒918-8112 福井県福井市下馬３－２２１４

18-006762 大須賀　廣美 法 有 80,000千円 1801
0776-34-8855 〒918-8013 福井県福井市花堂東２－６０５

18-010534 大角　正治 個 無 1803
0779-65-0122 〒912-0014 福井県大野市中保１８－４３－１

18-007702 本家　匠悟 法 有 10,000千円 1802
0776-72-0785 〒919-0541 福井県坂井市坂井町東２８－１－２

18-003554 森　吏司 法 無 3,000千円 1802
0776-66-0771 〒919-0515 福井県坂井市坂井町若宮１５－９－５

18-006365 山口　靖史 個 無 1802
0776-75-2449 〒919-0727 福井県あわら市下金屋３１－４８－３２

18-006131 太田　利一 法 無 3,000千円 1801
0776-36-9080 〒918-8054 福井県福井市加茂河原町２１－８－２

建１内１
大阪電気工業（有）

電１
（株）大塩電気

電１
大嶋建設（株）

オーケーリフォーム

建１
（株）オーケン

電１
大瀬屋

土１建１
（有）オオタ

建１大１内１

建２
大角電気工業

電１消１
（有）大関建設

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（有）大関電設

土２建１と２石２鋼２舗２し２水２
（株）大嶋通信工業

電１通１
（株）大城組

土１
大須賀技建（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-001280 吉村　哲一 法 無 10,000千円 1801

0776-53-1775 〒918-8203 福井県福井市上北野１－２－２１

18-010749 太田　喜雄 個 無 1806
0778-22-3644 〒915-0051 福井県越前市帆山町９－２－１

18-007960 大田　晃士郎 法 無 3,000千円 1801
0776-54-0940 〒910-0831 福井県福井市若栄町１２５８

18-011559 太田　貴司 法 有 10,000千円 1801
0776-61-6600 〒910-1142 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島１４－３６－７

18-003744 大塚　正行 法 有 10,000千円 1806
0778-27-1250 〒915-0026 福井県越前市五分市町３－１０

18-007724 大塚　茂 個 無 1801
0776-36-3655 〒918-8021 福井県福井市門前町７－２

18-010806 小田　裕也 法 有 10,000千円 1801
0776-54-5645 〒910-0845 福井県福井市志比口２－８－２

18-011501 奥村　千春 法 無 1,000千円 1809
0770-23-8381 〒914-0125 福井県敦賀市若葉町２－８２８

18-011484 大西　久 個 無 1801
0776-92-0616 〒910-0837 福井県福井市高柳３－４６０４－１０

18-011025 大西　権済 法 有 10,000千円 1801
0776-52-0777 〒910-0842 福井県福井市開発５－１０１１

18-004809 木下　隆之 法 有 20,000千円 1803
0779-65-5600 〒912-0042 福井県大野市東中町３０１

18-003287 齋藤　善有 法 無 20,000千円 1803
0779-65-5910 〒912-0021 福井県大野市中野５５－６０

18-001367 池尾　宗紀 法 無 30,000千円 1803
0779-66-5311 〒912-0042 福井県大野市東中９－４－１

（株）太田忍工務店

電１
（株）ｏ－ｔｅｃｈ

電１管１消１
大西工業

管１
（株）大西商店

建１
（株）大塚工業

建１
大塚工務店

左１と１
（株）オー・ディー・エー

建１大１
太田新樹園

園１
（有）大田設備工業

管１
太田木材（株）

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２

建１
大野衛生設備（株）

土２電１管２鋼２機２井２水２消２
大野開発工業（株）

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
大野建設工業株式会社
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-002283 木工　博幸 法 無 10,000千円 1803

0779-65-7102 〒912-0433 福井県大野市木本１２３－１

18-003275 加藤　敏治 法 有 5,010千円 1803
0779-65-6664 〒912-0066 福井県大野市南春日野３５－６４－４

18-009421 松田　由加津 法 無 3,000千円 1803
0779-65-5886 〒912-0067 福井県大野市右近次郎４０－１１

18-010952 大橋　祐治 個 無 1806
0778-24-3956 〒915-0841 福井県越前市文京１－６－２６

18-010727 大林　健治 個 無 1804
0779-88-4512 〒911-0822 福井県勝山市平泉寺町平泉寺６１－２５

18-008110 大林　良樹 法 無 2,000千円 1808
0778-34-2460 〒916-0111 福井県丹生郡越前町小倉９１－３０－１２

18-009335 大林　伸弥 法 無 3,000千円 1801
0776-53-1064 〒918-8228 福井県福井市岡西谷町２４－５９－１

18-009198 丸永　勝英 法 有 3,000千円 1801
0776-36-3388 〒918-8001 福井県福井市つくも２－１－４

18-001883 大平　道博 法 無 3,000千円 1809
0770-22-4571 〒914-0147 福井県敦賀市関４２－２－１

18-005156 大平　真也 法 無 10,000千円 1801
0776-53-8345 〒910-0834 福井県福井市丸山３－１０１

18-006731 大坊　俊一 個 無 1809
0770-25-0461 〒914-0807 福井県敦賀市松葉町３０２－２

18-008876 酒井　正一 法 有 20,000千円 1801
0776-33-5855 〒918-8013 福井県福井市花堂東１－５－３３

18-004446 近江　輝男 法 無 10,000千円 1806
0778-23-5190 〒915-0861 福井県越前市今宿町２７－３５－１

土１左１と１解１
大橋左官工業

左１
大林建築

建１
（株）大林設備

（株）大野地建

管１板１内１井１
大野鉄工金属（同）

土１建１と１管１鋼１機１
（有）大野ミニコン

土１建２
近江鉄工（株）

鋼１

筋１
（株）大平美工

塗１
大坊建築

建１
（株）大町ハウジング

土１管１水１
（有）大林屋根工事店

土１建１屋１
（有）オーバル建築工房

建１
（有）大平鉄筋
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-002635 田中　康雄 法 無 20,000千円 1806

0778-23-5044 〒915-0835 福井県越前市岡本町１５－１－１０

18-008185 福田　一範 法 無 6,000千円 1801
0776-22-1534 〒910-0029 福井県福井市日光２－２４－２４

18-009907 奥村　貴宜 法 無 3,000千円 1801
0776-59-1757 〒910-0049 福井県福井市深谷町６－６－５

18-001192 大森　正康 法 無 10,000千円 1802
0776-66-2598 〒910-0231 福井県坂井市丸岡町霞町２－３２－１

18-010447 大森　利廣 個 無 1805
0778-52-1368 〒916-0042 福井県鯖江市新横江１－５－１１

18-008434 村上　敏之 法 無 3,000千円 1802
0776-82-4730 〒913-0036 福井県坂井市三国町米納津１１－３１

18-009298 大脇　豊弘 法 有 12,000千円 1801
0776-23-2273 〒910-0004 福井県福井市宝永４－７－２

18-008847 大和田　博文 個 無 1809
0770-22-0885 〒914-0076 福井県敦賀市元町４－７

18-008970 松田　眞弓 法 無 5,000千円 1801
0776-52-1054 〒910-0836 福井県福井市大和田２丁目ー１０６

18-009578 大和田　学 法 有 8,000千円 1809
0770-37-1160 〒914-0123 福井県敦賀市和久野２９－１２－３

18-010403 大和田　昭夫 個 無 1809
0770-25-1606 〒914-0823 福井県敦賀市沓見１３９－６－６

18-000252 松山　重秋 法 有 20,000千円 1810
0770-52-4880 〒917-0076 福井県小浜市湯岡１８－１０－８

18-000788 岡　一幸 法 有 5,000千円 1803
0779-65-0541 〒912-0015 福井県大野市中挾１－２０３

（株）大虫電工

電２機１通１消１
（有）大村造園

屋１
（株）大和田建設

土１と１鋼１舗１水１
（有）大和田工業

電１管１機１
大和田工務店

建１
（有）オール企画村上

土１と１解１
（株）大脇萬蔵商店

建１内１
大和田瓦店

土１と１園１
（有）オー木工

具１
（株）大森組

土１と１管１舗１水１
大森建築

建１大１
（株）岡組

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
（有）岡組

土１と１解１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-001388 岡島　則之 法 有 20,000千円 1801

0776-98-5138 〒910-3616 福井県福井市真栗４４－５５

18-009453 岡島　輝治 法 無 10,000千円 1801
0776-34-1002 〒918-8007 福井県福井市足羽４－９－１

18-000072 岡田　正人 法 無 20,000千円 1801
0776-54-5218 〒910-0809 福井県福井市舟橋町８－５

18-009264 小形　秀夫 法 無 3,000千円 1806
0778-23-0691 〒915-0092 福井県越前市塚町１５－１０

18-000328 藤田　栄二 法 無 20,000千円 1801
0776-36-0650 〒918-8067 福井県福井市飯塚町２９－１１１

18-002524 岡田　一則 法 有 10,000千円 1803
0779-65-6677 〒912-0052 福井県大野市弥生町１０－９

18-009797 岡　広明 法 無 3,000千円 1810
0770-67-3158 〒917-0385 福井県大飯郡おおい町名田庄井上１８－１２－２

18-010754 伊部　稲志明 法 有 25,600千円 1805
0778-52-5233 〒916-0017 福井県鯖江市神明町３－３－５

18-010365 岡橋　弘明 法 無 5,000千円 1801
0776-36-8753 〒918-8111 福井県福井市馬垣町７３２

18-011135 岡村　隼人 法 無 1,000千円 1810
0770-64-5508 〒917-0092 福井県小浜市山手２－１－２４

00-026622 国京　剛志 法 有 20,000千円 1809
0770-21-0240 〒914-0041 福井県敦賀市津内６７－３－５

18-009385 国京　剛志 法 有 38,000千円 1809
0770-22-0574 〒914-0041 福井県敦賀市津内６７－１５－１

18-009326 岡本　實 個 無 1810
0770-56-1004 〒917-0241 福井県小浜市遠敷１０－３０４

土１園１
岡田造園建設（株）

土１と１鋼１塗１防１園１水１解１
岡田木材（株）

建１
（有）岡電機

建１
岡島ボイラ冷凍空調（株）

管１機１
（株）岡田組

土１と１舗１
（有）小形造園

岡島建設（株）

建１大１

と１機１
岡本エンジニアリング（株）

土１と１管１鋼１機１
（株）岡本組

土１と１管１鋼１機１
岡本建築

電１
岡野コンクリート（株）

土１と１石１鋼１舗１し１
（株）岡橋企画

建１
岡村建設工業（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009448 岡本　都美 法 無 3,000千円 1802

0776-73-2919 〒919-0621 福井県あわら市市姫２－１３－１７

18-008239 岡本　一郎 法 有 1,000千円 1802
0776-82-0012 〒913-0017 福井県坂井市三国町竹松３－６

18-006837 岡本　重和 法 有 3,000千円 1805
0778-65-2255 〒916-1231 福井県鯖江市金谷町２５－１１

18-009014 草壁　正明 法 無 75,000千円 1801
0776-56-1155 〒910-0142 福井県福井市上森田１－１０２－２

00-013395 岡本　弥市 法 無 10,000千円 1809
0770-22-1214 〒914-0811 福井県敦賀市中央町２－１１－３０

18-002736 岡本　伸三 法 無 12,000千円 1801
0776-22-0673 〒910-0859 福井県福井市日之出３－１３－７

18-011492 小川　雅己 法 無 3,000千円 1802
0776-67-8922 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄４－１８－２

18-008452 小川　祐介 法 無 5,000千円 1810
0770-64-1282 〒919-1505 福井県三方上中郡若狭町長江２２－３－６

18-008071 小川　政巳 法 無 3,000千円 1801
0776-41-0263 〒910-2165 福井県福井市東郷二ケ町２４－２０

18-010373 小河　道男 法 無 3,000千円 1809
0770-23-5655 〒914-0121 福井県敦賀市野神１５－９－３

18-010599 林　久治郎 個 無 1804
0779-87-7717 〒911-0805 福井県勝山市立川町１－１５－１

18-004988 高畑　宏樹 法 無 15,000千円 1803
0779-65-1221 〒912-0401 福井県大野市吉３－１３

18-011295 南　健治 法 有 3,000千円 1801
0776-34-8450 〒918-8057 福井県福井市加茂河原２－６－１７

（有）オカモト工務店

建１
（資）岡本材木店

建１
（有）岡本重建

管１タ１
（有）小河電気工業

電１
奧越建設

土１と１石１舗１し１
（有）オクエツ鋼建

建１
（有）オガワアールシーサービス

管１
（有）オガワ瓦工業

屋１
小川住宅設備（有）

と１解１
オカモト鐵工（株）

土２建１と２鋼２機１
（株）岡本ペンキ店

建１と１塗１防１
岡本木材（株）

土１建１と１管１鋼１塗１解１
奥越設備工業（有）

管１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007729 奥村　慶秀 法 無 3,000千円 1801

0776-21-2460 〒918-8236 福井県福井市和田中２－９０３

18-008734 矢野　知一 法 無 10,000千円 1801
0776-57-0266 〒910-0842 福井県福井市開発２－５１１

18-010048 奥島　俊之 法 無 1,000千円 1801
0776-54-3834 〒910-0851 福井県福井市米松２－８－５

18-007326 奥村　高志 法 無 10,000千円 1801
0776-38-3031 〒919-0321 福井県福井市下河北８－１７－２

18-003402 奥村　洋司 法 無 20,000千円 1801
0776-54-7670 〒918-8202 福井県福井市大東２－１－５

18-006267 奥谷　栄一 個 無 1808
0778-32-2116 〒916-0272 福井県丹生郡越前町樫津２－５５－１

18-008145 奥野　瞳 法 有 15,000千円 1801
0776-61-6400 〒910-1142 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島３６－３１

18-010687 奥村　進 法 無 3,000千円 1806
0778-47-3697 〒919-0201 福井県南条郡南越前町上平吹３２－３２－２

18-010243 奥村　茂勝 法 無 20,000千円 1806
0778-43-0551 〒915-0263 福井県越前市山室町１３－８－１

18-010780 竹中　徹雄 法 無 20,000千円 1802
0776-67-0800 〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所２３－７

18-011223 奥村　淳一 個 無 1809
0770-22-3742 〒914-0802 福井県敦賀市呉竹町２－５－４３

18-005326 奥村　重一 法 無 3,000千円 1809
0770-37-2536 〒919-1205 福井県三方郡美浜町佐田６６－４－１

18-008389 奥本　満 個 無 1810
0770-57-1707 〒919-5116 福井県三方上中郡若狭町玉置２５－１７－４

土１建１大１と１石１屋１鋼１舗１し１内１水１解１
奥谷電気商会

電１管１
奥野運輸（有）

土１と１
（株）オクムラ機工

土１と１鋼１
奥島鉄筋工業（株）

大１と１タ１鋼１筋１
（株）オクタケ

土１と１石１鋼１舗１機１解１
奥武建設工業（株）

（有）奥越内装

内１
（有）オクシマ

建１大１
（有）奥村鉄工所

鋼１
奥本建築

建１

土１管１
（株）奥村組

土１と１石１
奥村建設工業（株）

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
奥村建築工業
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-006828 小倉　志郎 法 無 10,000千円 1809

0770-32-0919 〒919-1146 福井県三方郡美浜町大藪３１－７－１

18-002623 小倉　正男 法 無 10,000千円 1801
0776-54-3351 〒910-0804 福井県福井市高木中央１－３１１１

18-000740 仲間　昭弘 法 無 20,000千円 1809
0770-22-1597 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町１－９－１７

18-009597 室谷　隆夫 法 有 10,000千円 1801
0776-26-7676 〒910-0016 福井県福井市大宮６－１７－１７

18-010786 尾崎　勝洋 法 有 5,000千円 1801
0776-61-0182 〒910-1132 福井県吉田郡永平寺町松岡葵１－８６

18-009584 小林　輝之 法 有 8,000千円 1802
0776-72-1164 〒919-0404 福井県坂井市春江町西長田４１－１－１

18-001113 小澤　雅志 法 無 21,000千円 1801
0776-37-1259 〒918-8075 福井県福井市羽坂町３４－２９－１

18-004032 亀谷　晃央 法 無 10,000千円 1806
0778-24-0053 〒915-0054 福井県越前市小野谷町４－３－１

18-007736 木村　勤 法 無 3,000千円 1801
0776-53-7625 〒910-2157 福井県福井市西新町４－３

18-005143 福田　信富 法 有 15,000千円 1801
0776-56-2883 〒910-0134 福井県福井市上野本町４－２７０１

00-014295 小＊　壽之 法 有 48,000千円 1808
0778-36-1155 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田１６１－２２

18-008897 織田　法雄 法 有 3,000千円 1801
0776-23-4460 〒918-0018 福井県福井市田原２－３－１７

18-009987 水野　義秋 法 有 10,000千円 1808
0778-36-1861 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田１６１－２２

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
小倉鉄工（株）

土１と１管１鋼１塗１機１水１消１
（株）桶武製作所

土１管１機１水１消１
（株）オザキスポーツ

（株）小倉管工

土１と１石１鋼１舗１し１機１水１
オタ建設（株）

土２建２と２管２鋼２し２板２塗２内２具２水１解２
（有）オタ広告社

鋼１内１
（有）オタ商事

土２建２大２と２舗２
（有）押田屋トーヨー住器

ガ１具１
（有）オスト

土１と１石１鋼１舗１し１水１
オスログレーン（株）

内１
尾崎電機（株）

電１管１
（株）長田工業所

大１と１タ１鋼１筋１機１
（株）小澤工務店

土１と１機１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010223 織田　悌行 法 有 3,000千円 1802

0776-82-3225 〒913-0048 福井県坂井市三国町緑ヶ丘１－５－４８

18-011526 織田　浩文 個 無 1801
0776-36-6680 〒918-8027 福井県福井市福２－１３１０－２

18-010959 乙見　輝 個 無 1809
0770-38-1610 〒919-1204 福井県三方郡美浜町北田３４－７

18-009477 音　誠一郎 個 有 1806
0778-22-2415 〒915-0841 福井県越前市文京２－６－１３

18-004955 尾鳥　元始 法 無 10,000千円 1809
0770-32-0806 〒919-1122 福井県三方郡美浜町松原３０－６－２

18-011453 上浜　学 法 有 10,000千円 1801
0776-97-5351 〒910-0846 福井県福井市四ツ井１－１８－１

18-010011 小野田　隆治 法 無 1,000千円 1801
0776-55-0338 〒910-0108 福井県福井市山室町３８－１７

18-003881 斧　良次 法 有 10,000千円 1806
0778-24-0419 〒915-0073 福井県越前市錦町２－３５

18-007617 小畑　直人 法 無 3,000千円 1809
0770-25-0730 〒914-0056 福井県敦賀市津内町２－１３－１１

00-021410 上田　義信 法 有 20,000千円 1810
0770-56-1010 〒917-0024 福井県小浜市和久里９－１－８

18-000267 武内　田鶴子 法 無 20,000千円 1810
0770-52-0670 〒917-0077 福井県小浜市駅前町１６－２

18-011109 雨森　徹 法 有 10,000千円 1810
0770-52-3431 〒917-0024 福井県小浜市和久里３１－３－３

18-006922 宇野　勝公 法 無 5,000千円 1801
0776-98-3671 〒910-3602 福井県福井市竹生町３２－６１

内１
（株）小野田建築

建１
（株）斧平作商店

管１機１水１
（有）小畑鉄工

建１大１
音装飾店

内１
（株）尾鳥硝子店

ガ１具１
（株）オネスト

（株）織田商店

土１と１
織田電工

電１
乙見工務店

と１
（有）小原鉄筋工業

筋１

鋼１
小浜上田建材（株）

土１建１石１屋１管２タ１機１
小浜建設（株）

土２と２鋼２舗２
小浜ヤンマー（株）

54/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011317 小原　敬市 法 有 1,000千円 1805

0778-62-4234 〒916-0076 福井県鯖江市石生谷町３６－８－１

18-007651 上山　博己 法 有 3,000千円 1801
0776-28-0009 〒918-8237 福井県福井市和田東１－２３０５

18-004125 辻永　達夫 法 無 10,000千円 1801
0776-41-3360 〒918-8135 福井県福井市下六条町３５－１０

18-008437 織田　秀憲 法 無 3,000千円 1801
0776-35-8328 〒918-8026 福井県福井市渕４－１２０５

18-010525 伊部　友之 法 無 5,000千円 1805
0778-62-2939 〒916-0065 福井県鯖江市当田町１０－２－１

18-011325 根谷　勇一 法 有 4,000千円 1805
0778-53-2885 〒916-0045 福井県鯖江市宮前２－４０７

18-010341 加藤　武見 法 無 20,000千円 1805
0778-62-3095 〒916-0061 福井県鯖江市平井町５－６－３

18-011287 渡邉　久美 法 無 8,000千円 1802
0776-50-2635 〒910-0303 福井県坂井市丸岡町猪爪７－１０７

18-011267 西田　貴哉 個 無 1810
0770-50-1228 〒917-0107 福井県小浜市甲ヶ崎９－２

18-002225 甲斐　清憲 法 無 10,000千円 1802
0776-66-0932 〒910-0326 福井県坂井市丸岡町末政５－５７

18-003161 森家　和治 法 有 50,000千円 1805
0778-51-1085 〒916-0019 福井県鯖江市丸山町１－６－２７

18-010667 山野　軒司 法 無 2,000千円 1809
0770-22-1508 〒914-0061 福井県敦賀市蓬莱町５番１１

18-008460 真柄　さとみ 法 有 3,000千円 1803
0779-65-7699 〒912-0086 福井県大野市泉町１３番２９号

建１
オリエンタル興産（有）

と１
（有）織田シーリング

防１
（株）ｃａｓａ

（株）小原鉄工

と１
（有）オフィス・アド

土２建２大２左２と２石２屋２電２管２タ２鋼２筋２舗２板２ガ２塗２防２内２機１絶２井１具２水２解２
開成建設工業（株）

と１管１鋼１
（有）開成工業

土１と１解１

と１
回○舎

建１
甲斐建設工業（株）

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）カイセイ

建１
（有）ガーデントーク

と１
（株）ガード

土２建２と２管１鋼２舗２塗２機１水２解１
（株）ガイアアシスト
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010969 山下　隆之 法 無 5,000千円 1801

0776-28-5900 〒910-0016 福井県福井市大宮３－１４－１９

18-007866 海道　隆一 法 無 3,000千円 1802
0776-66-5925 〒910-0253 福井県坂井市丸岡町一本田中３６

18-009511 木下　修一 法 有 32,000千円 1802
0776-67-4100 〒910-0383 福井県坂井市丸岡町長崎１－８０－２

18-008871 殊才　裕二 法 無 3,000千円 1801
0776-43-6852 〒910-0138 福井県福井市東森田１－１１２３

18-007379 帰山　恭治 法 無 10,000千円 1801
0776-41-0136 〒910-2165 福井県福井市東郷二ケ町２０－１０－１

18-011676 利根　輝希 法 無 1,000千円 1802
0776-82-6936 〒913-0026 福井県坂井市三国町殿島６－８

18-005678 柿本　恭平 法 無 10,000千円 1810
0770-78-1105 〒919-2133 福井県大飯郡おおい町久保３２－７－２

18-008002 角谷　道代 法 有 5,000千円 1802
0776-73-2230 〒919-0603 福井県あわら市矢地２－１８－１

18-001608 土角　清仁 法 有 8,000千円 1801
0776-37-0580 〒918-8076 福井県福井市本堂町８９－１－７４

18-010858 角谷　龍人 法 無 5,000千円 1809
0770-24-0095 〒914-0122 福井県敦賀市新和町２－２１－８

18-010918 角谷　喜代志 法 有 20,000千円 1802
0776-73-2667 〒919-0603 福井県あわら市矢地２－２８

18-011580 角田　聡 法 無 5,000千円 1809
0770-21-2807 〒914-0028 福井県敦賀市中３２－２－２

18-010988 角　敏昭 個 無 1806
0778-22-5310 〒915-0872 福井県越前市広瀬町１３１－１７

（株）ガイセン

土１建１管１
（有）角栄商事

土１と１舗１解１
（株）角組

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）角谷興業

建１
（有）帰山組

土１と１鋼１舗１水１
（株）輝建設

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
（有）柿本工務店

土１と１管１鋼１機１
（有）海道建築

建１
カイノス（株）

機１
（株）ガウディ

鋼１

と１機１
角谷木材建設（株）

土２建２と２管１鋼２舗２園１解２
（株）カクダ防飾

防１
角鉄工所
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007481 角平　幸人 法 有 10,000千円 1803

0779-65-6170 〒912-0014 福井県大野市大野市中保１５－１０９－６

18-007159 角方　重光 法 無 10,000千円 1806
0778-22-5042 〒915-0885 福井県越前市大虫町３－６－１

18-011212 齋藤　壽治 法 有 20,000千円 1805
0778-43-5327 〒916-0041 福井県鯖江市東鯖江三丁目４０２番地

18-009361 角本　博隆 個 無 1810
0770-56-1025 〒917-0241 福井県小浜市遠敷５０－１

18-008368 掛谷　龍一 法 無 5,000千円 1801
0776-35-7275 〒918-8025 福井県福井市江守中町１－３８－４

18-001322 筧　智仁 法 有 70,000千円 1802
0776-66-2668 〒910-0331 福井県坂井市丸岡町上久米田２９－１０

18-002286 笠島　一義 法 無 5,000千円 1806
0778-22-6377 〒915-0046 福井県越前市西谷町１５－２８

18-011055 笠羽　生治 法 無 3,000千円 1804
0779-89-2103 〒911-0056 福井県勝山市北郷町坂東島３６－３０

18-006939 笠原　正明 法 有 10,000千円 1805
0778-62-1714 〒916-0087 福井県鯖江市田村町３－６

18-004445 笠原　宏張 法 無 10,000千円 1806
0778-22-3989 〒915-0847 福井県越前市東千福寺２１－３１

18-002021 笠松　秀伸 法 無 10,000千円 1801
0776-26-5676 〒918-8231 福井県福井市問屋町３－３０３

18-010305 笠松　茂 個 無 1802
0776-51-0293 〒919-0434 福井県坂井市春江町境上町８－６

18-006308 笠松　和秀 法 有 17,000千円 1801
0776-54-3473 〒918-8204 福井県福井市南四ツ居２－２－１４

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
角本建築

建１大１
（有）掛谷工務店

大１と１
（株）カケヒ

（株）角平組

土１と１石１鋼１舗１し１水１
角方建設（株）

土１建１と１舗１
（株）カクマ

電１管１
笠松林業（株）

建１大１

電１管１
笠原冷機（株）

管１
（株）カサマツ鋼業

屋１板１
笠松電気設備工業

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
（有）笠島工務店

建１
（有）カサバ工業

土１と１電１管１鋼１機１園１
（株）笠原電器商会
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011506 梶谷　均 法 無 3,000千円 1809

0770-22-3914 〒914-0046 福井県敦賀市津内６４－１２－９

18-011301 加地　歩 法 無 2,000千円 1810
0770-72-6650 〒919-2375 福井県大飯郡高浜町旭ヶ丘１－８

18-003372 梶野　紀和 法 有 3,000千円 1809
0770-22-1709 〒914-0815 福井県敦賀市平和町１９－１４

18-009322 鹿島　潤司 個 無 1802
0776-89-1278 〒913-0058 福井県坂井市三国町新宿１－８－２６

18-008772 梶間　日出治 法 有 22,000千円 1808
0778-34-1041 〒916-0146 福井県丹生郡越前町朝日１１－７

18-008118 加島　喜一郎 法 無 10,000千円 1802
0776-66-0556 〒910-0235 福井県坂井市丸岡町巽町３－１０

18-007128 岩本　和成 法 無 10,000千円 1803
0779-66-2379 〒912-0053 福井県大野市春日１－２－１３

18-001168 岩佐　淳司 法 有 10,000千円 1801
0776-59-2727 〒910-0049 福井県福井市深谷町４１－２－１０

18-008829 藤原　保弘 法 無 10,000千円 1810
0770-56-3161 〒917-0026 福井県小浜市多田７－２７－２

18-009572 竹島　一弘 法 無 10,000千円 1801
0776-58-3010 〒910-0843 福井県福井市西開発１－２７０２

18-011039 小出村　和成 個 無 1801
0776-98-5595 〒910-3634 福井県福井市大森町６４－８－１

18-008555 田中　和政 法 有 10,000千円 1801
0776-26-3458 〒918-8238 福井県福井市和田１－５－２５

18-010567 島田　守 法 無 3,000千円 1806
0778-23-0417 〒915-0093 福井県越前市庄町３０－１３－５

（有）梶谷工務店

土１建１大１と１
加地電工（株）

土１と１舗１水１
春日電機（株）

と１電１
（株）カズクリエイトオフィス

建１
和建築

建１
加島設備（有）

管１水１
（有）春日

土１園１
春日建設（株）

電１
（有）梶野商店

土１管１機１水１
鹿島エンジニアサービス

建１管１
（株）梶間幸建

建１
（有）カズマサ

土１と１解１
（有）和守建設工業

と１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007580 片岡　昭輝 法 無 10,000千円 1801

0776-25-7756 〒910-0063 福井県福井市灯明寺３－２５０１

18-010800 片岡　知洋 個 無 1806
0778-23-2804 〒915-0825 福井県越前市南２－６－２２

18-011544 片岡　正行 個 無 1801
0776-21-0254 〒910-0067 福井県福井市新田塚１－７２－１６

18-011058 片岡　孝一 法 有 3,000千円 1806
0778-27-1640 〒915-0024 福井県越前市上大坪町１７－３－１

18-001256 松浦　逸郎 法 無 20,000千円 1801
0776-36-0508 〒918-8013 福井県福井市花堂東２－１０１４

18-011249 岩山　勝生 法 無 3,000千円 1810
0770-77-9449 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１５４－２－１０

18-005566 谷口　公啓 法 無 10,000千円 1801
0776-36-3084 〒918-8051 福井県福井市桃園１－３－４

18-000069 木下　克己 法 無 3,000千円 1807
0778-44-6966 〒910-2556 福井県今立郡池田町松ケ谷１９－１－１

18-010937 佐々木　勝春 法 無 5,000千円 1801
0776-25-2690 〒910-0854 福井県福井市御幸４－１７－１９

18-011085 藤井　克己 法 無 3,000千円 1808
0778-34-2629 〒916-0142 福井県丹生郡越前町上川去４６－１－３４

18-006078 安居　貴久 法 無 5,000千円 1804
0779-87-3221 〒911-0035 福井県勝山市郡町３－３０７

18-009968 勝山　信一 個 無 1801
0776-98-2677 〒910-3635 福井県福井市志津が丘４－２５７

18-002467 幅田　浩司 法 有 10,000千円 1804
0779-88-0143 〒911-0801 福井県勝山市沢町２－５－２８

建１
（株）活衛工務店

建２大２と１
（有）カツキメンテナンス

機１
勝啓建設（株）

土１と１石１鋼１舗１し１水１
片岡建築工業

建１
片岡電工

電１
片岡木材（株）

（有）カタオカ開発興業

建１管１鋼１機１

土１建１と１
（有）勝山管工

管１
勝山建築

建１
（株）勝山工機

建１
（株）克藤

土１と１石１
（株）カツミ工業

鋼１具１
（株）克工業
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011651 小寺　政志 法 無 3,000千円 1804

0779-88-5183 〒911-0035 福井県勝山市郡町２－１０－１３

18-001995 奥村　和太 法 無 10,000千円 1804
0779-88-0609 〒911-0803 福井県勝山市旭町２－７５８

18-005509 桂田　定樹 法 有 10,000千円 1810
0770-57-1155 〒917-0232 福井県小浜市東市場５４－１０

18-010543 加藤　大岳 法 有 20,000千円 1801
0776-22-2148 〒910-0003 福井県福井市松本１－７－１２

18-010680 加藤　翔一 法 有 10,000千円 1804
0779-88-2027 〒911-0032 福井県勝山市芳野町２－１－４０

18-011726 加藤　俊輔 個 無 1806
0778-28-1915 〒915-1225 福井県越前市湯谷町３０－１４－１

18-010363 加藤　雅司 個 無 1806
0778-22-4066 〒915-0084 福井県越前市村国２－８－２４

18-000400 加藤　敏治 法 有 20,000千円 1803
0779-65-0126 〒912-0061 福井県大野市篠座６８－５７

18-007897 加藤　拓也 法 有 3,000千円 1809
0770-25-3662 〒914-0121 福井県敦賀市野神１２－８９－３

18-000220 加藤　修一郎 法 無 10,000千円 1803
0779-66-1028 〒912-0014 福井県大野市中保５－７－５

18-002989 加藤　雄治 法 有 10,000千円 1801
0776-22-7105 〒910-0022 福井県福井市花月２－９－２５

18-010574 加藤　吉成 法 有 8,000千円 1806
0778-42-1102 〒915-0255 福井県越前市新堂町２９－５６

18-009071 松村　享 法 無 6,000千円 1802
0776-81-4388 〒913-0002 福井県坂井市三国町加戸７４－１０

勝山テック（株）

電１
勝山窯業（株）

屋１板１
（株）かつらだ

電１消１
加藤鉄工（株）

鋼１
（株）カトー商会

内１
カト吉板金（株）

建１大１屋１タ１内１
加藤工務店

建１
（株）加藤製缶

土１建２と１管２鋼２機１水１解１
（有）加藤通信

大１屋１
（株）加藤央不動産

建１
（有）加藤建材店

内１
加藤建築

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
（有）加戸土建

土１と１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-004098 大嶋　之弘 法 無 20,000千円 1802

0776-82-5211 〒913-0062 福井県坂井市三国町陣ヶ岡４－１－３

18-002754 大平　秀朋 法 有 10,000千円 1805
0778-51-7200 〒916-0041 福井県鯖江市東鯖江１－５１８－１

18-000779 伊藤　宏之 法 無 20,000千円 1802
0776-73-0265 〒919-0621 福井県あわら市市姫５－１７－１６

18-008338 土橋　信一 法 有 10,000千円 1806
0778-22-2970 〒915-0802 福井県越前市北府２－１９－１６

18-010364 金森　仁美 個 有 1803
0779-66-2338 〒912-0088 福井県大野市水落町６－７

18-008553 金森　善則 法 無 8,000千円 1801
0776-23-1190 〒910-0067 福井県福井市新田塚２－３２５３－１

18-011170 金山　いさむ 法 無 1,000千円 1801
0776-21-4485 〒910-0017 福井県福井市文京７－１１０－３

18-003991 中西　真三 法 有 80,000千円 1805
0778-51-8855 〒916-0029 福井県鯖江市北野町１２－１３

18-010142 金子　勇一郎 法 有 3,000千円 1809
0770-25-3046 〒914-0125 福井県敦賀市若葉町２－２４０

18-011199 金子　美津男 法 有 3,000千円 1803
0779-66-3017 〒912-0055 福井県大野市高砂町６－９

18-010768 早川　将雄 法 有 20,000千円 1806
0778-42-2440 〒915-0242 福井県越前市粟田部町８１－５－２

18-010297 金城　裕達 法 無 3,000千円 1802
0776-51-0912 〒919-0449 福井県坂井市春江町中筋３９－４－１

18-006466 内田　憲一 法 有 30,000千円 1801
0776-23-2229 〒918-8217 福井県福井市印田町１２－５－５

建１大１屋１タ１内１
（有）金森建具製作所

具１
（株）金山塗装工業

塗１
（株）カネイチ

建１管１
金津電設（株）

電１
かなづや（株）

と１電１鋼１
金森製材所

カナイ造建（株）

土１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１
（株）カナダニ

管２
（株）金城工業

管１鋼１
カネタ（株）

建１屋１板１

建１
（有）金子工業

機１
（合）金子材木店

建１
（株）兼商
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010926 狩野　辰弥 法 有 10,000千円 1809

0770-47-5634 〒919-1132 福井県三方郡美浜町佐柿５６－８－１

18-007401 加納　昭次 法 無 3,000千円 1802
0776-51-0750 〒919-0475 福井県坂井市春江町東太郎丸１０－９

18-000697 加野　勝人 法 無 26,000千円 1809
0770-22-1301 〒914-0815 福井県敦賀市敦賀市平和町３７－２４

18-003191 椛山　義之 法 有 50,000千円 1801
0776-61-2337 〒910-1103 福井県吉田郡永平寺町松岡上合月６－１２０－４

18-011556 嘉原　哲雄 法 無 3,000千円 1801
0776-53-5644 〒910-0843 福井県福井市西開発２－５０１－５

18-002739 鎌田　博幸 法 無 3,000千円 1801
0776-23-6008 〒910-0017 福井県福井市文京１－１－１１

18-011244 鎌田　哲央 法 無 5,000千円 1802
0776-77-1151 〒910-4113 福井県あわら市横垣３９－５－９

18-009728 蒲田　裕治 個 有 1803
0779-65-4358 〒912-0053 福井県大野市春日２－１０－１０

18-009482 上川　幹夫 個 有 1806
0778-21-1970 〒915-0875 福井県越前市塚原町２４－１９

18-007869 上立　秀彦 個 無 1803
0779-64-1651 〒912-0424 福井県大野市今井１５－２１

18-004953 上出　高茂 法 無 7,000千円 1802
0776-74-1417 〒919-0744 福井県あわら市北疋田１７－３７－１

18-010934 上中　治 法 無 5,000千円 1810
0770-58-0138 〒917-0037 福井県小浜市相生２４－１－１

18-002889 辻本　良弘 法 有 10,000千円 1810
0770-62-0092 〒919-1536 福井県三方上中郡若狭町三宅９２－２－１２

と１
（有）加納組

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
加野建設（株）

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
椛山建設（株）

（株）狩野

建１
（有）上出建設

土１と１石１管１舗１し１水１
（株）カミナカ

土１建１と１
上中ガス（株）

と１
ガマダ工業

土１と１解１
上川建築

建１大１鋼１
上立建築

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
（株）嘉原工務店

建１と１内１
（有）鎌田技工

左１タ１
（株）鎌田工業

建１管１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-006081 上中　雄一郎 法 無 5,000千円 1810

0770-67-2180 〒917-0382 福井県大飯郡おおい町名田庄久坂１－１１

18-001158 水口　靖浩 法 有 20,000千円 1809
0770-62-0011 〒919-1553 福井県三方上中郡若狭町堤８６－２２

18-011141 酒井　弘行 法 有 1,000千円 1802
0776-63-5859 〒910-0211 福井県坂井市丸岡町女形谷２２－１０１

18-003679 山崎　勝司 法 無 10,000千円 1801
0776-56-3280 〒910-0122 福井県福井市石盛町７１２

18-003522 上屋敷　芳輝 法 有 20,000千円 1801
0776-56-2310 〒910-0122 福井県福井市石盛町２０－４０８

18-008643 西出　富士雄 個 有 1806
0778-23-0988 〒915-0872 福井県越前市広瀬町１３７－８

18-009131 加茂　直人 法 有 20,000千円 1809
0770-32-0239 〒919-1123 福井県三方郡美浜町久々子５４－９

18-010057 鴨下　三男 法 無 3,000千円 1802
0776-51-1018 〒919-0464 福井県坂井市春江町江留上錦１４４

18-000728 上山　茂高 法 無 10,000千円 1806
0778-45-2037 〒919-0119 福井県南条郡南越前町久喜１２－３

18-001862 山本　仁左衛門 法 有 36,000千円 1806
0778-22-2109 〒915-0814 福井県越前市中央２－６－５

18-008288 藤本　淳一 法 無 10,000千円 1802
0776-72-3160 〒919-0501 福井県坂井市坂井町下関１３－９－１

18-011067 山本　直孝 法 無 15,000千円 1806
0778-23-5553 〒915-0801 福井県越前市家久町４８－８－１

18-011266 林　哲庸 個 無 1801
0776-26-0937 〒910-0029 福井県福井市日光１－８－２８

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
（株）カモコン

土１と１石１舗１
（有）鴨下建設

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
歌門建設（株）

と１機１
（株）神谷工業

建１と１
上屋敷工業（株）

と２鋼２園２
神山農園

（株）上中住建

建１
上中土建（株）

土２建１と１石１舗１園１解２
神乃和機工（株）

土１管１ガ１具１
Ｇａｌｌｅ

防１

土１と１
カラヤ（株）

土２建１と２屋１管２鋼２板１機１
カラヤエンジニアリング（株）

土１建１と１管１鋼１機１
（株）カラヤ三協
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-003101 河合　洋典 法 有 30,000千円 1806

0778-22-0255 〒915-0882 福井県越前市上太田町２９－１５－１

18-009952 川井　和広 法 無 8,000千円 1809
0770-47-6742 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町２－４－１

18-001343 河合　誠 法 無 10,000千円 1810
0770-62-1166 〒919-1542 福井県三方上中郡若狭町井ノ口３８－１０

18-002617 川合　正之 法 無 3,000千円 1810
0770-72-3211 〒919-2383 福井県大飯郡高浜町日置４５－８

18-005644 河合　義明 個 無 1808
0778-32-2266 〒916-0273 福井県丹生郡越前町小曽原４３－５５－３

18-003365 川井　憲二 法 有 10,000千円 1801
0776-36-0400 〒918-8012 福井県福井市花堂北２－１２－３１

18-010298 川端　一夫 個 無 1801
0776-35-6719 〒918-8021 福井県福井市門前２－９０３

18-010537 河合　昭宏 法 有 55,000千円 1801
0776-61-3522 〒910-1141 福井県吉田郡永平寺町松岡領家１１－５２

18-001353 川上　正和 法 無 30,000千円 1801
0776-98-2222 〒910-3601 福井県福井市清水２９－１０

18-010807 河上　優一 個 有 1808
0778-36-0771 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田１５３－１０－１

18-010669 川上　智昭 法 無 5,000千円 1801
0776-35-4694 〒918-8104 福井県福井市板垣１－３０９

18-000201 河上　芳弘 法 無 20,000千円 1806
0778-24-3838 〒915-0805 福井県越前市芝原４－５－１０

18-009496 川上　秀人 法 無 20,000千円 1801
0776-35-6642 〒918-8008 福井県福井市有楽町２－８

土１建１と１管１舗１園１
（株）河合工務店

土１建１
（有）川合工務店

建１
河合設備工業所

カワイ（株）

建１管１
川井工業（株）

管１
河上電機（株）

電２通１消１
（有）川上土木

土２と２石２鋼２舗２し２水２

電１機１
川上建設（株）

土２と２舗２水２
河上製材所

建１
川上設備（株）

管１
川井宅地建物（株）

建１
川一建設

土１建１
カワイローラ（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007338 川上　文義 法 無 20,000千円 1801

0776-23-6866 〒918-8238 福井県福井市和田１－５－１３

18-000700 川北　悟 法 有 20,500千円 1809
0770-22-5275 〒914-0058 福井県敦賀市三島町２－１－２４

18-000334 川口　英夫 法 有 20,000千円 1809
0770-23-3000 〒914-0814 福井県敦賀市木崎５１－３２

18-009887 川瀬　新吾 法 無 3,000千円 1809
0770-23-1017 〒914-0147 福井県敦賀市関３１－１－１

18-004314 川﨑　博司 法 有 20,000千円 1802
0776-67-0538 〒910-0221 福井県坂井市丸岡町城北５－７８

18-010623 川越　慎介 法 無 20,000千円 1801
0776-43-0274 〒910-0038 福井県福井市三ツ屋２－２０１

18-008725 川﨑　彰一 法 無 10,000千円 1801
0776-56-3996 〒910-0134 福井県福井市上野本町２－１４１３

18-006118 川崎　豊 個 無 1810
0770-64-1153 〒919-1504 福井県三方上中郡若狭町大鳥羽４６－１－３

18-008147 川島　利栄 法 無 3,000千円 1802
0776-73-5060 〒919-0633 福井県あわら市花乃杜３－１－１９

18-009811 川嶋　泰 個 無 1810
0770-53-0096 〒917-0064 福井県小浜市小浜竜田３３

18-009548 川島　稔 法 有 3,000千円 1809
0770-45-2019 〒919-1314 福井県三方上中郡若狭町能登野１８－４

18-011340 川嶋　充 法 無 3,000千円 1805
0778-77-2055 〒916-0066 福井県鯖江市上氏家町１－１０－１１

18-010661 河嶋　秀明 法 有 3,000千円 1810
0770-56-1614 〒917-0241 福井県小浜市遠敷６－１００４

（株）カワカミパワーシステム

土１と１石１鋼１舗１し１水１
川崎鉄工

建１鋼１
（有）川島建築

建１
川嶋建築

と１管１鋼１舗１塗１機１解１
（株）川健土木

土１と１舗１水１解１
（株）川越設備

電１管２
川崎カッター（株）

電１通１
（株）川北技建

土１建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
川口電気（株）

電２管１機１通１消１
（有）カワケン

電１

建１大１
（有）川島住建

土１建１と１鋼１
（株）川嶋電気

電１
（有）河嶋電機工業所
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011452 川淵　克也 法 無 3,000千円 1810

0770-56-1945 〒917-0026 福井県小浜市多田２－１４－２

18-006355 川畑　新二郎 法 無 10,000千円 1809
0770-25-3065 〒914-0141 福井県敦賀市莇生野２６－３４－１

18-002201 山田　幸雄 法 有 10,000千円 1805
0778-65-0506 〒916-1221 福井県鯖江市西袋町３０－８

18-010274 河嶋　一 法 有 10,000千円 1806
0778-22-1635 〒915-0057 福井県越前市矢船町１５－１０－１５

18-010611 島田　明浩 法 無 3,000千円 1801
0776-83-0052 〒910-3148 福井県福井市菖蒲谷町３７－１６

18-005204 川田　雅史 法 無 10,000千円 1801
0776-85-1750 〒910-3137 福井県福井市石橋町３２－２０６

18-005963 北島　功一 法 有 10,000千円 1801
0776-83-0005 〒910-3104 福井県福井市布施田町１０－７－２

18-011681 川端　克幸 個 無 1801
0776-87-2389 〒910-3384 福井県福井市長橋町１８－２３

18-002093 川端　一輝 法 無 20,000千円 1802
0776-51-0324 〒919-0462 福井県坂井市春江町江留上大和６－６

18-009792 川畑　昌則 個 無 1809
0770-32-2585 〒919-1137 福井県三方郡美浜町南市１０－５－１

18-006441 中村　光弘 法 無 6,000千円 1801
0776-59-2336 〒910-3112 福井県福井市御所垣内町１６－２２－１

18-005378 川端　武志 法 有 20,000千円 1806
0778-22-6577 〒915-0857 福井県越前市四郎丸町３１－２－９

18-008260 河端　智 法 無 3,000千円 1810
0770-72-5122 〒919-2211 福井県大飯郡高浜町中津海２１－１－３

建１
（株）カワチュウ

機１
（有）川西鉄工所

鋼１
川西電設工業（株）

（有）カワショウ

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
川新工業（株）

と１電１管１鋼１機１
河和田木材（株）

土１建２
（有）河端商店

土１と１鋼１舗１し１水１解１

土１建２大２と２屋２鋼２内２水２
川畑建築

建１
（有）川端工業

と１
（株）川端工務店

電１管１
（有）かわにしブロック工業

土１と１タ１
川端エアコン

管１
（有）カワバタ建設
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-003079 藤田　守 法 無 10,000千円 1802

0776-66-1648 〒919-0516 福井県坂井市坂井町福島４１－２

18-007130 河端　能婦子 法 有 3,000千円 1801
0776-21-1518 〒910-0854 福井県福井市御幸４－５－１９

18-011430 河端　一志 個 無 1809
0770-24-0248 〒914-0132 福井県敦賀市御名１５－２－１６

18-006299 川端　和夫 法 無 5,000千円 1801
0776-27-7508 〒918-8237 福井県福井市和田東１－２３０１

18-008837 川邉　盛雄 法 有 10,000千円 1810
0770-52-4949 〒917-0075 福井県小浜市南川町１９ー４

18-007758 河辺　尚志 法 無 3,000千円 1809
0770-22-1173 〒914-0125 福井県敦賀市若葉町１－７０９

18-002359 河村　和成 法 無 3,000千円 1801
0776-36-2996 〒918-8004 福井県福井市西木田３－１２－７

18-006778 川本　治 法 無 7,000千円 1801
0776-34-0207 〒918-8064 福井県福井市西学園１－１０１０

18-002581 土田　正澄 法 有 10,000千円 1805
0778-65-0079 〒916-1222 福井県鯖江市河和田町２－３０－２

18-003039 山﨑　絵理子 法 無 17,000千円 1801
0776-56-0417 〒910-0138 福井県福井市東森田１－１０２３

18-010083 雁子　純一 法 無 5,000千円 1809
0770-24-7022 〒914-0146 福井県敦賀市金山７１－３０－９

18-010456 松原　薫 法 無 12,000千円 1810
0770-77-9590 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１４６－５－１

18-010743 谷　稔之 法 無 3,000千円 1810
0770-72-2801 〒919-2381 福井県大飯郡高浜町西三松９－６８

（有）川端造園

園１
（有）河端電機商会

電１
（株）カワモリ

建１
（株）冠光

土１と１鋼１舗１
（株）雁子総建

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
（有）河辺電気商会

電１
（有）河村建具製作所

具１
（有）カワモト電工

電１
河端電設

電１管１
（有）川端保温工業

絶１
（有）カワベ・コーポレーション

左１と１
（株）関西アクト

と１機１
（有）関西メンテナンス

機１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009446 坂井　正明 法 有 10,000千円 1801

0776-67-7770 〒910-0146 福井県福井市下森田桜町４０４

18-009094 神田　憲幸 法 無 3,000千円 1801
0776-26-3274 〒910-0029 福井県福井市日光２－１６－２２

18-009688 森家　芳子 法 無 12,000千円 1805
0778-51-5501 〒916-0013 福井県鯖江市鳥羽３－３－３１

18-006116 冨田　国夫 法 無 20,000千円 1801
0776-22-4643 〒918-8231 福井県福井市問屋町３－６０９

18-010925 池端　克典 法 有 10,000千円 1801
0776-35-0110 〒918-8015 福井県福井市花堂南１－４－１７

18-010102 小林　祐一 法 有 20,000千円 1801
0776-27-0586 〒910-0006 福井県福井市中央一丁目１９番２１号

18-011182 田中　洋介 法 無 3,000千円 1806
0778-43-8771 〒915-0251 福井県越前市東庄境町２８－６１

18-010474 林　孝行 法 無 20,000千円 1808
0778-36-1070 〒916-0225 福井県丹生郡越前町上山中６－５

18-009861 菊田　裕二 法 無 8,000千円 1809
0770-22-6380 〒914-0146 福井県敦賀市金山７２－３

00-027296 上田　祐広 法 有 50,000千円 1801
0776-24-1341 〒910-0858 福井県福井市手寄１－１７－１３

18-008770 村中　俊子 法 無 3,000千円 1809
0770-24-3662 〒914-0121 福井県敦賀市野神１２－５０

18-004008 土山　力雄 法 無 10,000千円 1801
0776-97-5791 〒918-8023 福井県福井市西谷２－１４０３－１

18-011519 山本　英治 法 無 10,000千円 1801
0776-58-2115 〒910-0854 福井県福井市御幸３－１－２５

土２と２管２鋼２舗２機１水２
（株）キーセンター

具１
（株）キープクリーン

土２と２管２し２
（有）ギガテック

水１
神田設備（有）

管１機１
（株）芳組

土１管１
勧和工業（株）

環水工房（有）

機１

土２建２大２と２屋２管２鋼２舗２板２塗２防２内２具２解２
（有）技建テクノス

と１電１管１機１
基幸建設工業（株）

土１と１
（株）機工テクノ

電１
（株）ＫｉＫｉ

土１建１大１と１石１屋１管２タ１鋼１舗１し１内１機１園１水１解１
（有）菊田電設

電１管１
技建工業（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010840 小堀　俊治 法 無 3,000千円 1809

0770-45-2165 〒919-1331 福井県三方上中郡若狭町鳥浜５９－１１

18-009982 木澤　直人 法 無 5,000千円 1801
0776-56-3554 〒910-0142 福井県福井市上森田３－１０８

18-011548 岸上　雄二 個 無 1809
0770-24-3951 〒914-0035 福井県敦賀市山泉８０－９－６１

18-000662 岸　新二 法 有 10,000千円 1809
0770-23-3251 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町１－２－４２

18-005768 岸崎　圭薫 法 無 10,000千円 1810
0770-77-1354 〒919-2121 福井県大飯郡おおい町万願寺４６－９－１

18-001867 斎藤　良一 法 無 10,000千円 1801
0776-54-0750 〒918-8203 福井県福井市上北野１－１８－１７

18-003011 岸本　正 法 有 30,000千円 1809
0770-25-2880 〒914-0043 福井県敦賀市衣掛町５１８

18-009340 岸本　則雄 個 無 1809
0770-23-3916 〒914-0011 福井県敦賀市樫曲１６－９

18-010887 高橋　則夫 個 有 1806
0778-22-4564 〒915-0811 福井県越前市本多１－１－２

18-008977 北風　俊哉 個 無 1802
0776-78-7197 〒910-4124 福井県あわら市田中々３２－２２－５

18-009135 北風　誠 個 無 1802
0776-72-0776 〒919-0532 福井県坂井市坂井町高柳７４－１９

18-004582 北川　聡 法 有 30,000千円 1801
0776-22-2694 〒918-8231 福井県福井市問屋町２－６５

18-007202 須原　祥量 法 有 5,000千円 1803
0779-67-1531 〒912-0138 福井県大野市花房１４－２８

（有）貴御電設

電１
木沢建築（株）

建１
岸上電設

建１
北風建設

建１
北風造園美創

園１
（株）北川

建１
岸本建設（株）

土２建２と２石２電２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
岸本工務店

建１
木重材木店

電１
（株）岸組

土１と１石１鋼１舗１塗１
（有）岸崎工作所

建１
岸田建設（株）

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
（有）北川組

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-002611 北川　直之 法 無 10,000千円 1803

0779-65-0194 〒912-0437 福井県大野市中据２９－２０－１

18-006168 北川　長次 法 有 10,000千円 1809
0770-23-5565 〒914-0138 福井県敦賀市櫛林３２－１６－８

18-005869 北川　頼子 法 有 10,000千円 1801
0776-22-2612 〒918-8231 福井県福井市問屋町２－６５

18-009753 北川　純二 個 無 1801
0776-61-2038 〒910-1141 福井県吉田郡永平寺町松岡領家１０－６４

18-011235 北川　和良 法 有 3,000千円 1801
0776-36-2990 〒918-8116 福井県福井市大町１－６０３－２

18-007112 北川　忠寿 個 無 1803
0779-65-2454 〒912-0006 福井県大野市庄林３８－４９

18-008340 北川　孝幸 法 無 5,000千円 1802
0776-66-3341 〒910-0303 福井県坂井市丸岡町猪爪１－３１１－１

18-007992 北口　富一 個 無 1802
0776-77-1122 〒910-4112 福井県あわら市井江葭７３－３５－６

18-003384 北島　嘉雄 法 有 10,000千円 1802
0776-73-0440 〒919-0621 福井県あわら市市姫４－６－３５

18-009765 北嶋　邦夫 法 無 3,000千円 1802
0776-58-0570 〒919-0411 福井県坂井市春江町藤鷲塚３６－２３－３

18-005459 北瀬　龍一 法 有 20,000千円 1808
0778-37-6100 〒916-0422 福井県丹生郡越前町厨７－３０－１２

18-010285 北出　敏治 個 無 1801
0776-35-1321 〒918-8011 福井県福井市月見５－５－２

18-001961 内田　壮一 法 有 10,000千円 1807
0778-42-1311 〒915-0242 福井県越前市粟田部３２－１５－１

通１
北川鉄筋

筋１
北川電工（有）

電１
北口工務店

土１と１舗１
北川スチール（株）

屋１具１
キタガワ設備

管１
（有）北川通信

北川建設（株）

建１鋼１機１
北川建設（株）

土２と２舗２
北出シーリング

防１
（株）木だて家

建１

建１
（株）北島工務店

建１
（有）キタジマ創建

建１
（株）北瀬海運建設
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-005843 北　雅嘉 法 無 5,000千円 1802

0776-66-0883 〒910-0243 福井県坂井市丸岡町石城戸２－１３

18-007732 北中　一裕 法 無 3,000千円 1801
0776-36-7109 〒918-8066 福井県福井市渡町５３４

18-011082 北島　和彦 法 無 4,000千円 1806
0778-23-5014 〒915-0857 福井県越前市四郎丸町３１－１－１９

18-011198 北野　眞 法 無 7,000千円 1806
0778-27-1468 〒915-0014 福井県越前市西尾町２２－３６

18-009565 北野　俊秀 法 無 5,000千円 1806
0778-23-9788 〒915-0844 福井県越前市妙法寺町３６－６

18-002584 北野　七右衛門 法 無 5,000千円 1808
0778-36-0111 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田８５－１５

18-010168 北畑　栄治 個 無 1802
0776-82-1134 〒913-0002 福井県坂井市三国町加戸７３－５

18-007833 北川　賢一 法 有 20,000千円 1804
0779-88-0604 〒911-0801 福井県勝山市沢町２－１１－８

18-006335 濱野　博 法 無 3,000千円 1809
0770-24-0626 〒914-0805 福井県敦賀市鋳物師町１－２３

18-011007 佐々木　甚一 法 有 5,000千円 1806
0778-23-8966 〒915-0004 福井県越前市北町７４－３９

18-011077 北村　英夫 法 無 500千円 1809
0770-25-5339 〒914-0138 福井県敦賀市櫛林１７－１－３１

18-000930 北村　洋 法 有 10,000千円 1806
0778-45-2180 〒919-0111 福井県南条郡南越前町杉谷３４－１３

18-004715 北村　桂一 法 無 3,000千円 1809
0770-23-4171 〒914-0823 福井県敦賀市沓見５５－３７－１

電１
（有）北中

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
（有）北日本工業

建１
（株）北野架設

（有）北電機商会

土１と１
（株）きたむら

塗１
北村工業（株）

土１と１管１鋼１舗１水１解１
（有）北村工務店

電１
（有）北八建設

土２建２と２塗２園１解２
（有）キタハマ建築

建１
北町工業（株）

と１
（株）北野左官工業

左１
（有）北野石材工業

石１
北畑電機商会

建１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007279 北村　俊治 法 有 10,000千円 1801

0776-27-3100 〒910-0854 福井県福井市御幸４－７－７

18-011180 北村　貴大 法 無 5,000千円 1801
0776-56-4242 〒910-0123 福井県福井市八重巻町３１－１７－９

18-002026 北谷内　友将 法 無 10,000千円 1801
0776-35-7288 〒918-8024 福井県福井市舞屋２－１７－２

18-010836 北山　清治 法 無 3,000千円 1801
0776-37-3117 〒918-8067 福井県福井市飯塚町９－１１３

18-009107 北山　裕之 法 無 8,000千円 1802
0776-66-3784 〒910-0265 福井県坂井市丸岡町朝陽１－１０５

18-001879 北山　大志郎 法 有 20,000千円 1809
0770-32-0529 〒919-1131 福井県三方郡美浜町木野２１－４－１７

18-006871 北山　光男 法 無 20,000千円 1809
0770-32-0745 〒919-1122 福井県三方郡美浜町松原３０－７－２

18-003823 北山　安博 法 有 10,000千円 1803
0779-67-1310 〒912-0142 福井県大野市蓑道２３－１１

18-003714 北山　耕三 法 有 20,000千円 1802
0776-66-8181 〒910-0326 福井県坂井市丸岡町末政４－１９０

00-020490 矢野　智孝 法 有 20,000千円 1801
0776-22-5256 〒910-0019 福井県福井市春山２－１８－２４

18-001068 松尾　康史 法 無 5,000千円 1810
0770-67-3006 〒917-0385 福井県大飯郡おおい町井上１９－６

18-006398 吉開　一幸 個 無 1809
0770-23-2720 〒914-0058 福井県敦賀市三島町２－９－２９

18-000799 木津　勇二 法 無 10,000千円 1806
0778-43-0575 〒915-0242 福井県越前市粟田部町６－１５

土１建１と１管１鋼１舗１園１水１解１
北山工業（株）

土１大１左１と１石１屋１電１管１タ１舗１板１ガ１塗１防１内１機１絶１通１具１消１
（有）北山工務店

土１と１石１
北山設備（株）

建１
（株）キタヤマ

防１
（有）北山組

土１と１
（株）北山建設

北村商事（株）

機１
北村設備工業（株）

土１と１管１
（株）キタヤチ工務店

建１
（株）木津組

土１と１石１管１解１

管２
（株）吉勝重建

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
（有）吉良組

土１と１舗１解１
吉開建築店
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-006114 上出　進次 法 無 10,000千円 1801

0776-54-5656 〒910-0804 福井県福井市高木中央２－３４０５－５

18-010852 高嶋　義尚 法 無 1,000千円 1801
0776-97-9231 〒918-8026 福井県福井市渕１－２０５

18-010717 木戸口　政広 個 無 1806
0778-27-1446 〒915-0026 福井県越前市五分市町３－２

18-006992 衣川　幸一 法 無 3,000千円 1802
0776-51-5605 〒919-0474 福井県坂井市春江町西太郎丸１８－１３－４６

18-010591 松谷　茂樹 法 無 1,000千円 1803
0779-66-0683 〒912-0067 福井県大野市右近次郎４０－４８

18-002224 甲　勝弘 法 無 10,000千円 1806
0778-24-4789 〒915-0893 福井県越前市片屋町１９－１７

18-005517 甲　一暁 法 有 50,000千円 1801
0776-52-7707 〒910-0837 福井県福井市高柳２－１３０１

18-003467 木下　聖一 法 無 3,000千円 1802
0776-77-2474 〒910-4104 福井県あわら市温泉４－１３０１

18-004648 木下　正敏 法 無 15,000千円 1801
0776-23-2913 〒918-8238 福井県福井市和田２－１６０５

18-011657 木下　剛 個 無 1805
090-5684-1561 〒916-1102 福井県鯖江市大野町６－１０－１

18-000557 木下　幹太 法 無 50,000千円 1802
0776-72-0272 〒919-0407 福井県坂井市春江町辻２－５－１

18-005426 木下　雅生 法 無 10,000千円 1802
0776-73-1344 〒919-0628 福井県あわら市大溝２－２６－８

00-024375 山本　達雄 法 有 40,000千円 1806
0778-24-2200 〒915-8585 福井県越前市大虫町７－２

筋１
木戸口建設

建１大１
（有）衣川塗工

塗１防１
（株）木の家工房松谷建築

（株）キッチンプラント

管１機１
義鉄工業（株）

土２建２と１鋼２
（株）キノシタ住宅

建１
（株）木原

土２建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２

建１
木下建設（株）

土１建１と１
木下建築

建１
木下工業（株）

建１
（株）キノエ工務店

建１
甲泰営建築（株）

建１大１内１
（有）木下建設
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010881 木原　進一 個 有 1808

0778-32-2052 〒916-0273 福井県丹生郡越前町小曽原２１－４－１

18-010508 木又　昌樹 法 無 5,000千円 1809
0770-24-1691 〒914-0145 福井県敦賀市野坂２５－２－２

18-008415 木又　一男 個 有 1810
0770-62-1511 〒919-1542 福井県三方上中郡若狭町井ノ口３７－１２－３

18-011622 木水　淳文 法 有 30,000千円 1805
0778-62-7700 〒916-0084 福井県鯖江市小泉町２６－６－４

18-000180 木村　寿高 法 有 28,000千円 1808
0778-32-3016 〒916-0252 福井県丹生郡越前町蝉口６－６－１

18-005630 木村　伊三男 法 無 10,000千円 1810
0770-77-0500 〒919-2115 福井県大飯郡おおい町父子２１－４

18-011571 木村　雅彦 法 無 5,000千円 1801
0776-35-4010 〒918-8025 福井県福井市江守中２－１２０５

18-003918 木村　康宏 法 無 3,000千円 1801
0776-53-1441 〒910-0826 福井県福井市上中町５６－２１－１

18-007677 木村　幸雄 個 無 1802
0776-51-5637 〒919-0411 福井県坂井市春江町藤鷲塚２－３－１５

18-009669 木村　誠 法 無 10,000千円 1805
0778-51-7280 〒916-0024 福井県鯖江市長泉寺町１－２－４３

18-003378 辻　武志 法 有 12,000千円 1801
0776-35-0605 〒918-8003 福井県福井市毛矢２－３－１

18-006656 津田　仁士 法 無 10,000千円 1810
0770-52-1075 〒917-0077 福井県小浜市駅前町１５－３

18-008537 三田村　信夫 法 有 10,000千円 1801
0776-33-2227 〒918-8034 福井県福井市南居町８１－１－４４

きはら商店

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
（有）木村工業

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１水１
木村工務店

大１
（株）キムラ・プランニング

土１
木村建設（株）

土１と１管１舗１水１
（有）木村建設

土１と１舗１
（株）木村工業

管１
（有）木又建設

建１大１
キマタデンキ

電１
（株）キミコン

機１

建１
（株）キャンピオ辻万

建１内１
共栄工業（株）

土１と１石１管１鋼１舗１し１井１水１
協栄工業（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010620 岩田　隆 法 有 3,000千円 1801

0776-58-3113 〒918-8104 福井県福井市板垣３－１６１９Ｍビル３Ｆ

18-001094 小田　尚哉 法 無 10,000千円 1809
0770-25-3500 〒914-0028 福井県敦賀市中３６－１４－４

18-006766 新清　秀樹 法 無 5,000千円 1801
0776-97-9564 〒918-8027 福井県福井市福町３６－３１－７

18-009973 中尾　浩二 法 無 1,000千円 1810
0770-72-1345 〒919-2225 福井県大飯郡高浜町宮崎６２－１０－３

18-010808 津田　敬三 個 無 1810
0770-52-0762 〒917-0078 福井県小浜市大手町５－６

18-011381 今安　孝之 法 無 1,000千円 1809
0770-32-5721 〒919-1121 福井県三方郡美浜町和田１４－１３－１

18-007139 辻　広幸 法 無 3,000千円 1809
0770-20-0170 〒914-0814 福井県敦賀市木崎３８－５－１

18-009491 高村　修巳 法 無 3,000千円 1804
0779-87-1372 〒911-0034 福井県勝山市滝波町３－１２０６－１

18-002276 筧　純治 法 有 10,000千円 1802
0776-82-0301 〒913-0021 福井県坂井市三国町楽円２７－２６

18-008114 林田　正治 法 無 5,000千円 1802
0776-66-8470 〒910-0373 福井県坂井市丸岡町高柳２８－１６－２

18-008521 森崎　泰輔 法 無 10,000千円 1809
0770-25-3526 〒914-0811 福井県敦賀市中央町２－１０－２２

18-008647 黒川　祐一 法 無 3,000千円 1809
0770-24-2397 〒914-0821 福井県敦賀市櫛川３０号７番地の８

18-009726 酒井　達郎 法 有 10,000千円 1801
0776-34-2330 〒918-8011 福井県福井市月見４－２－３５

管１
（株）共栄テクノ

電１
共栄電機商会

電１
（株）共栄電気通信

（有）共栄弱電設備工業

電１消１
共栄商事（株）

土１と１
（有）協栄設備

電１管１
共立産業（株）

建１管１機１

土１と１鋼１
（有）協正鐵工

鋼１
（株）協立技術工業

電１管１機１
（有）共立工業

電１消１
（有）共栄電工

電１
（有）共栄電設

電１管１消１
共伸工業（株）

75/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011245 北川　昭彦 法 有 3,000千円 1802

0776-51-0780 〒919-0477 福井県坂井市春江町田端３－２－４

18-004124 土田　和男 法 有 20,000千円 1801
0776-23-3848 〒910-0854 福井県福井市御幸３－３－３８

18-008602 竹澤　竜也 法 無 3,000千円 1801
0776-35-4091 〒918-8055 福井県福井市若杉町３４－５

18-008842 出所　敏美 法 有 21,000千円 1809
0770-23-0453 〒914-0061 福井県敦賀市蓬莱町３－２２

18-010247 岡部　眞理子 法 有 31,000千円 1801
0776-98-5189 〒910-3611 福井県福井市片山町６１－１７

18-002872 塚谷　浩一 法 有 21,000千円 1801
0776-35-6660 〒918-8026 福井県福井市渕１－３９０１

18-004768 羽賀田　達夫 法 無 10,000千円 1810
0770-77-0219 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１３７－５－１

18-006743 坂本　清彦 個 無 1803
0779-67-1309 〒911-0034 福井県大野市蓑道２６－甲２１

18-006284 吉田　俊彦 法 有 10,000千円 1801
0776-34-0184 〒918-8067 福井県福井市飯塚町７－３５－２

18-004371 山崎　公彰 法 無 10,000千円 1801
0776-35-4488 〒918-8025 福井県福井市江守中町８－２０２

18-000281 福岡　達夫 法 有 25,000千円 1806
0778-24-3400 〒915-0883 福井県越前市新町８－６

18-011488 山田　享樹 法 有 1,000千円 1809
0770-47-6690 〒914-0824 福井県敦賀市原２３－６－１－２

18-006604 清川　主税 法 有 20,000千円 1801
0776-61-0184 〒910-1133 福井県吉田郡永平寺町松岡春日３－７６－１

協立鉄工（株）

鋼１
協和住機（株）

塗１
（株）協和パッキン商会

と１板１絶１
キヨエイ・企画（株）

土１建１と１舗１
（株）キヨエイビルド

土１と１石１鋼１舗１し１
（株）共和庭園

土１と１園２
共和電工（株）

電１
協和塗装

土１建１管１水１
共和重量（有）

機１
（株）共和製作所

機１
（株）共和綜合建設

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼１筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２具２水２解２
（株）ＫＹＯＳＨＩＮ

と１
清川建設（株）

土１建２大１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011341 中野　喜代幸 法 無 5,000千円 1809

0770-25-6896 〒914-0145 福井県敦賀市野坂７７－１－３

18-000208 石田　元宏 法 無 24,000千円 1803
0779-66-5943 〒912-0093 福井県大野市中丁３－１１－１

18-011634 増田　和浩 法 有 3,000千円 1801
0776-98-8755 〒910-3636 福井県福井市山内町９－２－２

18-011246 宮本　直弥 法 無 10,000千円 1809
0770-21-5011 〒914-0806 福井県敦賀市松原町２１－１５

18-002383 金吾　康史 法 無 20,000千円 1809
0770-32-0100 〒919-1122 福井県三方郡美浜町松原３５－３－３

18-010949 錦古里　定夫 個 無 1801
0776-90-3378 〒910-2345 福井県福井市間戸町３９－２２

18-005218 穗毛　隆一 法 有 20,000千円 1801
0776-34-2788 〒918-8104 福井県福井市板垣４－７１５

18-011678 藤井　正典 法 無 10,000千円 1801
0776-38-7145 〒919-0321 福井県福井市下河北町１１－１３

18-011359 帰山　邦治 法 無 3,000千円 1801
0776-36-6768 〒918-8013 福井県福井市花堂東１－６－３

18-009771 小林　規男 法 有 6,000千円 1801
0776-63-5492 〒918-8013 福井県福井市花堂東１－８０３

18-008703 水上　正憲 法 無 5,000千円 1802
0776-51-5932 〒919-0462 福井県坂井市春江町江留上大和６－３

18-010890 佐々木　真 法 無 10,000千円 1809
0770-25-1230 〒914-0811 福井県敦賀市中央町２－１９－８

00-008296 三田村　謙 法 有 95,000千円 1801
0776-38-2911 〒919-0321 福井県福井市下河北町１１－１３

土１と１管１解１
（株）金吾設備

土１建１と１電１管２塗１機１水１消１解１
錦古里電工

土１と１石１電１鋼１舗１し１通１水１
銀扇福井（株）

左１と１石１タ１筋１
（株）桐林組

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２水２解２
（有）輝和産業

土１
近畿サーマル（株）

喜代左官工業（株）

土１建２と１屋２電１管２機２水２

建１電１
（有）空間広望まどか

建１
（株）クーロス

電１
（株）クォードコーポレーション

電２通２消１
（株）ＱＵＡＴＥＣ

管１
（株）クイスト

屋１板１
（有）空間工房
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011208 櫛田　実 個 無 1803

0779-66-3351 〒912-0088 福井県大野市水落町９－７

18-006671 櫛村　悦生 法 無 10,000千円 1806
07784-5-0169 〒919-0131 福井県南条郡南越前町今庄１１５－３９－２

18-000748 竹仲　隆子 法 有 20,000千円 1809
0770-25-0554 〒914-0058 福井県敦賀市三島町１－６－１６

18-009937 亀井　藍 法 有 20,000千円 1804
0779-88-3411 〒911-0832 福井県勝山市遅羽町蓬生３２榎木嶋９４－２

18-009116 馬場　功 法 有 282,343千円 1803
0779-65-0005 〒912-0401 福井県大野市吉６－７

18-003505 山岸　謙 法 無 10,000千円 1803
0779-65-2650 〒912-0071 福井県大野市鍬掛２－４－１

18-010998 小山　俊明 個 無 1808
0778-32-3366 〒916-0255 福井県丹生郡越前町江波４６－５－１

18-009313 土肥　敏宏 法 無 10,000千円 1801
0776-23-3812 〒910-0017 福井県福井市文京５－３２－２９

18-010191 黒田　邦彦 個 無 1806
0778-42-2027 〒915-0231 福井県越前市定友町４－４

18-010240 井上　吉弘 法 無 3,000千円 1806
0778-24-5630 〒915-0094 福井県越前市横市町５－１

18-008151 國田　武志 法 有 10,000千円 1810
0770-52-4040 〒917-0044 福井県小浜市飯盛２８－３５

18-004561 橋本　幸宏 法 有 20,000千円 1808
0778-32-3226 〒916-0255 福井県丹生郡越前町江波８９－５０－１

18-010400 國久　益弘 個 有 1810
0770-77-0420 〒919-2115 福井県大飯郡おおい町父子５２－１４

櫛田造園

園１
（株）クシムラ組

土１建１大１と１筋１内１
楠電気工事（株）

管１
（株）国高防災

消１
（株）国田ニューライフ

建１
國成建設（株）

土１管１機１井１水１消１
グッド・リフォーム

建１大１屋１タ１内１
クニ興業（株）

塗１防１内１
クニ設備

電２通１消１
九頭龍砕石（株）

土１舗１解１
九頭竜森林組合

土１
九頭龍設備（株）

土１と１管１舗１園１水１解１
國久建築

建１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-000534 久保　恵造 法 無 5,000千円 1810

0770-77-0274 〒919-2104 福井県大飯郡おおい町成和字２－１－６９

18-001043 久保　裕二 法 無 10,000千円 1803
0779-65-3195 〒912-0811 福井県大野市土打７０－１７－１

18-003247 久保　信雄 法 無 10,000千円 1801
0776-34-6313 〒918-8037 福井県福井市下江守町１６－２５－１９

18-006512 玉村　博文 法 有 10,000千円 1801
0776-27-5089 〒910-0065 福井県福井市八ツ島町３１－６０５

18-010850 窪田　伸広 法 無 25,000千円 1809
0770-62-1003 〒919-1553 福井県三方上中郡若狭町堤１６－８－３

18-000982 久保田　浩幸 法 有 20,000千円 1809
0770-45-0220 〒919-1303 福井県三方上中郡若狭町三方２４－６６

18-011352 久保田　百代 法 有 10,000千円 1801
0776-22-0745 〒910-0003 福井県福井市松本４－１２－１０

18-009032 久保　直行 法 無 3,000千円 1801
0776-24-0918 〒910-0003 福井県福井市松本３－２３－９

18-000752 熊谷　浩一 法 無 10,000千円 1801
0776-23-3980 〒910-0011 福井県福井市経田２－１５０３

18-009537 熊崎　泰大 法 無 10,000千円 1809
0770-25-6629 〒914-0138 福井県敦賀市櫛林２－２－４７

18-001824 熊野　雅子 法 無 36,000千円 1805
0778-51-2045 〒916-0022 福井県鯖江市水落町２－２－１０

18-003227 熊野　佳彦 法 無 10,000千円 1805
0778-65-3848 〒916-1115 福井県鯖江市落井町３６－２３

18-010042 川上　益巳 法 有 15,000千円 1801
0776-27-5600 〒910-0067 福井県福井市新田塚２－５３－６

土１と１
久保田工業（株）

土１建１と１鋼１筋１舗１塗１解１
久保田電機（株）

電１
（有）クボテクノサービス

土１と１舗１
（株）久保工務店

建１と１鋼１塗１防１内１
久保水工業（株）

土１と１管１舗１水１
（株）窪田組

（有）久保組

土１
（有）久保工務店

建１と１屋１機１解１
熊野建設（株）

土１建１と１解１
（株）クライム

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１

管１
熊谷電機（株）

電１
（株）熊崎工業

と１管１機１
（株）熊野組
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011171 菊田　裕文 法 有 90,000千円 1802

0776-66-5200 〒919-0504 福井県坂井市坂井町御油田３９－１０１

18-011345 蔵本　幸三 法 無 1,000千円 1801
0776-34-1595 〒918-8026 福井県福井市渕４－２３１０－２

18-002641 田中　陽介 法 有 75,000千円 1805
0778-54-8400 〒916-0038 福井県鯖江市下河端町１７０１

18-011444 田中　旭 個 無 1802
0776-67-1578 〒910-0367 福井県坂井市丸岡町羽崎２２－２－１０

18-008634 奴間　正人 法 無 20,000千円 1802
0776-81-8330 〒913-0043 福井県坂井市三国町錦３－４－２

18-011324 小山　智弘 法 無 5,000千円 1801
0776-76-5849 〒910-0857 福井県福井市豊島１－７－２２

18-007743 倉橋　巧 法 無 3,000千円 1801
0776-53-1383 〒918-8205 福井県福井市北四ツ居１－２７－１２

18-008282 倉橋　勇 法 無 3,000千円 1806
0778-23-2928 〒915-0881 福井県越前市下太田町２０－３－２６

18-010205 吉田　幸雄 法 無 3,000千円 1806
0778-24-2788 〒915-0873 福井県越前市池ノ上町９３－１－９

18-011450 福島　亮 法 無 8,000千円 1801
0776-65-3085 〒918-8114 福井県福井市羽水１－２０５－１

18-001948 今井　克己 法 有 30,000千円 1804
0779-88-4627 〒911-0034 福井県勝山市滝波町５－３２０

18-011236 浦杉　義博 法 有 10,000千円 1801
0776-35-5380 〒918-8013 福井県福井市花堂東１－１７－２５

18-011393 林　忠次 法 有 5,000千円 1801
0776-38-1873 〒918-8017 福井県福井市下荒井町６－４０３

電１管１消１
（株）蔵建

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
クラシス（株）

建１内１
ＣＲＵＳＨ

クラウン防災（株）

建１大１屋１タ１内１
グリーン開発（株）

土２と２石２鋼２舗２し２塗２園１水２解２
クリーンガス福井（株）

管１
（株）グリーンシア

屋１
（有）倉橋工業

土１と１鋼１
（有）くらや

具１
ＧＲＡＮＤ　ＨＯＵＳＥ（株）

と１解１
（株）クラップ

土１建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗１板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
（株）クラバウト

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
（有）倉橋瓦商店

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
00-008230 小西　晧 法 有 50,000千円 1802

0776-67-1260 〒910-0315 福井県坂井市丸岡町小黒７０－６－１

18-011350 西井　浩 法 有 3,000千円 1801
0776-38-2502 〒919-0321 福井県福井市下河北町２３－１

18-010670 山下　大起 法 有 10,000千円 1805
0778-52-5000 〒916-0038 福井県鯖江市下河端町１８０２

18-009279 和田　聡 法 有 10,000千円 1809
0770-47-5558 〒914-0042 福井県敦賀市石ヶ町１－１

18-004737 下矢　健太郎 法 有 12,000千円 1801
0776-83-1817 〒910-3262 福井県福井市一王寺町２８－３

18-011087 牧野　光博 法 無 3,000千円 1801
0776-23-4385 〒910-0021 福井県福井市乾徳１－４－１８

18-008838 天谷　泰三 法 有 10,000千円 1805
0778-54-7775 〒916-0001 福井県鯖江市吉江町１１－１０

18-009892 田畑　正行 法 有 3,000千円 1809
0770-45-1595 〒919-1303 福井県三方上中郡若狭町三方２４－６６

18-010867 田村　弘之 法 有 3,000千円 1802
0776-43-0708 〒919-0628 福井県あわら市大溝１－６－８

18-004117 佐々木　勝 法 有 20,000千円 1801
0776-53-7870 〒910-0804 福井県福井市高木中央１－２９１３

18-010989 栗原　功 法 無 3,000千円 1810
0770-53-2592 〒917-0046 福井県小浜市岡津２７－１

18-004436 中村　大輔 法 有 40,000千円 1809
0770-23-1091 〒914-0814 福井県敦賀市木崎２－４

18-010207 牧野　幹生 法 無 3,000千円 1801
0776-25-2209 〒910-0037 福井県福井市西堀町７－１０９

土１と１石１鋼１舗１園１
クリ英ター永和（株）

建１
（有）クリエイト若狭

土１と１
（有）クリエート・バリュー

管１機１
クリーンテック（株）

と１管１
（株）グリーン福井

土１と１石１舗１園１
（有）グリーンプロカンパニー

（株）グリーンシェルター

土２建２大２と２石２屋２管２タ２鋼２舗２し２内２園２水２解２
（株）クリーンスペースニッコウ

と１解１
クリーンテクノ（株）

土１と１電１管２鋼１塗１機１
グループ・ミキ（有）

と１

建１電１
クリタ明希（株）

管２機２
（株）栗原

土１
（株）クリンテック

81/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010231 黒川　秀之 法 有 5,000千円 1801

0776-34-1912 〒918-8055 福井県福井市若杉３－９０３

18-010549 黒＊　明仁 法 無 5,000千円 1810
0770-77-0206 〒919-2121 福井県大飯郡おおい町本郷１１０－１５－１

18-006297 木下　良子 法 有 40,000千円 1801
0776-57-1770 〒918-8218 福井県福井市河増町２０－３４－１

18-006510 黒田　義弘 法 有 3,000千円 1804
0779-88-1563 〒911-0032 福井県勝山市芳野町２－１－３２

18-009078 黒田　満典 法 無 5,000千円 1801
0776-21-4056 〒910-0854 福井県福井市御幸３－１４－１３

18-011713 岩佐　泰地 法 無 3,000千円 1801
0776-41-3636 〒910-2144 福井県福井市上毘沙門町２－２９５

18-009966 黒田　進 法 無 5,000千円 1801
0776-34-8639 〒918-8026 福井県福井市渕４－８０５

18-009841 黒田　勲 法 無 5,000千円 1801
0776-53-4699 〒910-0807 福井県福井市高木北３－６０７－１

18-011184 桑原　孝昭 法 無 2,000千円 1801
0776-35-6639 〒918-8064 福井県福井市西学園３－３０６

18-010920 桑原　浩昭 個 無 1801
0776-61-1469 〒910-1132 福井県吉田郡永平寺町松岡葵２－７

18-011455 堂下　康昭 法 無 5,000千円 1806
0778-22-9561 〒915-0836 福井県越前市野上町３－２－１６

18-009639 今西　一平 法 有 3,000千円 1809
0770-25-3344 〒914-0145 福井県敦賀市野坂２８－６－３

00-026369 金沢　元男 法 有 20,000千円 1809
0770-47-6023 〒914-0803 福井県敦賀市新松島町１－２６－Ｊ

と１
（株）クロス

建２と２
（有）黒田

具１
（有）黒田商会

（株）グルーライブ

建１屋１板１
（株）黒崎

と１
（有）ケイ・アイ・エス

建１大１屋１鋼１内１機１
（株）ケイアイコーポレーション

土２と２管１鋼２舗２し２塗２水２解２

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
桑原建装（株）

塗１
桑原電工

電１
（株）ＫＲＤ

建１電１管１
（株）ＧＲＯＣＫ

と１
（株）くろでん

電１
黒登建設（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008620 松原　薫 法 有 3,000千円 1810

0770-77-2130 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１４６－５－１

18-010788 小林　裕大 法 無 5,000千円 1801
0776-28-0285 〒918-8239 福井県福井市成和１－２５０７－４

18-004214 加藤　幸司 法 無 20,000千円 1801
0776-21-0305 〒910-0856 福井県福井市勝見３－１７－１

18-011335 加藤　正三 個 無 1801
0776-76-3011 〒910-0859 福井県福井市日之出２－２－１３

18-002311 長尾　拡昭 法 有 70,000千円 1801
0776-26-3044 〒910-0859 福井県福井市日の出１－６－１４

18-010395 山田　勝也 法 有 20,000千円 1806
0778-23-0020 〒915-8555 福井県越前市家久町４６－２０

18-009288 福井　源治 法 無 10,000千円 1809
0770-21-4146 〒914-0062 福井県敦賀市相生町２１－５１－２

18-011714 大越　一成 法 有 100千円 1805
0778-52-3959 〒916-0005 福井県鯖江市杉本町１６－３ー１

18-010604 川口　昭雄 法 無 3,000千円 1810
0770-72-4755 〒919-2228 福井県大飯郡高浜町塩土２－６

18-011420 志賀　達憲 法 有 1,000千円 1809
0770-32-1883 〒914-0814 福井県敦賀市木崎１２－１７－１

18-011605 北山　大河 法 無 5,000千円 1806
0778-67-8350 〒915-0041 福井県越前市葛岡町４－８－２

18-010729 宮川　正次 法 有 3,000千円 1805
0778-77-2084 〒916-0017 福井県鯖江市神明町３－５－１９－１

18-009011 小林　秀彰 法 無 3,000千円 1802
0776-51-7061 〒919-0472 福井県坂井市春江町松木３－２５

（有）ケイエムサービス

建１
（合）Ｋｅｉメンテナンス

機１
（株）Ｋワークス

機１
（株）ＫＲ　Ｏｃｅａｎ

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
（株）京福コミュニティサービス

土２建２電１
Ｋ－ＰＬＡＮ（株）

電１
ケイ・プランニング（株）

土１と１機１
（株）Ｋ－ＳＴＡＧＥ

と１
ケイズプロス（株）

土２と２鋼２塗２解２
ＫＤセコカン

電１

土１と１石１鋼１舗１し１機１水１
（株）Ｋ－ＵＰ

と１
（株）Ｋ・Ｆ・Ｆ

土１と１舗１解１
（有）ケーエム計装
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007259 畑中　良尚 法 無 10,000千円 1810

0770-56-3636 〒917-0027 福井県小浜市生守１０－４６

18-010707 角谷　喜三郎 法 無 10,000千円 1801
0776-83-0127 〒910-3145 福井県福井市串野町６－１７－１

18-010708 山荘　圭吾 法 無 5,000千円 1809
0770-21-3034 〒914-0058 福井県敦賀市三島町１－１－１１

18-011291 竹内　啓修 法 無 5,000千円 1801
0776-36-0525 〒918-8057 福井県福井市加茂河原１－８－２２

18-011136 小谷　幸二 法 無 3,000千円 1801
0776-89-1630 〒918-8184 福井県福井市真木町１４１－１４－４

18-010837 永田　一起 法 無 5,000千円 1801
0776-43-0828 〒910-0034 福井県福井市菅谷２－４－２１

18-006943 小林　眞 法 無 10,000千円 1801
0776-41-3330 〒910-2146 福井県福井市下毘沙門町１９－２

18-002043 岩上　博二 法 無 35,000千円 1801
0776-86-7070 〒910-3386 福井県福井市南菅生町２９－４

18-009967 前川　修康 法 無 20,000千円 1803
0779-66-0675 〒912-0053 福井県大野市春日３－２０－７

18-010586 日方　玲亘 法 無 5,000千円 1809
0770-45-2428 〒919-1322 福井県三方上中郡若狭町成願寺２０－５－１

18-008892 今井　伸明 法 無 5,000千円 1801
0776-34-3736 〒918-8055 福井県福井市若杉４－１７２３

18-011344 出水　建大 法 無 1,000千円 1802
0776-97-9021 〒910-0371 福井県坂井市丸岡町八ツ口６－２４

18-010034 小林　浅信 個 有 1801
0776-88-2126 〒910-3404 福井県福井市大丹生町４６－３－１

と１管１
（株）ケーシュウ・ワークス

建１大１屋１タ１内１
（株）Ｋ’ｓ－ｉｎｔｅｒｉｏｒ

内１
Ｋ・Ｐ工業（株）

（株）ケーオー電気

電１
（株）Ｋ．ｃｏｍｐａｎｙ

土１建１と１管１鋼１舗１園１解１
（株）Ｋ．Ｇ－ＷｏＲＫ

建１大１屋１タ１内１
建築請負甚平

建１

土２と２石２管１鋼２舗２し２解２
（株）建誠工業

大１と１管１機１
（株）建創

建１大１屋１電１管１タ１内１
（株）建大工房

管１
（株）ケーブルテクノサービス

通１
（株）建昇

土２と２管２鋼２舗２し２水２解２
（株）建世
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011382 丹羽　直明 個 無 1808

0778-34-2822 〒916-0156 福井県丹生郡越前町東内郡２－１１５

18-009943 濱中　康夫 個 有 1802
0776-81-3006 〒913-0036 福井県坂井市三国町米納津１１－６

18-010494 森田　紀康 個 無 1809
0770-25-7055 〒914-0137 福井県敦賀市ひばりヶ丘町６－１９－４

18-009963 天藤　平 個 有 1809
0770-23-3780 〒914-0013 福井県敦賀市谷口８－５－１

18-010514 中村　英二 個 無 1801
0776-35-8130 〒918-8027 福井県福井市福２－７１２

18-011479 尾形　武夫 法 有 3,000千円 1806
0778-27-8503 〒915-0025 福井県越前市味真野町１２－９

18-011446 斎藤　賢治 法 無 5,000千円 1801
0776-56-1994 〒910-0021 福井県福井市乾徳３－８－５

18-004753 山元　則良 法 無 5,000千円 1801
0776-27-0683 〒910-0033 福井県福井市三郎丸２－２００２

18-010563 岡崎　玲子 法 無 30,000千円 1801
0776-53-0816 〒918-8204 福井県福井市南四ツ居２－２－１２

18-010466 小泉　英昭 個 無 1806
0778-22-5706 〒915-0852 福井県越前市松森町１０－４－７

18-007211 幸池　繁信 法 無 10,000千円 1810
0770-56-1414 〒919-2207 福井県小浜市遠敷１－６０３－２

18-008149 猪股　光一 法 無 3,000千円 1801
0776-54-8517 〒910-0803 福井県福井市高柳町８－２８－２

18-005605 国川　晃 法 有 5,000千円 1809
0770-32-0517 〒919-1123 福井県三方郡美浜町久々子１７－７

建築幸房　丹羽

建１
建築工房　濱中

建１
（株）コアーズ

建２大１と１屋１板１塗１防１内１解１
小泉建具

具１
（株）幸池建材

建１大１
（有）元電

電１
ＫＥＮ電機（株）

電１
建和工業（有）

建１
建築工房　もりた

建１
建築工房天藤

建１
建築工房英

土１と１舗１
（有）光一

塗１防１
（有）耕雲商事

と１機１解１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-003326 井上　浩一郎 法 無 10,000千円 1801

0776-36-3373 〒918-8011 福井県福井市月見５－７－８

18-010888 工藤　英之 法 無 7,000千円 1805
0778-51-4247 〒916-0054 福井県鯖江市舟津町３－３－４

18-005656 齋藤　友快 法 無 27,000千円 1801
0776-35-9710 〒918-8105 福井県福井市木田３－９１３

18-005697 吉田　和幸 法 無 10,000千円 1802
0776-82-3948 〒913-0058 福井県坂井市三国町新宿２－６－３１

18-010126 仲嶌　則高 法 無 3,000千円 1809
0770-47-6379 〒919-1142 福井県三方郡美浜町興道寺９－１１－１

18-002968 池本　委加 法 無 25,000千円 1809
0770-21-2111 〒914-0035 福井県敦賀市山泉７３－１１１－２

18-004882 五十嵐　光三 法 無 10,000千円 1806
0778-43-1237 〒915-0232 福井県越前市新在家町９－１４

18-009994 中宮　省三 法 有 10,000千円 1801
0776-97-6740 〒910-0068 福井県福井市船橋新１－３０２

18-011723 田中　幸士朗 法 無 10,000千円 1801
0776-97-8218 〒910-0843 福井県福井市西開発１－２５０１

18-009698 山田　俊則 法 無 3,000千円 1801
0776-54-6733 〒910-0826 福井県福井市上中町２８－１１

18-010143 池田　啓二 法 無 3,000千円 1810
0770-52-3032 〒917-0076 福井県小浜市湯岡１８－１４－１

18-000410 高木　孝雄 法 無 20,000千円 1801
0776-23-5267 〒910-0019 福井県福井市春山２－１０－７

18-010465 中島　宏治 法 無 3,000千円 1809
0770-24-7221 〒914-0078 福井県敦賀市桜町５－１４

土１と１石１舗１し１
（有）高栄工業

土１と１舗１解１
幸栄産業（株）

土１管１水１
光栄板金工業（株）

建１大１左１屋１タ１鋼１内１
（株）宏栄

大１と１
宏栄建設（株）

建２
幸栄建設（株）

（株）上栄

と１管１機１

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（有）光啓商事

と１解１
（株）高建

建１内１
（株）宏建

屋１板１
（株）光希

建１
（株）幸希工業

解１
（有）工協社
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010909 山下　敦志 法 無 5,000千円 1806

0778-22-3122 〒915-0805 福井県越前市芝原４－３－１

18-004395 塩田　博昭 法 有 10,000千円 1801
0776-27-3737 〒910-0017 福井県福井市文京６－１８－６

18-010407 岩尾　修 法 有 5,000千円 1805
0778-53-1866 〒916-0005 福井県鯖江市杉本町３２－１０７－５

18-002794 八木　寛 法 有 8,000千円 1801
0776-24-2287 〒910-0017 福井県福井市文京６－１０－７

18-009191 一瀬　康一郎 法 有 5,000千円 1810
0770-72-4358 〒919-2383 福井県大飯郡高浜町日置４９－２０－１

18-009558 西原　直人 法 無 9,000千円 1805
0778-52-7057 〒916-0054 福井県鯖江市舟津町４－１２－１５

18-011589 幸谷　強 個 無 1801
0776-41-0667 〒919-0305 福井県福井市徳光町５０－１３

18-006696 高知　裕子 法 無 3,000千円 1801
0776-36-0107 〒918-8116 福井県福井市大町１４－１１１－１

18-010646 寺下　浩二 法 無 3,000千円 1803
0779-65-0850 〒912-0016 福井県大野市友江２４－１２

18-005081 湯本　信秋 法 無 12,000千円 1806
0778-47-3615 〒919-0217 福井県南条郡南越前町杣山６－７

18-007848 小林　豊幸 法 無 3,000千円 1801
0776-21-5707 〒910-0011 福井県福井市経田２－１９０１－２

18-002245 木村　丈展 法 無 20,000千円 1801
0776-53-0777 〒910-0805 福井県福井市高木１－６０７

18-005419 北﨑　重夫 法 無 30,000千円 1801
0776-25-2630 〒910-0067 福井県福井市新田塚１－２０－５

（株）晃功設備

管１
光新建設（株）

建１
功勢機設（株）

建１大１
合同建設（株）

土１と１石１
（有）幸道産業

と１
合同設備工業（株）

土１と１石１電１鋼１舗１し１塗１水１解１
幸暖舎

管１
（有）高知商店

屋１板１
（有）合同建業

と１塗１機１
（有）紅青社

鋼１内１
（有）康誠電気

電１管１通１
（有）昴成都市計画

土１と１電１管２鋼１舗１機１井１水１消１
合同電機（株）

建２大２左２と２石２屋２電２管１タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２通１具２消１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-006060 水上　徹郎 法 有 10,000千円 1801

0776-25-3331 〒918-8239 福井県福井市成和２－１０１８

18-007271 伊藤　直美 法 無 5,000千円 1801
0776-35-7686 〒918-8025 福井県福井市江守中１－１０１１

18-011418 齋藤　伸夫 法 無 5,000千円 1801
0776-43-0277 〒918-8012 福井県福井市花堂北２－１９－２６

18-009623 河野　明 個 無 1809
0770-23-0841 〒914-0035 福井県敦賀市山泉９－１３－６

18-010915 小玉　俊一朗 法 無 1,000千円 1806
0778-23-1538 〒915-0043 福井県越前市庄田町１０－３－１

18-011469 加賀　宏 法 無 1,000千円 1802
0776-78-4060 〒910-4103 福井県あわら市二面４１－１５

18-009903 佐々木　茂幸 法 無 5,000千円 1801
0776-25-2200 〒910-0022 福井県福井市花月４－４－１５伊藤硝ビル２階

18-010734 牧田　茂男 法 無 5,000千円 1809
0770-32-1970 〒919-1132 福井県三方郡美浜町佐柿４５－１５－２

18-011322 藤田　定正 個 無 1810
0770-52-2960 〒917-0017 福井県小浜市羽賀５－１

18-005103 筧　洋子 法 有 25,600千円 1810
0770-56-6210 〒917-0241 福井県小浜市遠敷９－４０３

18-007793 奥瀬　智映 法 無 20,000千円 1801
0776-53-8555 〒910-0805 福井県福井市高木２－１４０９－２

18-009265 中村　和弘 法 無 3,500千円 1801
0776-22-6746 〒910-0021 福井県福井市乾徳２－２－９

18-011330 富松　和久 法 無 1,000千円 1801
0776-33-3769 〒918-8023 福井県福井市西谷２－１３３３－２

土１と１石１舗１水１
（株）工房加賀

建１
幸豊建設（有）

建１
（株）工房ＭＡＫＩＴＡ

土１と１石１鋼１舗１し１水１
興南設備（株）

管１
河野建築

建１
コウノ興業（株）

合同ホーム（株）

建１
（有）興南建設

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
（有）光洋電機

電１通１
光和キャッチャー（株）

と１

土１建１と１舗１水１解１
晃佑工務店

建１
（株）光陽

土２と２鋼２舗２塗２水２
（株）高洋建設
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009920 永田　弘美 法 有 5,000千円 1805

0778-51-8904 〒916-0021 福井県鯖江市三六町２－３－２４－３

18-010278 刀根　和行 個 無 1809
0770-20-1765 〒914-0058 福井県敦賀市三島町２－８－１

18-008880 宮地　洋史 法 無 3,000千円 1810
0770-56-5120 〒917-0027 福井県小浜市生守１０－３０－１０

18-010899 小松原　一晃 法 無 3,050千円 1802
0776-87-0040 〒919-0464 福井県坂井市春江町江留上錦６

18-011502 湯上　剛 法 無 3,000千円 1801
0776-76-4432 〒918-8054 福井県福井市加茂河原町３１－１２－４

18-007805 山口　典朗 法 有 10,000千円 1801
0776-53-3555 〒910-0843 福井県福井市西開発３－２０６

18-010233 大坂　弘昌 法 有 10,000千円 1805
0778-62-2079 〒916-0072 福井県鯖江市冬島町１７－１－２１

18-009619 瀬尾　敬太郎 法 有 3,000千円 1801
0776-41-4455 〒919-0305 福井県福井市徳光町３６－５

18-010282 富田　勝吾 法 有 6,000千円 1801
0776-52-8464 〒910-0842 福井県福井市開発５－１６０３

18-011172 金林　武栄 法 有 5,000千円 1802
0776-63-6885 〒910-0332 福井県坂井市丸岡町下久米田３０－４２

18-011031 古賀　洋一 法 無 5,000千円 1810
0770-52-2302 〒917-0084 福井県小浜市小浜広峰６２

18-006280 小木　利之 法 無 3,000千円 1802
0776-78-5289 〒910-4145 福井県あわら市角屋６－３８

18-008969 小木　晋平 法 無 9,000千円 1801
0776-61-3154 〒910-1112 福井県吉田郡永平寺町松岡越坂２－１－４３

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
光和工業

と１
宏和工業（有）

管１鋼１
（有）コーウン

（株）晃和建設

と１塗１
古賀工業（株）

機１
小木電機（有）

電１
（株）小木土木

土１建１と１石１鋼１舗１
（有）コーフク商運

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
（株）コープサービス福井

建１
（株）ゴールドフォレスト

電１通１
（株）ＧＯカッター

と１
コーキ産業（株）

土１と１管１鋼１舗１機１水１消１
（株）コード

土１建１大１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010001 小林　優兵 法 無 10,000千円 1810

0770-56-2333 〒917-0231 福井県小浜市国分５１－２－２

18-011218 小坂　佳史 法 無 2,000千円 1801
0776-57-7030 〒910-0807 福井県福井市高木北３－７０６－２

18-011643 小坂　卓之 法 無 5,000千円 1801
0776-50-0012 〒918-8023 福井県福井市西谷３－１０５

18-000188 杉田　たづ子 法 無 10,000千円 1803
0779-65-5506 〒912-0021 福井県大野市中野町１ー２ー２４

18-006626 五島　春彦 法 有 3,000千円 1808
0778-36-0002 〒916-0222 福井県丹生郡越前町大王丸１４－２７－１

18-011343 小嶋　貴志 法 無 5,000千円 1802
0776-43-0151 〒913-0037 福井県坂井市三国町黒目１３－４２－１

18-011398 小島　洋一 法 無 5,000千円 1801
0776-43-9748 〒910-3644 福井県福井市加茂内町１－１１３

18-004562 小嶋　栄伸 法 無 3,000千円 1809
0770-32-1520 〒919-1133 福井県三方郡美浜町麻生４２－１１－５

18-003163 小嶋　清伸 個 無 1801
0776-23-0481 〒910-0024 福井県福井市照手３－１０－１８

18-003254 児嶋　利彦 法 有 5,000千円 1801
0776-36-1747 〒918-8007 福井県福井市足羽２－１６－４

18-005645 小杉　武敏 法 無 5,000千円 1809
0770-23-2289 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町１－１２－４

18-007639 漆崎　哲久 法 無 10,000千円 1801
0776-53-8210 〒910-0843 福井県福井市西開発２－３０７－１

18-006545 清水　吉雄 個 有 1804
0779-88-3955 〒911-0804 福井県勝山市元町３－５－３３

土１と１管１舗１
（株）小島工業

解１
（有）小嶋工業

鋼１機１
小嶋工業所

塗１防１
（有）小嶋組

土１と１石１
（有）五島建設

建１
コジマ工業（株）

国土法面防災（株）

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）小坂電気

電１
（株）コサカ塗装

土１と１
コスミック　インテリア　ワイジク

建１内１

絶１
（有）児島タイル店

石１タ１内１
（有）小杉鉄工所

鋼１
（株）コスミック
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007311 木下　剛史 法 無 3,000千円 1804

0779-87-1584 〒911-0024 福井県勝山市村岡町浄土寺５０－８－１

18-007162 奥田　文雄 法 有 3,000千円 1801
0776-97-5155 〒910-0001 福井県福井市大願寺３－７－１

18-007459 白本　敏雄 法 有 10,000千円 1801
0776-34-0280 〒918-8007 福井県福井市足羽４－５－５

18-010266 近藤　圭司 法 有 11,000千円 1810
0770-77-2828 〒919-2104 福井県大飯郡おおい町成和２－１－１１４

18-004069 橋本　晃男 法 無 30,000千円 1805
0778-62-1258 〒916-0073 福井県鯖江市下野田町２５－７－２

18-002236 児玉　守正 個 無 1806
0778-22-3703 〒915-0815 福井県越前市深草２－７－２０

18-011265 渡辺　展幸 法 有 5,000千円 1802
0776-66-0488 〒910-0276 福井県坂井市丸岡町玄女２１－１２－１

18-010110 小玉　和幸 個 無 1802
0776-82-0292 〒913-0002 福井県坂井市三国町加戸６０－２３－１

18-003383 後藤　義宏 法 無 10,000千円 1802
0776-73-1152 〒919-0628 福井県あわら市大溝３－５－１０

18-000018 後藤　義明 法 無 3,000千円 1802
0776-77-2335 〒910-4103 福井県あわら市二面４６－６－２

18-002722 後藤　寿 法 無 5,000千円 1802
0776-51-1345 〒919-0444 福井県坂井市春江町中筋三ツ屋８０１

18-010345 平山　徹 法 無 3,000千円 1809
0770-24-2887 〒914-0131 福井県敦賀市公文名３４－４３－１０

18-002784 紺谷　紀子 法 無 3,000千円 1808
0778-37-1098 〒916-0422 福井県丹生郡越前町厨１６－３５－１

電１
（株）コスモボーサイ

電１通１消１
（株）五大

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）伍代工務店

（株）ＣＯＳＭＯ

電１
（有）コスモ電機

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
寿興業（有）

電１管１
（有）コトブキ電機

電１

建１大１屋１タ１内１
後藤建設（株）

建１
（有）後藤設備工業所

土１管１水１消１
（有）後藤塗装

土２建２大２と２鋼２内２解２
児玉管工社

管１井１水１
（株）児玉看板店

と１鋼１
小玉建築
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007596 田中　雅聖 法 無 3,500千円 1810

0770-77-1919 〒919-2106 福井県大飯郡おおい町犬見５－１４－１

18-006229 小西　一亀 法 有 10,000千円 1809
0770-45-1402 〒919-1316 福井県三方上中郡若狭町井崎４８－１５－２

18-010293 小西　哲也 法 無 3,000千円 1810
0770-64-5114 〒917-0014 福井県小浜市高塚１－６５－１１

18-011413 小西　宏和 個 無 1801
0776-54-6635 〒910-0807 福井県福井市高木北２－１１２－１

18-008946 小林　欣也 法 無 3,000千円 1801
0776-98-3117 〒910-3634 福井県福井市大森町８－１６－１

18-003898 小林　巧 法 無 3,000千円 1806
0778-42-2228 〒915-0251 福井県越前市東庄境町２４－５２－２

18-011546 小林　久展 個 無 1801
0776-89-1944 〒918-8027 福井県福井市福１－３０３－２

18-009418 小林　勉 個 有 1801
0776-27-4566 〒910-0033 福井県福井市三郎丸１－４０１

18-011000 小林　美紀 法 無 3,000千円 1809
0770-47-6122 〒914-0028 福井県敦賀市中１５

18-007616 小林　儀博 法 無 10,000千円 1801
0776-22-8256 〒918-8236 福井県福井市和田中１－１７１６

18-006564 小林　隆紀 法 無 10,000千円 1806
0778-45-2022 〒919-0117 福井県南条郡南越前町馬上免１６－２５

18-003593 小林　修二 法 無 10,000千円 1803
0779-64-1123 〒912-0415 福井県大野市稲郷４４－３８

18-002988 小林　哲也 法 無 10,000千円 1801
0776-23-1912 〒910-0018 福井県福井市田原２－１４－１０

（有）寿電設工業

建１
こばやし建築舎

建１
（株）小林工業

と１
（株）小林工業

建１
（有）コバキン

筋１
（有）小林兄弟園

土１と１園１
小林建築

電１機１
（有）小西瓦工業

屋１
（有）小西興業

管１機１
コニシ住宅

建１

鋼１
（株）小林工務店

土１建１大１と１石１屋１板１塗１防１解１
（有）小林産業

土１園１
（株）小林住建
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010424 小林　康夫 法 無 3,000千円 1802

0776-76-3875 〒919-0474 福井県坂井市春江町西太郎丸１６－３１－３

18-008391 小林　正英 法 無 3,000千円 1808
0778-34-5485 〒916-0111 福井県丹生郡越前町小倉３５－１２－１

18-006314 小林　禎浩 法 無 10,000千円 1802
0776-51-9129 〒919-0482 福井県坂井市春江町中庄５９－１０－３

18-009661 小林　博貴 法 無 3,000千円 1805
0778-51-7737 〒916-0054 福井県鯖江市舟津町４－１６－８－１

18-002603 矢戸　信行 法 無 10,000千円 1801
0776-36-2591 〒918-8027 福井県福井市福１－８０５

18-008729 小林　健一 法 無 5,000千円 1801
0776-54-5620 〒910-0804 福井県福井市高木中央２－１１０８

18-005021 小林　悟 法 無 3,000千円 1801
0776-93-2228 〒910-2461 福井県福井市南野津又町９－１７

18-001429 小林　勝幸 法 有 20,000千円 1801
0776-22-5857 〒910-0003 福井県福井市松本４－５－２８

18-005782 小林　博 法 無 3,000千円 1809
0770-23-3360 〒914-0811 福井県敦賀市中央町１－１－３６

18-007301 小林　伸弘 法 有 40,000千円 1805
0778-51-0979 〒916-0056 福井県鯖江市住吉町３－１－１９

18-004570 小林　秀輔 法 無 3,000千円 1809
0770-24-1233 〒914-0814 福井県敦賀市木崎６－５－２

18-005813 佐孝　悠介 法 有 3,930千円 1802
0776-78-5029 〒910-4124 福井県あわら市田中々２－１１－１

18-010977 小堀　雄大 法 無 3,000千円 1809
0770-23-5821 〒914-0042 福井県敦賀市石ヶ町６－１

土１と１管１
（有）小林設備

管１機１
（株）小林忠建設

土１と１舗１水１
（有）小林畳工業

（株）小林水道

管１
（有）小林水道工業所

管１水１
（有）小林設備

土１と１鋼１舗１し１園１水１解１
小堀工業（株）

と１機１

電１
（株）小林農園

土１舗１園２
（有）小林冷凍空調設備

電１管１
（株）コホク

内１
（有）小林庭園

園１
小林電工（株）

電２管１通１消１
（有）小林電設工業
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010971 川北　泉 法 有 5,000千円 1801

0776-63-2146 〒910-1222 福井県吉田郡永平寺町諏訪間１９－１７

18-006911 広川　恵美 法 無 10,000千円 1801
0776-36-6767 〒918-8055 福井県福井市若杉１－３２０５

18-007673 西端　尚敏 法 無 10,000千円 1801
0776-24-2763 〒910-0016 福井県福井市大宮１－１１－２０

18-000170 古宮　聡 法 無 10,000千円 1802
0776-67-2224 〒910-0363 福井県坂井市丸岡町下安田１６－４９

18-008545 小向　哲也 法 無 3,000千円 1802
0776-72-1510 〒919-0526 福井県坂井市坂井町上兵庫６１－３４

18-007096 小森　正博 法 無 3,000千円 1801
0776-21-5199 〒910-0015 福井県福井市二ノ宮１－７２２

00-023436 小森　英雄 法 有 45,000千円 1809
0770-22-0771 〒914-0061 福井県敦賀市蓬莱町８－６

18-002703 小森　辰雄 法 有 10,000千円 1802
0776-82-1148 〒913-0046 福井県坂井市三国町北本町２－６－７５

18-010764 小柳　敏一 個 無 1808
0778-36-0233 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田１０３－５

18-008795 畦地　繁 法 有 10,000千円 1801
0776-30-0565 〒910-0854 福井県福井市御幸４丁目１－１１

18-011360 藤田　千賀 法 無 5,000千円 1801
0776-56-0606 〒910-0142 福井県福井市古市３－３０８－３

18-011038 五郎川　哲二 法 無 7,000千円 1802
0776-73-3377 〒919-0812 福井県あわら市柿原４７－１００－１

18-007200 塩野　俊信 法 無 3,000千円 1810
0770-52-2351 〒917-0001 福井県小浜市福谷１４－６－３

（株）駒形社寺建築

建１大１
（有）小政興業

石１園１
小柳塗装店

塗１
（株）コラソン

建１大１屋１タ１内１
（株）ｇｏｌｄｉ

管１
（有）小森工務店

建１
小森商事（株）

建１大１左１と１屋１タ１鋼１板１ガ１塗１内１機１具１
小森石材工業（株）

土１と１鋼１舗１し１水１解１
小松ウォール福井販売（株）

内１具１
（株）古宮建設

建１大１
（有）小向設備工業

建１大１屋１タ１内１
（株）五郎川電機

電１
コンクリートカッティング（有）

と１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009876 譽田　賢治 法 無 5,000千円 1802

0776-82-5417 〒913-0045 福井県坂井市三国町南本町４－２－１５

18-000253 近藤　和司 法 有 20,000千円 1810
0770-77-0120 〒919-2103 福井県大飯郡おおい町尾内３２－１１－１

18-010397 近藤　俊幸 法 有 3,000千円 1801
0776-63-5067 〒918-8016 福井県福井市江端町１０－５９

18-000629 近藤　義満 法 無 20,000千円 1802
0776-73-1501 〒919-0814 福井県あわら市青ノ木４０－２６

18-009140 近藤　敬三 個 無 1808
0778-32-2147 〒916-0272 福井県丹生郡越前町樫津１７－５２

18-010035 近藤　浩一 法 有 3,000千円 1806
0778-23-3277 〒915-0891 福井県越前市余田町２５－８

18-010833 近藤　昌道 個 有 1809
0770-25-7258 〒914-0131 福井県敦賀市公文名５－７８－１０３

18-011321 久野　実 個 無 1801
0776-27-6314 〒910-0855 福井県福井市西方２－１－７アパガーデンコート西方７０３

18-006342 木村　達見 法 無 3,000千円 1802
0776-81-4199 〒913-0001 福井県坂井市三国町池上２６－１９

18-003033 近藤　俊夫 法 無 9,500千円 1802
0776-78-7753 〒910-4103 福井県あわら市二面４６－６－８

18-010037 近藤　秋仁 法 無 3,000千円 1801
0776-54-4703 〒918-8218 福井県福井市河増町１５－２

18-008743 坂下　靜保 法 無 10,000千円 1810
0770-72-5670 〒919-2382 福井県大飯郡高浜町東三松２９ー１ー７

18-000616 西行　泰弘 法 無 20,000千円 1803
0779-66-3053 〒912-0042 福井県大野市東中町８１０

土２と２石２電１管１鋼２舗２し２塗２機１水２解２
近藤左官工業所

左１タ１
（有）近藤商事

土１と１解１
近藤商店工事部

土１と１石１鋼１
（株）こんどう

土２建２と２管２鋼２舗２し２塗２水２解２
（株）近藤組

と１鋼１機１解１
近藤建設（株）

（株）譽田建設

土２と２管１筋１

電１消１
（有）コンドー住建

建１大１
サーテクト（株）

土１建１鋼１舗１
（株）西行土木

土１と１管１解１
近藤設備

機１
（有）近藤造園

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
（株）近藤電気商会
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011175 建部　強 個 無 1806

0778-22-7740 〒915-0836 福井県越前市野上町２－１４

18-007218 坂本　美惠子 法 無 3,000千円 1802
0776-51-0979 〒919-0445 福井県坂井市春江町中筋高田６０

18-009535 野口　省吾 法 有 3,000千円 1801
0776-61-1040 〒910-1102 福井県吉田郡永平寺町松岡学園５２９

18-007821 斉藤　三郎 法 無 10,000千円 1805
0778-54-0755 〒916-0033 福井県鯖江市中野町５６－４５

18-003733 斉藤　充雄 法 無 10,000千円 1803
0779-66-3343 〒912-0022 福井県大野市陽明町３－８１５

18-003893 齋藤　忠男 法 有 20,000千円 1805
0778-51-0051 〒916-0026 福井県鯖江市本町３－１－２

18-007939 斉藤　勝之 法 無 20,000千円 1808
0778-32-3107 〒916-0264 福井県丹生郡越前町八田６４－４１－２

18-009315 斎藤　宏康 個 無 1804
0779-87-1920 〒911-0021 福井県勝山市村岡町栃神谷２５－８－１

18-010547 齊藤　雅彦 個 無 1802
0776-66-8455 〒919-0504 福井県坂井市坂井町御油田８－５４

18-003206 斉藤　正弘 法 無 20,000千円 1802
0776-82-1889 〒913-0024 福井県坂井市三国町池見２０－１－１

18-005563 斎藤　一 個 無 1804
0779-87-0305 〒911-0834 福井県勝山市遅羽町大袋９－１８

18-007204 斉藤　雅準 法 無 9,000千円 1802
0776-82-5900 〒913-0025 福井県坂井市三国町川崎４３－１９－５

18-000313 斉藤　信二 法 有 20,000千円 1801
0776-22-3800 〒910-0023 福井県福井市順化１－１４－１６

彩建

と１板１
（有）宰幸建設

土１と１舗１水１
（有）采工舎

建１
（株）斉藤重一建築

建１
斎藤重機建設

土１
（有）斉藤設備

土１管２機１井１
斉藤建設（株）

土１と１園１
斎藤建設

建１大１
齊藤工務店

建１
斉光電気工事（株）

電１管１
（有）斎藤アルミ

ガ１具１
（株）斎藤金物店

土１と１管１舗１水１
斉藤設備機工（株）

土１電１管２機２井１水１消１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009504 齋藤　竹信 個 無 1801

0776-98-4773 〒910-3603 福井県福井市片粕２７－３４

18-011386 斉藤　常幸 個 有 1805
0778-51-0791 〒916-0024 福井県鯖江市長泉寺町２－９－１８

18-004235 斉藤　秀雄 個 無 1802
0776-66-5697 〒910-0273 福井県坂井市丸岡町長畝５７－２１

18-004815 斉藤　宏成 個 無 1801
0776-36-6587 〒918-8066 福井県福井市渡町７１８

18-004347 齊藤　雅典 法 無 5,000千円 1801
0776-56-3210 〒910-0134 福井県福井市上野本町１－３００６

18-006049 齊藤　孝大 法 有 3,000千円 1801
0776-54-5446 〒910-0851 福井県福井市米松１－１４－１０

18-000597 野中　敏昭 法 無 10,000千円 1805
0778-52-6051 〒916-0047 福井県鯖江市柳町４－２－２５

18-006744 斎藤　勝彦 法 無 10,000千円 1804
0779-89-3434 〒911-0847 福井県勝山市鹿谷町西光寺２７－１

18-011107 齋藤　壽治 法 無 50,000千円 1805
0778-52-3203 〒916-0056 福井県鯖江市住吉町２－２－１３

18-009637 齊藤　弘之 個 無 1802
0776-82-1116 〒913-0024 福井県坂井市三国町池見５４－１７

18-009410 茂道　留美 法 有 10,000千円 1809
0770-39-0314 〒919-1201 福井県三方郡美浜町丹生３６－３１－１

18-010953 齊藤　浩朗 法 有 8,000千円 1802
0776-50-2358 〒919-0483 福井県坂井市春江町石塚２７－１８

18-011081 山口　賢治 法 有 10,000千円 1805
0778-51-0009 〒916-0004 福井県鯖江市糺町１２－４－２

土１と１石１鋼１舗１水１
（有）サイトー電器

管１
サイトーバンキン（株）

建１屋１管１板１防１
（有）サイト建設

管１鋼１機１
斉藤電気商会

電１
斉藤塗装店

塗１
（有）斉藤土木工業

齋藤断熱

絶１
斉藤鉄工金物店

土１と１電１管１し１塗１機１水１
（株）サイリク

土１と１石１鋼１舗１し１機１水１
（株）さいん工房

鋼１

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
サイト建設（株）

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
サイト工務店

建１
（株）西方
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008948 酒井　正彦 法 無 3,000千円 1801

0776-35-0014 〒918-8021 福井県福井市門前１－６１１

18-004091 山岸　康弘 法 有 20,000千円 1801
0776-30-0255 〒918-8239 福井県福井市成和２－１００９－２

18-007465 西内　浩二 法 有 50,000千円 1801
0776-36-3161 〒918-8014 福井県福井市花堂中１－１６－４５

18-009581 松木　伸太郎 法 有 4,655,044千円 1801
0776-36-5800 〒918-8530 福井県福井市花堂中２－１５－１

18-005786 酒井　一雄 法 無 3,000千円 1801
0776-24-7554 〒910-0855 福井県福井市西方２－２２－９

18-010406 北島　敬義 法 無 41,000千円 1801
0776-27-2700 〒918-8238 福井県福井市和田３－１０５

18-000974 酒井　厚子 法 有 10,000千円 1801
0776-61-0902 〒910-1121 福井県吉田郡永平寺町松岡吉野７－１５

18-001320 橋本　俊明 法 有 50,000千円 1801
0776-36-5510 〒918-8012 福井県福井市花堂北２－２３－２２

18-011712 阪井　敬暢 個 無 1802
0776-77-1210 〒910-4103 福井県あわら市二面１６－１－３０

18-005385 坂井　順一 個 無 1809
0770-24-1105 〒914-0125 福井県敦賀市若葉町１－１００５

18-008279 谷口　祥治 法 無 10,000千円 1801
0776-61-6336 〒910-0029 福井県福井市日光２－８－１２

18-011371 酒井　重之 法 無 5,000千円 1801
0776-35-3915 〒918-8031 福井県福井市種池町１－２６－３５

18-009736 酒井　康輔 法 有 10,000千円 1801
0776-24-1018 〒910-0003 福井県福井市松本３－１９－１

管１
（株）サカイエステック

土１と２電２管２鋼２機２通１井１水１消１
（株）サカイエルコム

電１
サカイオーベックス（株）

（有）酒井アクアシステム

左１タ１
（株）サカイ・シルクスクリーン

と１
酒井石材工業（株）

石１
（株）酒井染料商会

土１と１石１舗１塗１
サカイ建設不動産（株）

土１建２舗１内１園１解１
阪井工業

と１
坂井左官工業

土１
（有）酒井技工

土１と１
（株）酒井組

土２と２石２鋼２舗２し２園２水２
（株）酒井建設

電１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-003606 水野　啓治 法 無 3,000千円 1801

0776-35-7797 〒918-8047 福井県福井市久喜津町２５－３６

00-002433 吉村　豊一 法 有 20,000千円 1801
0776-31-5110 〒918-8001 福井県福井市つくも１－２－１７

18-007451 坂井　幸里 法 有 3,000千円 1806
0778-47-2041 〒919-0224 福井県南条郡南越前町西大道１９－１－１

18-000109 酒井　一徳 法 無 20,000千円 1801
0776-36-8402 〒918-8108 福井県福井市春日１－１２－１９

18-009018 酒井　信司 個 無 1804
0779-87-2051 〒911-0834 福井県勝山市遅羽町大袋４７－１８

18-008568 竹山　康子 法 無 3,000千円 1802
0776-97-6068 〒919-0527 福井県坂井市坂井町下兵庫９５－１１

18-007589 明石　知孝 法 有 3,000千円 1810
0770-53-0395 〒917-0041 福井県小浜市青井２１－５

18-002161 坂本　英樹 法 有 60,000千円 1801
0776-38-3880 〒919-0321 福井県福井市下河北町１１－５

18-011323 佐々木　玉修 法 有 9,500千円 1806
0778-42-5607 〒915-0846 福井県越前市千福町３４１－２

18-002468 山内　澄 法 無 10,000千円 1804
0779-87-2582 〒911-0803 福井県勝山市旭町２－２－１－２

18-011543 眞柄　正宏 法 有 5,000千円 1803
0779-66-3097 〒912-0082 福井県大野市大和町５－６

18-006815 加藤　勝幸 法 無 10,000千円 1805
0778-52-2035 〒916-0022 福井県鯖江市水落町１４－１０－３

18-010353 谷口　昌幸 個 無 1802
0776-67-7880 〒919-0515 福井県坂井市坂井町若宮１５－９－６

土１と１舗１水１
（株）サカエ

土１と１舗１解１
（株）坂英建設

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
サカエＳ　Ｃ（株）

電１
酒井電設工業（株）

土１と１電２管１鋼１舗１通１消１
酒井塗装

塗１
サカイロード（株）

酒井鉄筋工業（有）

筋１
酒井電機（株）

電１管１通１消１
（有）坂井電気商会

建１
さかえ住建

建１

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
サカエ工業（株）

屋１板１
（株）サカエ広告

鋼１
（株）栄工務店
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-004859 谷口　栄助 法 有 10,000千円 1806

0778-45-0150 〒919-0101 福井県南条郡南越前町湯尾３０－３０

18-005253 加藤　治 法 無 3,000千円 1809
0770-22-1849 〒914-0052 福井県敦賀市清水町１－１８－８

18-007607 秋田　正春 個 有 1802
0776-66-2186 〒910-0371 福井県坂井市丸岡町八ツ口４５－１５

18-010349 坂川　一彦 法 無 20,000千円 1806
0778-47-2040 〒919-0227 福井県南条郡南越前町脇本１６－５－９

00-002146 高田　隆夫 法 無 71,553千円 1801
0776-21-8500 〒910-0004 福井県福井市宝永３－３－２４

18-003339 野尻　卓司 法 無 40,000千円 1806
0778-47-3300 〒919-0223 福井県南条郡南越前町東大道３５－２８

18-000436 榊　富次夫 法 無 10,000千円 1802
0776-73-4424 〒919-0621 福井県あわら市市姫５－１６－１４

18-002413 榊原　広輝 法 無 10,000千円 1805
0778-62-0507 〒916-0073 福井県鯖江市下野田町２５－１２

18-008258 坂口　由紀夫 法 有 3,000千円 1809
0770-22-3597 〒914-0028 福井県敦賀市中３５－５－１

18-004738 坂口　易宏 法 無 5,000千円 1801
0776-87-2668 〒910-3384 福井県福井市長橋町８－３１

18-006282 坂口　昇 法 無 3,000千円 1801
077686-1275 〒910-3373 福井県福井市西畑町１６－１－２１

18-009207 坂口　茂二 法 無 3,000千円 1809
0770-24-0422 〒914-0036 福井県敦賀市堂５７－９０４

18-003672 坂口　義広 法 有 10,000千円 1808
0778-36-0061 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田９２－１０８

電１
栄土建

土１と１
（株）坂川組

土１と１水１
坂川建設（株）

（株）サカエ設備

土１と１管１鋼１舗１し１機１水１消１
（有）栄電工

筋１
（有）坂口電気工事

電１
坂口木材（株）

建１

土１と１管１鋼１解１
（有）サカグチ工業

と１管１鋼１機１園１
（有）坂口工務店

建１
（有）坂口鉄筋

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
（株）坂川コーポレーション

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
（株）榊組

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
榊原建設（株）

100/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009712 坂＊　和浩 法 無 5,000千円 1801

0776-35-5117 〒918-8016 福井県福井市江端町４－１５－１

18-003276 坂下　弘成 法 有 20,000千円 1808
0778-32-2715 〒916-0255 福井県丹生郡越前町江波２３－１７－５

18-006313 坂下　浩治 個 無 1806
0778-22-7050 〒915-0803 福井県越前市平出３－２１－８

18-011299 坂下　彰 法 無 1,000千円 1801
0776-63-5440 〒918-8052 福井県福井市明里町７－１５

18-011129 坂下　泰章 法 無 1,000千円 1801
0776-27-0920 〒910-0027 福井県福井市豊岡１－１３－１９

18-005817 坂下　晃 個 有 1801
0776-85-1246 〒910-3137 福井県福井市石橋町１３－５５－２

18-010945 坂永　覚 個 無 1806
0778-27-1306 〒915-0036 福井県越前市文室町５９－７－１

18-000767 坂野　博俊 法 無 20,000千円 1806
0778-22-2918 〒915-0842 福井県越前市常久町６－５－１４

18-004807 阪野　博美 法 有 10,000千円 1802
0776-73-0180 〒919-0632 福井県あわら市春宮１－１１－７

18-010236 宮下　誠 法 有 40,000千円 1801
0776-36-5107 〒918-8014 福井県福井市花堂中２－２３－２６

18-010520 相模　秀夫 法 無 300千円 1801
0776-38-5773 〒918-8156 福井県福井市引目町９－２０６－１

18-008163 坂本　将志 法 無 3,000千円 1803
0779-66-6045 〒912-0085 福井県大野市新庄１５－１－１

18-007097 高橋　清宏 法 無 3,000千円 1801
0776-86-1150 〒910-3378 福井県福井市免鳥町２９－３６

（有）坂＊機設

土１園１
坂野電機（株）

電２通１消２
（株）サカノデンキ

電１管１
坂部土木（株）

建１筋１
坂下電気工事（株）

電１消１
坂下電機商会

電１
坂永造園

と１鋼１機１
坂下興業（株）

土１と１管１園１
坂下工房

建１
坂下商事（合）

土１と１

土２と２石２鋼２舗２し２水２
（株）さがみ建築

建１
（有）坂本エンジニアリング

タ１
（有）坂本組
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010017 坂本　篤則 個 無 1802

0776-73-4062 〒919-0632 福井県あわら市春宮２－１８－１４

18-002887 坂本　幸一 法 無 70,000千円 1802
0776-51-3756 〒919-0445 福井県坂井市春江町中筋高田６０

18-011023 河瀬　努 法 無 5,000千円 1809
0770-23-2204 〒914-0811 福井県敦賀市中央町２－１２－１２

18-010841 崎出　正芳 個 無 1802
0776-51-3018 〒919-0481 福井県坂井市春江町千歩寺３５－５－３７

18-000203 﨑元　正克 法 無 10,000千円 1809
0770-32-0547 〒919-1137 福井県三方郡美浜町南市６－９－２

18-006699 村中　隆晃 法 無 5,000千円 1801
0776-27-6355 〒910-0017 福井県福井市文京７－６－２６

18-010146 阿部　信之 法 有 10,000千円 1802
0776-43-9395 〒919-0542 福井県坂井市坂井町蔵垣内３４－２２－１

18-009752 櫻井　雅裕 法 無 3,000千円 1803
0779-66-6109 〒912-0053 福井県大野市春日３－４－３

18-011068 白石　保 法 無 10,000千円 1806
0778-24-5612 〒915-0802 福井県越前市北府１－２－２

18-010982 別段　勝久 個 無 1804
0779-88-0700 〒911-0822 福井県勝山市平泉寺町平泉寺６８－１０－１

18-010718 為永　弘之 法 無 5,000千円 1805
0778-52-9234 〒916-0004 福井県鯖江市糺町３７－４６

18-010190 石谷　洋一 法 有 3,000千円 1803
0779-65-2355 〒912-0071 福井県大野市鍬掛２０－１－１

18-006772 櫻谷　正博 法 無 12,000千円 1801
0776-30-1188 〒910-0011 福井県福井市経田２－１４０１－１

左１
崎出業務店

左１
（株）﨑元組

土１と１舗１水１解１
（有）サクシード

坂本設備工業所

土１管１
（株）坂本土建

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
左官河瀬（株）

建１
（株）櫻谷

建１左１石１タ１板１ガ１塗１防１内１

管１
咲蔵工房

建１大１屋１タ１鋼１内１
（株）サクラ工務店

土１建１大１左１と１屋１タ１筋１板１塗１防１内１具１
さくらハウジングサービス（株）

建１屋１板１
（株）サクセス化成

左１防１
（有）桜井板金工業

屋１板１
（株）桜管工
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-000232 笹井　弥一 法 無 20,000千円 1809

0770-38-1611 〒919-1204 福井県三方郡美浜町北田５８－１５－１

18-004951 笹岡　美津枝 法 無 5,000千円 1801
0776-83-0682 〒910-3255 福井県福井市大年町１６－６３－１

18-008774 佐々木　義一 法 有 3,000千円 1805
0778-51-3422 〒916-0038 福井県鯖江市下河端町８３－２０－１

18-010460 佐々木　直樹 法 無 400千円 1801
0776-97-2703 〒910-3523 福井県福井市武周町１４－９－１

18-009142 佐々木　信彦 法 無 10,000千円 1806
0778-22-5323 〒915-0885 福井県越前市大虫町７－３－１

18-011569 佐々木　博之 法 無 5,000千円 1801
0776-24-2246 〒910-0029 福井県福井市日光２－１９－２

18-003627 上田　達也 法 有 30,000千円 1806
0778-24-2582 〒915-0057 福井県越前市矢船町１－２－３

18-010633 佐々木　行雄 法 無 5,000千円 1801
0776-34-1361 〒918-8064 福井県福井市西学園２－４０８

18-000687 佐々木　正雄 法 無 20,000千円 1805
0778-52-2424 〒916-0057 福井県鯖江市有定町２－６－１

18-007029 佐々木　領一 個 無 1806
0778-23-8048 〒915-0004 福井県越前市北町８３－９－１

18-007799 白石　公司 法 無 10,000千円 1809
0770-22-1903 〒914-0801 福井県敦賀市松島２－７－２７－１

18-003020 佐々木　郁夫 個 無 1801
0776-98-2147 〒910-3603 福井県福井市片粕４－５５－１

18-009936 佐々木　茂一 個 有 1802
0776-51-2950 〒919-0477 福井県坂井市春江町田端３７

（株）笹井組

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
（有）笹岡工務店

土１大１と１舗１
（株）佐々木工務店

土１建１内１解１
佐々木工務店

建１
（株）ササキ商店

屋１
（株）佐々木機工

鋼１機１
（株）ササキ工業

土２建２大２と２石２管２タ２鋼２筋２塗２防２内２園２水２解２
佐々木工業（株）

土１と１舗１水１
（有）佐々木庵土建

土１建１と１電１管１鋼１園１
（株）佐々木瓦

屋１
（株）佐々木瓦商業

管１
佐々木造園

園１
佐々木造園

園１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008278 佐々木　一 法 無 10,000千円 1802

0776-51-8782 〒919-0477 福井県坂井市春江町田端６－６－１

18-009245 佐々木　慎吾 法 有 5,000千円 1801
0776-61-0141 〒910-1133 福井県吉田郡永平寺町松岡春日１－１０

18-004278 佐々木　捨次 個 無 1801
0776-35-5587 〒918-8026 福井県福井市渕町４３－４７－１２

18-000414 佐々木　健夫 法 有 20,000千円 1801
0776-21-4707 〒910-0017 福井県福井市文京４－２５－２１

18-001242 佐々木　義和 法 無 30,000千円 1805
0778-62-1414 〒916-0062 福井県鯖江市熊田町１６－６７－１

18-010277 佐々木　有治 個 無 1808
0778-36-2210 〒915-0219 福井県丹生郡越前町西ヶ丘１１８

18-007681 佐々木　崇 法 無 10,000千円 1801
0776-43-0350 〒918-8111 福井県福井市馬垣町下馬境６０１

18-009176 笹山　豊志 個 無 1809
0770-23-2467 〒914-0145 福井県敦賀市野坂２４－３－２

18-005500 指岡　市雄 法 無 5,000千円 1803
0779-66-1351 〒912-0045 福井県大野市若杉町７１４

18-008158 渡辺　重樹 法 無 3,000千円 1810
0770-58-0775 〒917-0035 福井県小浜市口田縄１７－１－２

18-010892 定方　修司 法 有 3,000千円 1802
0776-73-0377 〒919-0602 福井県あわら市菅野４２－１０

18-009846 藤田　薫 法 無 10,000千円 1806
0778-25-6455 〒915-0062 福井県越前市姫川２－１３－１３

18-008860 坂下　憲治 法 無 5,000千円 1810
0770-56-5390 〒917-0249 福井県小浜市宮の前１－１５

電２通１
（株）佐々木土建

土２建２と２管２舗２園２
佐々木塗装

塗１
（株）ササキホーム

鋼１
（株）佐々木電機

電１管１消１
佐々木電気商会

電１
（株）佐々木電業社

（株）佐々木鉄工所

と１鋼１ガ１内１具１

具１
（有）定方モータース

と１
早槻工業（株）

土１と１舗１
（有）サッシサービス工業

建１
笹山工務店

建１大１
（有）サシオカトーヨー住器

建１ガ１内１具１
（有）指重
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011354 住本　広一 法 無 3,000千円 1801

0776-35-6106 〒918-8014 福井県福井市花堂中２－６－１８

18-010323 佐藤　清作 個 有 1806
0778-47-2210 〒919-0212 福井県南条郡南越前町鯖波１６－１５

18-002663 佐藤　義己 法 無 20,000千円 1802
0776-67-6822 〒919-0525 福井県坂井市坂井町徳分田１６－１

18-008138 佐藤　泰之 個 無 1806
0778-22-0999 〒915-0885 福井県越前市大虫町１１－４

18-006634 佐野　和彦 法 無 36,000千円 1810
0770-64-1752 〒919-1513 福井県三方上中郡若狭町三田２７－２７－１

18-005006 森陰　寛治 法 無 10,000千円 1805
0778-52-7558 〒916-1103 福井県鯖江市別所町１４－３０

18-007053 坂川　茂 法 有 3,000千円 1805
0778-51-3492 〒916-0057 福井県鯖江市有定町２－２－２３

18-008954 宇野　伸彦 法 有 10,000千円 1805
0778-51-7744 〒916-0038 福井県鯖江市下河端町７１０

18-002139 宮崎　弘樹 法 有 3,000千円 1805
0778-51-0615 〒916-0057 福井県鯖江市有定町２－９－８

18-000543 橋本　廣一 法 無 10,000千円 1806
0778-47-3010 〒919-0223 福井県南条郡南越前町東大道３２－２５

18-001667 佐飛　進 法 無 20,000千円 1807
0778-44-6052 〒910-2521 福井県今立郡池田町常安２７－５－１

18-007117 佐飛　敏治 個 無 1807
0778-44-6067 〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷３６－６－１

18-007324 佐飛　康央 法 有 35,000千円 1805
0778-51-0500 〒916-0001 福井県鯖江市吉江町７１７

（株）ＳＡＴ

管１機１
佐藤電工

電１
（株）佐藤土建

土１と１舗１
鯖波建設（株）

土１建１
（株）佐飛建設

土２建１と２石２管１内１水１解２
佐飛電機

土１建１大１と１
（有）鯖江瓦

屋１
（株）鯖江工業所

機１
（有）鯖江道路

土２と２舗２園１水２解２
サトー園芸

園１
（株）佐野組

土２建１と２石２管１鋼１舗２園１水２
（株）鯖江営繕

電１
（株）サビデンキ

土１電２管２機１通１消１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011574 佐武　泰幸 法 無 5,000千円 1806

0778-43-5139 〒915-0832 福井県越前市高瀬１－３５

18-006428 猿橋　進 個 無 1801
0776-98-3885 〒910-3604 福井県福井市グリーンハイツ４－１０８

18-010578 澤　祐輝 法 無 1,000千円 1804
0779-87-2808 〒911-0817 福井県勝山市旭毛屋町１００８

18-008318 澤　紀和 法 有 5,000千円 1809
0770-45-1846 〒919-1314 福井県三方上中郡若狭町能登野３３－１８

18-011147 澤＊　真人 法 無 3,000千円 1806
0778-43-5263 〒915-0847 福井県越前市東千福町１１－９

18-007921 澤田　耕治 法 無 3,000千円 1802
0776-67-0298 〒910-0369 福井県坂井市丸岡町新九頭竜２－１２８－１

18-004246 澤村　公也 法 有 10,000千円 1809
0770-45-2339 〒919-1331 福井県三方上中郡若狭町鳥浜２６－２０

18-009141 宮本　豊久 法 無 3,000千円 1806
0778-25-7667 〒915-0851 福井県越前市畷町１－２－１１

18-009470 上野　恭子 法 無 3,000千円 1810
0770-57-2030 〒917-0233 福井県小浜市太興寺３３－１５

00-022115 小林　忍 法 有 20,000千円 1801
0776-23-1263 〒910-0036 福井県福井市三郎丸町２１－２１－２

18-006064 中山　太郎 法 無 20,000千円 1801
0776-24-5843 〒910-0026 福井県福井市光陽１－１５－９

18-011412 山本　英具 法 無 500千円 1809
0770-25-3931 〒914-0072 福井県敦賀市金ケ崎町９－６

18-011688 石間　賢一 法 有 15,000千円 1801
0776-23-8808 〒918-8231 福井県福井市問屋町２－６２

と１
（有）サワダ

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
（株）澤村

土１建１と１解１
（有）サンウッド

園１
（株）澤組

大１と１
（有）沢左官工業所

土１左１と１石１タ１鋼１舗１し１水１
（有）澤＊工業

（株）佐武工務店

建１大１屋１タ１鋼１内１
猿橋造園

土１と１管２水１
（株）山英舎

屋１板１
（株）三栄商会

建１大１屋１管１タ１塗１内１機１

建１大１板１内１具１
（有）山栄

土１
三栄開発（株）

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
サンエイ工業（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010609 阪本　陽一 法 有 1,000千円 1801

0776-56-8868 〒910-0138 福井県福井市東森田１－１１１２

18-009872 廣部　峰和 法 有 20,000千円 1802
0776-68-1433 〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所１０－７０

18-008536 佐竹　一裕 法 無 6,000千円 1805
0778-54-9800 〒916-0022 福井県鯖江市水落町３－１３－３０

18-011177 濵野　一志 法 無 40,000千円 1802
0776-82-5814 〒913-0017 福井県坂井市三国町竹松２－１４－３

18-005436 木村　雅仁 法 無 11,500千円 1802
0776-51-6195 〒919-0461 福井県坂井市春江町江留上緑１１－４

18-011456 山岸　正勝 法 無 5,000千円 1802
0776-76-7358 〒919-0455 福井県坂井市春江町江留上４９－１０－１

18-007642 松本　洋 法 有 40,000千円 1801
0776-83-1802 〒910-3104 福井県福井市布施田町８－４５

18-011621 寺川　康生 法 有 10,000千円 1809
0770-21-0303 〒914-0065 福井県敦賀市松栄町２－３２

18-011581 寺島　祐司 法 無 3,000千円 1801
0776-56-1188 〒910-0132 福井県福井市河合寄安町１４０２

18-005538 小野田　茂之 法 無 10,000千円 1801
0776-21-2662 〒910-0035 福井県福井市菅谷町１１－２２－２

18-010905 岩崎　雄一 法 有 3,000千円 1805
0778-43-6103 〒916-0021 福井県鯖江市三六町２－５－１７

18-008435 桶本　政治 個 無 1803
0779-66-1229 〒912-0054 福井県大野市糸魚町５－２１

18-011260 家接　正徳 法 無 300千円 1801
0776-61-3332 〒910-1111 福井県吉田郡永平寺町松岡志比堺２４－４２３

土１と１園１
サンエストレーディング（株）

電１
（有）サンエスホーム

土１建１
三越建設工業（株）

サンＳグリーン（株）

建１大１タ１塗１内１絶１
（株）ＳＡＮＫＩ

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
三協開発グループ

土１と１石１舗１
（株）三協設備

土２と２鋼２舗２し２塗２水２
（株）三央

と１鋼１
サンカイ工業（株）

解１
サンキ（株）

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
（株）サンエム

屋１具１
ＳＵＮｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ（株）

電１通１消１
（株）サン・エンジニア

管１消１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-005878 織田　幸惠 法 有 3,000千円 1801

0776-21-2534 〒910-0015 福井県福井市二の宮３－２９－２

18-005725 濵口　武久 法 無 10,000千円 1801
0776-25-2544 〒910-0028 福井県福井市学園２－５－２８

18-010433 高橋　薫 法 無 20,000千円 1801
0776-21-2390 〒910-0028 福井県福井市学園２－５－２８

18-009663 重村　薫 法 無 3,000千円 1801
0776-33-5769 〒918-8112 福井県福井市下馬１－１０３サンケーエスビル１階

18-008718 建石　裕嗣 法 有 10,000千円 1801
0776-33-1001 〒918-8112 福井県福井市下馬３－２２０６－３

18-010901 山岸　ひろみ 個 無 1801
0776-34-2521 〒918-8056 福井県福井市若杉浜１－２０４

18-004602 三好　要一 法 有 10,000千円 1801
0776-22-4393 〒910-0018 福井県福井市田原２－３－５

18-004621 三根　嘉寛 法 無 10,000千円 1809
0770-23-2500 〒914-0814 福井県敦賀市木崎３６号東中道２－１

18-004848 幾度　昌郎 法 無 10,000千円 1801
0776-63-6316 〒918-8007 福井県福井市足羽２－４－１０

18-002055 前川　興太郎 法 有 30,000千円 1801
0776-23-0455 〒910-0854 福井県福井市御幸４－２０－１６

18-004452 玉木　忠 法 有 24,000千円 1803
0779-65-3188 〒912-0006 福井県大野市庄林２４－３

18-009163 山田　充宏 法 無 10,000千円 1806
0778-45-7020 〒919-0131 福井県南条郡南越前町今庄１１－９－１

18-002721 矢尾　政也 法 有 10,000千円 1802
0776-51-1342 〒919-0484 福井県坂井市春江町安沢１８－１９

建１
（株）三興

屋１
（株）三紅

と１鋼１塗１防１機１
三晃建商（株）

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（有）サンケーエス

土１建１と１石１管１鋼１舗１し１水１
（株）サンケン試錐コンサルタント

土１と１井１
山建設

三共店装（有）

建１内１
三協道路（株）

土１と１舗１
（株）三協土建

土１と１管１機１水１
三晃鉄工（株）

建１

建１と１タ１
（株）三興工務店

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
三光産業（株）

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
山光設備工業（有）

108/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011620 荒谷　圭一 法 無 5,000千円 1810

0770-56-3880 〒917-0241 福井県小浜市遠敷７５－４

18-009466 高田　喜生 法 無 3,000千円 1810
0770-53-3002 〒917-0041 福井県小浜市青井３６－１－６

18-006571 山岸　靖夫 法 有 24,000千円 1801
0776-25-2235 〒910-0015 福井県福井市二の宮３－３２－２６

18-007569 山床　鉄夫 法 無 9,000千円 1801
0776-90-1165 〒910-2332 福井県福井市野波３４－６－１

18-011720 坂井　健太 法 無 1,000千円 1801
0776-55-0017 〒910-0109 福井県福井市二日市町２０－２１－１

18-004728 山﨑　勝子 法 無 20,000千円 1809
0770-22-0012 〒914-0076 福井県敦賀市元町１６－１９

18-009267 成山　隆盛 法 無 15,000千円 1801
0776-63-2003 〒910-1215 福井県吉田郡永平寺町花谷１２－８－２

18-008190 三好　杏奈 法 無 20,000千円 1801
0776-56-3840 〒910-0134 福井県福井市上野本町３－８０７

18-008164 齋藤　次雄 個 無 1805
0778-52-0740 〒916-0033 福井県鯖江市中野町１７－２９

18-006083 坂上　広樹 法 有 38,000千円 1809
0770-24-2338 〒914-0814 福井県敦賀市木崎３８－２２－１

18-009273 前田　重昭 法 有 10,000千円 1801
0776-24-0380 〒910-0067 福井県福井市新田塚１－３４－１

18-007045 山本　正敏 個 無 1801
0776-63-3872 〒910-1214 福井県吉田郡永平寺町谷口１９－１１７

18-011124 玉川　真己 法 有 3,000千円 1801
0776-26-1378 〒910-0038 福井県福井市三ツ屋１－４１７

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
三誠工業（株）

土１建１と１舗１
（有）三成工業

建１鋼１
（株）サンセット

（株）ＳＡＮＫＯ

と１
（有）サンシード

電１通１
サン電設

電１
（株）山王工業

土１と１

土１舗１
サンツー電工社

電１
（株）サンテックタナカ

土１建１と１管１鋼１舗１塗１機１水１解１
（株）サンデン

解１
（株）サン設備

管２
サンソン建設（株）

土１建１と１石１鋼１舗１水１解１
（有）三大
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-004601 吉田　幾男 法 有 5,000千円 1801

0776-64-2188 〒910-1321 福井県吉田郡永平寺町山王２１－１３－４

18-011176 坂元　義一 法 無 3,000千円 1805
0778-51-0510 〒916-0042 福井県鯖江市新横江１－４－４

18-008806 山田　隆重 法 有 3,000千円 1805
0778-62-2528 〒916-0075 福井県鯖江市漆原町４－７－６

18-009255 中村　啓一 法 無 3,000千円 1801
0776-30-0616 〒910-0853 福井県福井市城東３－１４－２１

18-009339 板取　圭二 法 有 30,000千円 1801
0776-22-4779 〒918-8238 福井県福井市和田３－３０８

18-010280 田中　佳伸 法 有 12,000千円 1810
0770-57-1557 〒917-0223 福井県小浜市加茂２４－１５

18-004932 山﨑　芳裕 法 無 10,000千円 1806
0778-24-4788 〒915-0094 福井県越前市横市町３６－２１－１

18-011300 山田　竜雨 法 無 5,000千円 1801
0776-29-2121 〒910-0856 福井県福井市勝見３－２１－１６

18-000330 中村　好成 法 無 20,000千円 1810
0770-64-1329 〒919-1504 福井県三方上中郡若狭町大鳥羽３６－３－４

18-010958 福原　敏弘 法 無 5,000千円 1801
0776-63-6088 〒919-0326 福井県福井市半田町１７－１２－６

18-005927 角谷　雅和 法 有 40,000千円 1802
0776-82-6479 〒913-0045 福井県坂井市三国町南本町１－２－５１

18-000269 加野　勝人 法 無 20,000千円 1809
0770-23-3255 〒914-0123 福井県敦賀市和久野２７－２

18-005636 笹木　吉右ヱ門 法 無 20,000千円 1805
0778-62-1228 〒916-0068 福井県鯖江市二丁掛町１４－２０

（有）山王電機センター

建１
（株）サンワエンジニアリング

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
三和建設（株）

土２と２管２
三和システム（株）

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
三優社工業（株）

建２と２鋼２塗２防１
三和運輸（有）

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）三和エンジニアリング

土１と１電１管１舗１水１消１
三の丸ホーム（株）

建１大１と１鋼１
（有）三明設備

管１
（株）三友開発

土２と２電２管２鋼２機１通２水２消１解２

電１管１通１消１
（株）三和商会

土２建２と２石２電２管２鋼２舗２し２塗２機２水２消１
（株）サンワ設備

土１管２機１水２消１
（株）三和電工社
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-003347 松本　耕造 法 無 10,000千円 1803

0779-65-3358 〒912-0021 福井県大野市中野３９－２２

18-008784 滝本　順二 法 無 10,000千円 1801
0776-57-0340 〒910-0837 福井県福井市高柳３－３９０２

18-007381 桑野　広志 法 無 10,000千円 1801
0776-56-0136 〒910-0122 福井県福井市石盛１７－２０

18-008484 島村　正博 法 有 10,000千円 1801
0776-26-7020 〒910-0026 福井県福井市光陽２－９－２１

18-008317 三田村　正男 法 無 10,000千円 1806
0778-27-1592 〒915-0043 福井県越前市庄田町２８－８－２

18-011102 伊與　涼 法 無 5,000千円 1801
0776-88-0550 〒910-2171 福井県福井市荒木町１７－１１－５

18-011471 新井　栄治 法 無 2,000千円 1805
0778-52-3380 〒916-0016 福井県鯖江市神中町２－１－２６

18-010794 中村　正義 法 無 1,000千円 1809
0770-24-0039 〒914-0121 福井県敦賀市野神１－４６

18-011654 石井　和義 法 無 20,000千円 1806
0778-67-8261 〒919-0131 福井県南条郡南越前町今庄５６－１－１

18-010531 杉本　光利 個 無 1801
0776-50-2657 〒910-0855 福井県福井市西方１丁目１２－５

18-005173 三ッ田　正人 法 無 3,000千円 1809
0770-47-5126 〒914-0035 福井県敦賀市山泉７３－１２２２

18-010478 石田　一十三 法 有 3,000千円 1801
0776-35-1009 〒918-8056 福井県福井市若杉浜３－３１３－２

18-011263 清水　淳一 法 有 3,000千円 1802
0776-66-7129 〒910-0225 福井県坂井市丸岡町松川３７－１３－２

土１と１
（株）シー・エス・ケー

鋼１内１
（株）ＣＳミタムラ

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
（株）ＧＦＫ

三和塗装工業（株）

塗１
（株）サンワビルド

建１
（株）シーアンドシー・桑野土建

屋１板１
（株）ジェイ・システム

電１

筋１
Ｃ－Ｒｅａｌ

建１大１内１具１
（有）シール産業

防１
（有）ジェイ企画

と１
（株）Ｇ・コア

と１機１
（株）ＧＴＥＫＴ

と１機１
（株）シーテック
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011139 橋本　正一 法 有 3,000千円 1805

0778-53-0548 〒916-0022 福井県鯖江市水落町８－１５－２

18-010156 林　順一 法 無 5,000千円 1801
0776-63-6106 〒918-8231 福井県福井市問屋町１－２５０

18-008797 小堂　剛 法 有 20,000千円 1810
0770-77-2137 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１４６－５－１

18-010614 関　良子 法 有 10,000千円 1801
0776-57-7755 〒918-8205 福井県福井市北四ツ居２－１４－１８

18-011288 塩田　峰之 法 無 2,000千円 1801
0776-28-5833 〒910-0859 福井県福井市日之出４－１３－１

18-001274 中山　義正 法 無 15,000千円 1810
0770-52-2650 〒917-0065 福井県小浜市小浜住吉５０－１７

00-011060 塩浜　都広 法 無 480,000千円 1809
0770-25-6027 〒914-0039 福井県敦賀市観音町１２－１

18-010152 幸川　賢悟 法 無 9,500千円 1801
0776-25-1084 〒910-0019 福井県福井市春山１－９－３１

18-011409 達城　史明 法 無 5,000千円 1801
0776-56-2450 〒910-0138 福井県福井市東森田１－７０１

18-008868 濵野　眞志男 法 無 70,000千円 1808
0778-37-2300 〒916-0311 福井県丹生郡越前町梅浦８４－１－１

18-010118 高溝　修一 法 有 3,000千円 1801
0776-34-0004 〒918-8021 福井県福井市門前一丁目１５０３番地

18-011275 谷口　秀一 法 有 3,000千円 1806
0778-21-0362 〒915-0857 福井県越前市四郎丸町６１－７－３

18-003698 魚住　正人 法 無 3,000千円 1809
0770-22-3266 〒914-0136 福井県敦賀市砂流２５－７

（株）Ｊ．Ｄ設計

建１
（株）Ｊ・ＢｒａｎＤ

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１園１水１
ジオミックス（株）

土１と１石１鋼１舗１
（株）四ヶ浦建設

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
（有）四季ハウス

と１
（株）塩野工務店

土１建１
（株）塩浜工業

土２建２大２左２と２石２屋２電２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２機１絶２具２水２解２
（株）ジオパワーシステムフクイ

と１
（株）ジェット

土１建１と１管１機１
ＣｈｅｌｌＬｉｖｉｎｇ（株）

建１
（株）ＳＨＩＯＤＡ．ＰＬＵＳ

建１
式部商事（有）

土１と１舗１
（有）重兼造園

園１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-005455 重田　英策 法 無 10,000千円 1810

0770-53-1253 〒917-0012 福井県小浜市熊野３７－２８－１

18-003415 重村　修司 法 無 10,000千円 1801
0776-54-4878 〒910-0826 福井県福井市上中町３０－３７

18-007194 渡辺　繁盛 法 無 5,000千円 1801
0776-41-2161 〒910-2163 福井県福井市栃泉町３３－３９

18-003190 竹内　幸彦 法 有 20,000千円 1801
0776-36-4025 〒918-8057 福井県福井市加茂河原３－１５－１６

18-010692 田本　憲恭 法 無 5,000千円 1802
0776-66-2580 〒910-0246 福井県坂井市丸岡町西瓜屋１３－２０

18-005534 大田原　薫 法 有 10,000千円 1801
0776-21-6855 〒910-0026 福井県福井市光陽１－２７－４

18-001716 井関　俊治 法 有 14,700千円 1801
0776-33-2200 〒918-8188 福井県福井市三尾野町２９－２－１１

18-011162 山内　直 法 有 3,000千円 1802
0776-97-6597 〒910-0303 福井県坂井市丸岡町猪爪５－１１８

18-006162 品川　章 法 無 20,000千円 1805
0778-52-5898 〒916-0029 福井県鯖江市北野町２－８－８

18-011663 向川　誠 法 有 1,000千円 1809
0770-47-6293 〒914-0076 福井県敦賀市元町１３－１４－２Ｆ

18-010546 柴田　順続 個 無 1809
0770-22-0150 〒914-0051 福井県敦賀市本町２－９－７

18-008627 柴田　義久 法 無 3,000千円 1809
0770-24-2577 〒914-0146 福井県敦賀市金山９９－１１－２６

18-001926 柴田　達宏 法 有 10,000千円 1801
0776-22-1765 〒910-0015 福井県福井市二の宮４－１７－５

電１通１消１
システック（株）

消１
（株）システム・アーバン

建１
（株）シセード

土１大１と１
（株）重村設備工業

管１
（有）繁盛

建１鋼１
紫光産業（株）

（株）重田組

建１大１屋１電１タ１板１内１

機１
シバタ

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
（有）柴田建築店

建１
柴田商事（株）

土１と１鋼１塗１内１
（株）ＳＩＴＹ

建１電１管１
品川設備（株）

電２管２機１
Ｓｙｎｅｒｇｙ　Ｌｉｎｋｓ（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010120 柴田　昭 個 無 1809

0770-24-5131 〒914-0045 福井県敦賀市古田刈６７号１２０２番地３

18-003076 中村　潤一 法 無 25,000千円 1801
0776-53-6125 〒910-0837 福井県福井市高柳３丁目４７０７

18-008650 柴原　岩男 法 無 10,000千円 1802
0776-51-4285 〒919-0483 福井県坂井市春江町石塚２９－２５－４

18-011008 岸　省三 法 有 6,000千円 1802
0776-81-3588 〒913-0005 福井県坂井市三国町浜地４５－１

18-010088 大塚　晴美 法 無 3,000千円 1801
0776-28-9375 〒910-0017 福井県福井市文京１－２７－８

18-004034 嶋田　泰光 法 有 20,000千円 1804
0779-88-0111 〒911-0031 福井県勝山市長山町２－６－４

18-011161 嶋＊　宏 法 有 3,000千円 1802
0776-66-6663 〒910-0234 福井県坂井市丸岡町今市７－４１

18-006647 島田　幸和 法 無 10,000千円 1804
0779-89-2682 〒911-0041 福井県勝山市荒土町布市１２－２７

18-003992 島＊　一郎 法 無 3,500千円 1802
0776-77-2152 〒910-4103 福井県あわら市二面２０－２１－１

18-000350 島田　英一 法 無 30,000千円 1804
0779-87-1265 〒911-0035 福井県勝山市郡町１－１－３

18-009600 島田　茂喜 個 無 1804
0779-87-0714 〒911-0802 福井県勝山市昭和町３－１－４３

18-000316 嶋田　義一 法 無 20,000千円 1810
0770-56-1780 〒917-0241 福井県小浜市遠敷６－３０７－１

18-008744 島田　茂 法 無 5,000千円 1804
0779-89-2800 〒911-0041 福井県勝山市荒土町布市２２－１－２

柴田鉄工

鋼１
（株）しばなか

土２と２園２
（株）柴原電機

建１大１内１
（株）島田組

土２と２石２管１鋼２舗２園１水２解２
島田巧業

左１
（株）嶋田工務店

土１建１と１電１管２鋼１機１井１水１解１
（有）シマクレーン工業

と１
（株）島建

土１建１と１石１管１鋼１塗１防１機１解１
（有）島＊製材所

電１
（有）芝政グリーン

園１
（有）士邦建設

と１解１
（株）シマキ工業

土１建２大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
（有）島田工務店

土１と１石１舗１水１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009959 島田　宰任 法 無 5,000千円 1801

0776-34-4426 〒918-8134 福井県福井市下莇生田町２７－１－１８

18-009868 島田　静夫 法 無 3,000千円 1803
0779-66-4674 〒912-0031 福井県大野市月美町３－３

18-008131 島田　信弘 法 無 5,000千円 1801
0776-98-4196 〒910-3602 福井県福井市竹生３２－５３

18-010777 島田　浩司 法 有 5,000千円 1801
0776-43-0516 〒910-0806 福井県福井市高木町２３－１－９

18-010151 島田　雄造 法 無 1,000千円 1801
0776-21-9123 〒910-0003 福井県福井市松本１－５１－４

18-004791 島　昌宏 法 無 5,000千円 1809
0770-23-3192 〒914-0815 福井県敦賀市平和町１９－１５－１

18-006242 嶋野　寛之 法 無 10,000千円 1805
0778-51-5080 〒916-0016 福井県鯖江市神中町２－８－１５

18-011207 島森　建 個 無 1801
0776-23-6085 〒910-0026 福井県福井市光陽３－１４－１０

18-005855 嶋谷　栄 法 無 10,000千円 1806
0778-22-1442 〒915-0062 福井県越前市姫川１－９－４

18-011225 清水　道浩 法 有 50,000千円 1805
0778-52-1970 〒916-0014 福井県鯖江市鳥羽町２２－５２

18-003162 清水　愼一 個 無 1807
0778-44-6017 〒910-2513 福井県今立郡池田町寺島５－２７－３

18-006797 清水　芳男 法 有 20,000千円 1809
0770-23-6136 〒914-0035 福井県敦賀市山泉２２－１１－６

18-009884 清水　義治 個 無 1810
0770-58-0355 〒917-0036 福井県小浜市中井３７－４１

電１
（有）島塗装店

塗１
（株）シマノ

機１
シマモリ

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
（株）シマダ電機

電１
（株）シマテクニカルサービス

管１
ＳＨＩＭＡ電工（株）

島田左官（株）

左１
（有）島田重機

建１管１鋼１水１
（株）清水建装

建１
清水建築

建１

左１
（有）嶋谷設備工事

管１機１水１
（株）清水組

土２建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２機１絶２園２井１具２水２解２
清水建設
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008799 清水　健次 法 無 10,000千円 1801

0776-41-0935 〒918-8135 福井県福井市下六条町２９－１８

18-004469 清水　直喜 法 有 10,000千円 1809
0770-25-4420 〒914-0121 福井県敦賀市野神２６－４－９

18-005445 清水　保男 法 無 5,000千円 1803
0779-66-4289 〒912-0021 福井県大野市中野３６－７

18-006588 清水　義之 法 有 20,000千円 1802
0776-79-1701 〒910-4272 福井県あわら市北潟４０－１８

18-002600 清水　英男 個 無 1801
0776-54-0601 〒910-0824 福井県福井市間山町１－４２

18-008702 清水　浩司 法 有 10,000千円 1809
0770-22-7330 〒914-0134 福井県敦賀市山６０－１－２

18-006325 清水　夢樹 法 有 30,000千円 1802
0776-82-4128 〒913-0065 福井県坂井市三国町崎６２－９

18-010974 清水　健太郎 法 無 5,000千円 1803
0779-64-5324 〒912-0046 福井県大野市神明町６０３

18-009520 清水　正人 法 無 3,000千円 1810
0770-52-7802 〒917-0077 福井県小浜市駅前町１４－１５島長ビル２階

18-010993 清水　亮 法 無 1,000千円 1809
0770-25-7433 〒914-0053 福井県敦賀市舞崎町２－１３－１７－３０４

18-004708 堂埜　真一 法 無 5,000千円 1801
0776-36-1507 〒918-8057 福井県福井市加茂河原３－１４－２４

18-009518 清水　孝雄 法 無 3,000千円 1801
0779-73-2245 〒910-2461 福井県福井市南野津又１８－２２

18-000589 清水　勇 法 無 10,000千円 1801
0776-54-8488 〒910-0813 福井県福井市中新田町８－６－２

鋼１
清水工業（株）

と１管１鋼１機１消１
（有）清水工務店

建１
（株）清水材木店

清水建鉄（株）

機１
（有）清水総合設備

管１
（有）清水宅建

大１
（有）清水鐵工所

土１と１園２
（株）清水設備

管１
清水創建（有）

建１
（株）清水総建

建１
清水左官工業

左１
清水産業（株）

管１機１
（株）清水植物園

鋼１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008731 清水　光栄 個 無 1801

0776-53-4877 〒910-0834 福井県福井市丸山３－２０１

18-006924 小木　奈津江 法 無 10,000千円 1801
0776-41-0977 〒910-2148 福井県福井市篠尾町４２－４

18-010613 清水　聖太郎 法 無 5,000千円 1805
0778-42-6805 〒916-0041 福井県鯖江市東鯖江２－１０３－１

18-005145 下川　茂 法 無 7,000千円 1801
0776-87-2419 〒910-3384 福井県福井市長橋８－２６

18-009770 下川　孝幸 法 無 5,000千円 1802
0776-51-2633 〒919-0485 福井県坂井市春江町取次４－１４－甲

18-006346 下河　信夫 法 無 3,000千円 1801
0776-36-4640 〒918-8014 福井県福井市花堂中１－１５－１

18-008495 下河　利夫 法 無 3,000千円 1801
0776-36-7280 〒918-8014 福井県福井市花堂中２－１１－８

18-004917 下出　敏雄 個 無 1806
0778-22-6400 〒915-0851 福井県越前市畷町２－５－１５

18-004780 下西　幸雄 法 有 8,000千円 1809
0770-22-0942 〒914-0051 福井県敦賀市本町２－８－２０

18-000548 下野谷　信宏 法 無 10,000千円 1801
0776-22-7358 〒910-0003 福井県福井市松本２－１７－５

18-000136 下畑　圭一郎 法 有 20,000千円 1809
0770-22-1897 〒914-0121 福井県敦賀市野神２４－１６－１

18-006488 下前　昭広 法 無 8,000千円 1810
0770-56-1224 〒917-0246 福井県小浜市下根来２１－６－２

18-004904 下村　弘之 法 無 10,000千円 1806
0778-23-7800 〒915-0882 福井県越前市上太田町５０－５－６

管１
下河保温（有）

絶１
下出建築

建１
（有）下西農園

と１
（有）下川建設

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
下川建築家づくり工房（合）

建１
（有）下河工業

清水電機

電１
（有）清水土木

土１と１管１舗１水１
シミズ防災（株）

土１と１
下村水道（株）

管１水１

土１と１園１
下野谷電気（株）

電１
（株）下畑組

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園１具２水２解２
（株）下前産業
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
00-012187 德本　達郎 法 有 90,000千円 1809

0770-25-2200 〒914-0125 福井県敦賀市若葉町２－１７７０

18-005974 竹内　幸一 法 無 10,000千円 1805
0778-52-8771 〒916-0017 福井県鯖江市神明町５－５－１６

18-002792 鴛田　貴史 法 有 30,000千円 1801
0776-35-3793 〒918-8026 福井県福井市渕１－３０１

18-001514 東　克繁 法 無 25,000千円 1810
0770-67-2314 〒917-0383 福井県大飯郡おおい町下３８－１８－１

18-010186 山本　信幸 法 無 8,000千円 1801
0776-41-1005 〒910-2178 福井県福井市栂野町２０－９

18-011498 岩崎　龍雄 個 無 1803
0779-66-4687 〒912-0033 福井県大野市美里町１０７

18-010529 佐飛　康央 法 有 5,000千円 1805
0778-42-6280 〒916-0001 福井県鯖江市吉江町７１７

18-011458 伊藤　珠恵 法 無 1,000千円 1802
0776-65-8536 〒910-4138 福井県あわら市下番７２－１２－７

18-011689 高本　茂樹 法 無 3,000千円 1801
0776-33-6140 〒918-8055 福井県福井市若杉１－２７２７

18-011616 八杉　佳浩 個 無 1802
0776-97-8575 〒919-0414 福井県坂井市春江町江留下屋敷７４　Ｋビル２０２

18-011186 田中　達夫 法 無 5,000千円 1801
0776-34-1110 〒918-8021 福井県福井市門前町５－１－６

18-003236 中村　正次郎 法 無 15,000千円 1806
0778-23-8115 〒915-0057 福井県越前市矢船町１－２－１０

18-010693 杉本　秀雄 法 有 5,000千円 1806
0778-23-5224 〒915-0802 福井県越前市北府４－２－３

管１機１
若越緑化（株）

土１と１舗１園１
若丹建設（株）

土２と２石２管１鋼２舗２水２解２
（株）社寺建

（株）ジャクエツ

建２と２管１塗２防２内２機１園２具２消１
若越工業（株）

建１大１
（株）住建

具１
秀・建築アトリエ（株）

建１大１屋１タ１内１

屋１
（有）シャレス

と１タ１園１
住環工房

建１
（株）住空館

建１大１
シャッターイワサキ

具１
（合）ジャパンインペックス

電１
ジャパンルーフ（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-006962 佐々木　光夫 法 無 3,000千円 1810

0770-53-2032 〒917-0071 福井県小浜市一番町４－２３

18-011432 泉　満 個 有 1808
0778-67-3581 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田１１２－１８

18-005435 奥出　強 法 無 3,000千円 1802
0776-74-1800 〒919-0742 福井県あわら市瓜生５－２０

18-007602 北川　昭治 法 有 10,000千円 1801
0776-21-4652 〒910-0029 福井県福井市日光２－１２－１２

18-006363 田中　秀和 法 無 4,000千円 1806
0778-22-1766 〒915-0852 福井県越前市松森町２７－１－９

18-008529 冨山　幸治 個 無 1808
0778-34-1278 〒916-0147 福井県丹生郡越前町内郡７－１４

18-011661 永田　順一 法 無 1,000千円 1802
0776-97-5897 〒919-0477 福井県坂井市春江町田端３４－１－７４

18-007544 坪内　一 法 無 5,000千円 1804
0779-89-1254 〒911-0841 福井県勝山市鹿谷町発坂３－６

18-007797 植松　俊行 法 無 10,000千円 1809
0770-24-4633 〒914-0131 福井県敦賀市公文名５４－１１－１１

18-007352 吉田　誠 法 無 3,000千円 1809
0770-21-0050 〒914-0024 福井県敦賀市吉河１１－２－１

18-005849 小川　義昭 法 有 3,000千円 1801
0776-50-0456 〒910-0833 福井県福井市新保１－１８０５

18-011583 久保田　真由美 法 有 3,000千円 1809
0770-45-0332 〒919-1332 福井県三方上中郡若狭町館川１－１－７

18-009911 星山　正司 法 有 3,000千円 1801
0776-41-4337 〒910-2142 福井県福井市前波町１７－３

（有）住宅設備佐々木

機１
（株）ショウ

土１と１石１
（有）松栄

建１と１鋼１
（有）勝栄工業

屋１管１
（有）秀和タイル

左１タ１
樹幸建築

建１
（株）ジュンゾウ

管１水１
住宅デザイン工房

建１大１屋１タ１鋼１内１
（有）ジュールデンキ

電１
（株）シュウワ

土１と１解１

と１管１機１
昌栄産業（有）

電１消１
（有）Ｓｙｏｕｋｉ　Ｌｉｎｅ

土１管１
（有）正建
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-006832 岩田　祥江 法 無 3,000千円 1801

0776-53-3318 〒910-0803 福井県福井市高柳町１－３０５

18-008701 橋本　清司 法 無 3,000千円 1809
0770-23-7516 〒914-0053 福井県敦賀市舞崎町２－２５－８

18-009864 吉田　学保 法 有 10,000千円 1803
0779-66-7007 〒912-0036 福井県大野市美川町１１－２０

18-001206 正光　正行 法 有 20,000千円 1806
0778-23-1248 〒915-0083 福井県越前市押田１－３－８

18-010070 上坂　崇之 法 有 3,000千円 1808
0778-32-2554 〒916-0255 福井県丹生郡越前町江波１２６－１２１－３

18-011316 上野　潤 法 無 1,000千円 1805
0778-52-6919 〒916-0015 福井県鯖江市御幸町１－２－４８

18-011026 畳谷　昭二 個 有 1803
0779-65-2920 〒912-0022 福井県大野市陽明町１－４０６

18-008297 青山　義弘 個 無 1801
0776-36-2938 〒918-8104 福井県福井市板垣３－４１４

18-005673 尾崎　剛 法 無 10,000千円 1801
0776-27-7070 〒910-0843 福井県福井市西開発２－５０１－５

18-002036 高村　明彦 法 有 30,000千円 1801
0776-54-3355 〒910-8533 福井県福井市開発２－１２１

18-006551 水谷　明子 法 有 10,000千円 1809
0770-23-6766 〒914-0824 福井県敦賀市原２５－５－１

18-011334 武内　慎吾 法 無 1,000千円 1804
0779-77-4645 〒911-0802 福井県勝山市昭和町３－１－４６

18-009475 松村　亨 法 無 10,000千円 1801
0776-38-5330 〒918-8182 福井県福井市浅水二日町１３４－１－２

鋼１
正光設備（株）

土１管２機１井１水１消１
（株）上水メンテナンス

電１管１機１水１
（株）上成

（有）昭建

土１と１舗１
（有）勝建工

土１と１石１鋼１舗１し１水１
匠建設計（株）

と１
昭和工業（株）

建１と１

消１
硝和硝子（株）

大１左１と１石１屋１タ１鋼１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
昭和技術工業（株）

土１大１と１石１鋼１舗１し１機１水１
（株）勝和組

と１
畳谷建築

建１
翔篤住建

建１
消防設備管理（株）

120/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011691 小林　昇 法 無 2,000千円 1809

0770-25-4656 〒914-0053 福井県敦賀市舞崎町２－１４－１

18-007775 洲波　修二 法 無 3,000千円 1803
0779-66-4539 〒912-0053 福井県大野市春日１－３－１４

18-005222 細谷　雄幸 法 無 10,000千円 1801
0776-63-6327 〒918-8016 福井県福井市江端町１１－５

18-009053 高嶋　誠 法 無 10,000千円 1801
0776-22-1717 〒910-0026 福井県福井市光陽４－４－２３

18-006548 五十嵐　嘉紀 法 有 10,000千円 1802
0776-58-0085 〒919-0464 福井県坂井市春江町江留上錦２０

18-011680 畠　準史 法 有 15,000千円 1809
0770-39-1236 〒919-1279 福井県敦賀市白木１－４３５－１

18-009711 白﨑　治水 法 有 8,000千円 1801
0776-54-0281 〒910-0804 福井県福井市高木中央２－１９０５

18-008210 白崎　三千男 法 無 3,000千円 1802
0776-51-5080 〒919-0481 福井県坂井市春江町千歩寺３５－５－４５

18-011016 白﨑　智之 法 有 98,000千円 1805
0778-62-2200 〒916-0076 福井県鯖江市石生谷町１１－２３

18-010039 白﨑　芳治 法 無 5,000千円 1802
0776-72-3012 〒919-0545 福井県坂井市坂井町東荒井１７－１９－３

18-007121 白崎　幸利 法 無 5,000千円 1801
0776-226460 〒910-0004 福井県福井市宝永４－４－２２

18-007802 清水端　明 個 無 1806
0778-28-1478 〒915-1213 福井県越前市丸岡町４９－１５－１

18-005827 城口　芳郎 個 無 1810
0770-72-0168 〒919-2221 福井県大飯郡高浜町事代１－９２

昇和工業（株）

と１
（有）昭和電気

建１
（株）白崎コーポレーション

園１
（株）シラサキ設備

管１消１
（有）白崎電気

電１管１消１
（株）白木

と１園１
白崎建設（株）

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（有）白崎建築

電１
昭和ブロック工業（株）

タ１
（株）ショーケン

建１
（株）ショーセイ

電１
白山電工

電１
城口工務店

建１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011187 城谷　保男 法 無 5,000千円 1810

0770-59-1338 〒919-2113 福井県大飯郡おおい町芝崎１３－２－１

18-008554 代田　義浩 個 無 1805
0778-52-1045 〒916-0024 福井県鯖江市長泉寺町２－４－５

18-010946 赤間　正代 法 無 300千円 1809
0770-22-1226 〒914-0272 福井県敦賀市赤崎４７－６－２

18-005488 田中　宏直 法 無 5,000千円 1803
0779-66-3392 〒912-0036 福井県大野市美川町１－５

18-007735 中田　浩一 法 無 5,000千円 1801
0776-52-5700 〒910-0804 福井県福井市高木中央２－２８１０

18-008979 藤田　仁 法 無 7,000千円 1802
0776-51-8652 〒919-0454 福井県坂井市春江町江留上日の出６－３４

18-010917 黒川　恭広 個 無 1801
0776-28-7177 〒910-0015 福井県福井市二の宮５－４－１６

18-011536 関　信雄 法 無 3,000千円 1801
0776-76-8817 〒910-0026 福井県福井市光陽１－８－１０

18-005856 田中　信治 法 有 26,000千円 1806
0778-21-8135 〒915-0802 福井県越前市北府２－１－５

18-011497 眞木　裕史 個 無 1810
0770-56-0575 〒917-0027 福井県小浜市生守１４－５４－５

18-010032 谷岡　純子 法 無 3,000千円 1802
0776-60-1422 〒910-0253 福井県坂井市丸岡町一本田中４７－１－１

18-011562 林　靖貴 法 無 3,000千円 1801
0776-85-1201 〒910-3136 福井県福井市川尻町３０－５

18-005872 堀川　靖彦 法 無 25,000千円 1805
0778-65-1096 〒916-1113 福井県鯖江市戸口町１７－１３

建１ガ１内１具１
伸栄工業（有）

土１と１鋼１舗１塗１水１
（有）仁栄工建

土１と１鋼１舗１水１
新栄社

と１解１
代田工務店

建１
（株）申

と１
（有）真栄ガラス

（株）城建設

電２機１

土１と１舗１解１
（株）新希

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
（有）シンキ工業

タ１
シンクス（株）

塗１
（株）信永防災工業

土１と１
（株）シンエツ．テクノサービス

電２管１鋼１機１
心解
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011070 鈴木　基之 法 有 33,000千円 1801

0776-65-7680 〒910-0026 福井県福井市光陽３－１４－５　キュアメロディ２０６

18-010154 大久保　博嗣 法 無 10,000千円 1802
0776-51-6880 〒919-0474 福井県坂井市春江町西太郎丸５－７－１２

18-011701 時岡　良樹 法 無 1,000千円 1810
0770-59-2310 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１５２－６

18-007562 新井　信夫 個 無 1801
0776-56-2896 〒910-0134 福井県福井市上野本町３－７１０

18-008276 早川　豊和 法 無 10,000千円 1809
0770-23-0913 〒914-0815 福井県敦賀市平和町２４－５

18-009847 千葉　謙一 法 無 10,000千円 1801
0776-63-2282 〒910-1211 福井県吉田郡永平寺町法寺岡８－１４－１

18-010631 西嶋　信治 個 無 1806
0778-29-0340 〒915-0857 福井県越前市四郎丸町１９－４－２９

18-011602 池田　悦子 法 無 5,000千円 1810
0770-56-5590 〒917-0025 福井県小浜市木崎３１－７－４

18-007461 森山　弘昭 法 無 3,000千円 1809
0770-32-1662 〒919-1142 福井県三方郡美浜町興道寺１－１－２３

18-005917 笠嶋　徹 法 無 10,000千円 1805
0778-52-7362 〒916-0037 福井県鯖江市上河端町３４－２－３

18-005835 渡邉　昌英 法 無 20,000千円 1801
0776-33-3300 〒918-8188 福井県福井市三尾野町２９－２－６

18-001115 山本　研清 法 無 10,000千円 1801
0776-22-5162 〒910-0004 福井県福井市宝永４－１１－２

18-010637 橋本　伊佐夫 法 無 3,000千円 1810
0770-72-2240 〒919-2381 福井県大飯郡高浜町西三松１２－３２－１１

（有）シンクタンク

土２建１と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
新計装（株）

機１
進月機工（株）

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
新光通信工業（株）

電１通１
シンコー電業（株）

電２管１通１消１
新成建設工業（株）

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
新光

土１と１
（株）伸光

土１と１石１鋼１舗１し１
シンコウ建設（株）

管１機１
新建

土１と１舗１解１
（株）真建

土１と１
シンコ（株）

土１と１
（有）新成工業

電１鋼１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011040 山内　直樹 法 無 1,000千円 1806

0778-22-9325 〒915-0056 福井県越前市向新保町４５－９１

18-011157 岩田　芳信 法 無 3,000千円 1809
0770-47-5969 〒914-0184 福井県敦賀市野神４０－２７１－１（木崎）

18-010459 原　一人 個 無 1809
0770-22-9346 〒914-0123 福井県敦賀市和久野１０－１２－６

18-007909 東川　貴洋 法 無 3,000千円 1801
0776-54-5951 〒910-0842 福井県福井市開発４－５０９

18-008689 坂部　範雄 法 無 10,000千円 1801
0776-23-6661 〒910-0002 福井県福井市町屋１－９－１７

18-009263 木下　貞枝 法 有 3,000千円 1803
0779-65-5875 〒912-0042 福井県大野市東中野３０２

18-007193 谷口　信二 法 無 31,000千円 1801
0776-52-2578 〒910-0833 福井県福井市新保３－１００４

18-005012 新谷　金睦 法 有 40,000千円 1808
0778-32-2030 〒916-0273 福井県丹生郡越前町小曽原１１１－１５－２

18-010798 山中　真人 法 無 3,000千円 1802
0776-75-1885 〒919-0801 福井県あわら市細呂木４０－２９

18-010060 田波　正信 法 無 10,000千円 1809
0770-25-0033 〒914-0802 福井県敦賀市呉竹町２－３－９－Ａ

18-005367 星野　正 法 無 10,000千円 1810
0770-72-3368 〒919-2373 福井県大飯郡高浜町小和田７２－１４

00-025323 冨田　敏行 法 有 80,000千円 1801
0776-50-6580 〒910-0832 福井県福井市新保町２３－５

18-001525 吉田　恭平 法 無 20,000千円 1801
0776-36-8893 〒918-8014 福井県福井市花堂中１－５－６

土１左１と１石１屋１鋼１舗１し１板１塗１防１内１水１
（有）新千

管１
（株）シンタニコンストラクト

土２と２管１鋼２舗２機１水２解２
新谷窯業（株）

と１管１機１
新成実業

機１
（有）新星設備

土１と１管１鋼１舗１水１
（株）信成美建

（株）新星工業

土１と１石１鋼１舗１水１解１
（株）信成工業

土１
新富産業（株）

土２と２電２管２鋼２舗２機２井１水２消１
（株）新内

土２建２と２管１タ２鋼２舗２し２塗１内２園１具２水１解２

屋１
（株）真鉄工業

筋１
（株）シンデンコー

電１管１
（有）新東工業
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
00-003288 松味　良幸 法 有 20,000千円 1810

0770-72-3500 〒919-2226 福井県大飯郡高浜町立石１５－１５－４

18-009214 滝谷　和夫 法 有 10,000千円 1801
0776-55-0800 〒910-0107 福井県福井市高屋町２４－１３

18-004662 佐藤　明時祉 法 無 21,000千円 1802
0776-51-5002 〒919-0482 福井県坂井市春江町中庄４３－３－１

18-004751 山岸　健一 法 有 34,000千円 1809
0770-22-1243 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町１－１８－２６

18-008624 三好　健次 法 有 20,000千円 1802
0776-67-2314 〒910-0304 福井県坂井市丸岡町今福１１－３７－１

18-011006 平松　亜紀夫 法 無 2,000千円 1809
0770-21-2310 〒914-0131 福井県敦賀市公文名３３－６－１６

18-000210 房川　正己 法 無 10,000千円 1801
0776-34-1313 〒918-8114 福井県福井市羽水１－７０５

18-001175 新谷　健治 法 無 20,000千円 1802
0776-51-0536 〒919-0442 福井県坂井市春江町寄安１０－８

18-004063 畠　聖史 法 無 20,000千円 1809
0770-23-4152 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町２－６－１

18-007501 久米田　貢幸 法 無 3,000千円 1801
0776-36-4535 〒918-8058 福井県福井市加茂緑苑町９１７

18-011078 竹内　力 法 有 5,000千円 1801
0776-53-2771 〒910-0801 福井県福井市寺前町４－１－１９

18-010467 田中　一朗 法 有 10,000千円 1806
0778-24-5650 〒915-0802 福井県越前市北府２－１５－２２

18-008662 毛利　＊憲 法 無 20,000千円 1802
0776-68-0355 〒910-0347 福井県坂井市丸岡町熊堂３－５－５

土２建１と２鋼２し２解２
（株）新日本興産

土１と１
（株）シンハル

土２建１と２石２電２管２鋼２舗２し２塗２機１通１水２消１
新保興業（株）

新日本海事工業（株）

管１
（株）仁力オペレーション

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
信和機材（株）

管１
（株）神和工業

塗１防１
（株）新谷

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
信友建設（株）

建２大２と１電１管１解２
（有）信勇工業

土１建２大２と１石１屋２タ２鋼２舗１し１内２水１
新間建設（株）

土２と２鋼２舗２し２水２解２
（株）伸明工業

と１
新明防水工業（株）

と１機１解１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011234 宮川　智光 法 無 3,000千円 1801

0776-56-8230 〒910-0137 福井県福井市栗森２－１７０６

18-006036 中島　久文 法 有 10,000千円 1810
0770-72-2121 〒919-2373 福井県大飯郡高浜町小和田４３－５７

18-006801 中荒江　剛 法 無 40,000千円 1802
0776-67-0333 〒910-0367 福井県坂井市丸岡町羽崎１６－２７

18-003664 尾方　善光 法 無 10,000千円 1802
0776-73-4335 〒919-0633 福井県あわら市花乃杜１－３０－３３

18-009457 齋藤　重雄 法 無 3,000千円 1802
0776-68-0146 〒910-0384 福井県坂井市丸岡町四ツ屋１０－１５

18-010368 山下　成一 法 無 9,500千円 1809
0770-21-0271 〒914-0035 福井県敦賀市山泉２８－２－１４

18-011641 馬場　衛 法 無 3,000千円 1802
0776-97-5016 〒910-0273 福井県坂井市丸岡町長畝３７－１２－１

18-010999 村井　裕一 法 無 3,000千円 1801
0776-61-1470 〒910-1138 福井県吉田郡永平寺町松岡松ヶ原１－１０５

18-008711 末本　清子 法 有 3,000千円 1805
0778-53-0008 〒916-0022 福井県鯖江市水落町２－２７－２７

18-002074 末本　徹 法 有 40,000千円 1801
0776-35-6210 〒918-8013 福井県福井市花堂東１－１６－１０

18-002116 平澤　康久 法 有 10,000千円 1802
0776-66-2647 〒910-0326 福井県坂井市丸岡町末政１０－８－２

18-006184 末政　邦穂 法 無 3,000千円 1802
0776-72-0008 〒919-0407 福井県坂井市春江町辻９－３

18-010012 宇野　康則 法 無 3,000千円 1810
0770-53-5170 〒917-0054 福井県小浜市伏原２９－１１－６

建１
穂翔（株）

建１大１と１屋１タ１筋１内１
（株）水道屋

管１
（有）末広

土１と１舗１
（株）シンワ設備

土１管１
（有）粋

土１と１石１鋼１舗１し１水１
スィートホーム（株）

（有）伸和工業

機１
親和工業（株）

土１管１機１
親和商事（株）

建１
（株）スカイホーム若狭

建１大１屋１タ１内１

土１建１大１屋１タ１鋼１内１
末広建設（株）

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
末政建設（株）

建１
（有）末政工務店
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009353 菅原　和博 法 無 3,000千円 1810

0770-67-2382 〒917-0383 福井県大飯郡おおい町下２９－２

18-004057 野坂　健次郎 法 有 30,000千円 1801
0776-56-2720 〒910-0123 福井県福井市八重巻町１３－１

18-000787 杉田　信悦 法 無 20,000千円 1803
0779-65-5589 〒912-0021 福井県大野市中野町１－２－２４

18-000883 鰐淵　義博 法 有 20,000千円 1802
0776-73-1535 〒919-0814 福井県あわら市青ノ木４６－４

18-008344 杉田　邦博 法 有 10,000千円 1802
0776-73-5351 〒919-0814 福井県あわら市青ノ木４６－４

18-005746 杉田　一人 法 無 3,000千円 1801
0776-41-2169 〒919-0322 福井県福井市上河北町３－２

18-001507 杉谷　光由 法 有 15,200千円 1810
0770-52-1743 〒917-0019 福井県小浜市山王前１－８－１３

18-011629 杉本　里江子 法 無 1,000千円 1801
0776-76-4532 〒910-0003 福井県福井市松本２－１１－１

18-009794 杉本　克彦 法 無 20,000千円 1810
0770-56-1552 〒917-0241 福井県小浜市遠敷８９－１９－１

18-007151 杉本　政昭 法 無 7,000千円 1802
0776-66-5829 〒910-0227 福井県坂井市丸岡町荒町２６－１

18-008307 杉本　久男 個 無 1803
0779-66-1168 〒912-0821 福井県大野市七板１３－１７

18-009349 杉本　淺治 法 無 3,000千円 1809
0770-23-5685 〒914-0814 福井県敦賀市木崎２－１７－１

18-005959 上田　義則 法 有 10,000千円 1806
0778-29-2543 〒915-1213 福井県越前市丸岡町８３－４－５

土１建１大１と１石１電２管１鋼１舗１し１塗１内１機１通１水１消１解１
（株）杉田組

土２と２鋼２解２
（株）杉田組

土２と２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
杉田建設興業（株）

（有）菅原工務店

建１大１
（株）スカルト

土１と１石１管１舗１水１
（有）杉本木工

具１
杉山建設（株）

土１と１

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
（株）杉本組

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
（有）杉本石材店

石１
杉本設備工業

土１
（有）杉田鉄筋工業

筋１
杉谷建設（有）

建１大１
（株）杉本企画
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009259 杉山　礼次郎 個 有 1804

0779-87-2506 〒911-0822 福井県勝山市平泉寺町平泉寺７３－５

18-009010 山本　義和 法 無 3,000千円 1809
0770-21-8500 〒914-0125 福井県敦賀市若葉町３－１２３０

18-010610 須崎　誠 個 無 1809
0770-24-2307 〒914-0814 福井県敦賀市木崎８－６－７

18-008202 鈴木　一春 法 無 10,000千円 1801
0776-88-2314 〒910-3404 福井県福井市大丹生町４７－１３

18-009433 鈴木　誠 法 有 5,000千円 1808
0778-36-0647 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田１１１－６－２

18-010618 鈴木　博 法 無 3,000千円 1801
0776-55-1560 〒910-0103 福井県福井市中角町２７－５２－１

18-005756 鈴木　均 法 無 3,000千円 1810
0770-56-1741 〒917-0241 福井県小浜市遠敷９－５０６－１

18-000709 鈴木　未奈美 法 有 20,350千円 1801
0776-54-3394 〒918-8204 福井県福井市南四ッ居１－１０－３９

18-006296 鈴木　幸男 法 無 3,000千円 1801
0776-55-1939 〒910-0103 福井県福井市中角町１１－３９－３

18-010187 鈴木　一彦 個 無 1801
0776-24-5707 〒910-0854 福井県福井市御幸３－５－７

18-002502 鈴木　義弘 法 有 5,000千円 1801
0776-21-3061 〒910-0017 福井県福井市文京２－７－３７

18-005729 鈴木　豊治 法 無 10,000千円 1801
0776-21-4313 〒910-0015 福井県福井市二の宮５－１４－２

18-011515 松井　優 法 無 5,000千円 1808
0778-34-0012 〒916-0107 福井県丹生郡越前町上糸生８０－２－３

杉山建設

と１管１機１解１
ススキ電機（株）

電２通２消１
（有）鈴木配管工業

土１と１管１鋼１機１水１
鈴木木材建設

屋１
（有）鈴木建材

土１
（株）鈴木建築工業

建１大１屋１内１
（有）鈴木工業

建１
（有）スケルトンコーポレーション

大１と１鋼１筋１塗１
須崎工業

と１
（株）鈴木瓦工業

土１建１と１石１管１舗１し１園１水１解１

建１
（有）鈴木義工務店

建１大１と１
（株）鈴屋建設営繕

建１
（株）スターツＭＡＲＵＩ
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-004205 水谷　達洋 法 無 10,000千円 1804

0779-87-1270 〒911-0035 福井県勝山市郡町２－３－７

18-010838 南　宏幸 法 無 1,000千円 1801
0776-89-1399 〒918-8231 福井県福井市問屋町１－１６０

18-009521 砂村　勇 法 無 8,000千円 1802
0776-66-5809 〒910-0221 福井県坂井市丸岡町城北５－４８

18-004808 酢原　隆氏 法 無 9,500千円 1802
0776-81-2975 〒913-0057 福井県坂井市三国町米ヶ脇４－１－３５

18-009473 野邉　スズヱ 法 有 5,000千円 1804
0779-87-1111 〒911-0801 福井県勝山市沢町２－２－２６

18-010706 渡邊　祥明 個 無 1802
0776-50-1888 〒919-0463 福井県坂井市春江町江留上昭和１２２－２

18-006598 堀川　哲人 法 無 10,000千円 1801
0776-27-4320 〒910-0063 福井県福井市灯明寺３－３３１

18-011237 三輪　光芳 法 無 1,000千円 1801
0776-50-1223 〒910-0003 福井県福井市松本１－５５－１９

18-008287 田中　俊一朗 法 無 6,000千円 1801
0776-25-6020 〒910-0853 福井県福井市城東４－２２－８

18-011336 林　洋三 法 有 30,000千円 1806
0778-22-1432 〒915-0832 福井県越前市高瀬１－３２－２０

18-010123 住田　亮 法 無 3,000千円 1809
0770-21-3154 〒914-0046 福井県敦賀市長沢２９－３－４

18-010898 角谷　直樹 法 無 5,000千円 1809
0770-36-4792 〒914-0814 福井県敦賀市木崎３１－２

18-008910 栗林　利夫 個 無 1803
0779-66-3312 〒912-0042 福井県大野市東中町１０８

土１管１
（有）スハラ美工

塗１
（有）スポーツガイド野辺

内１
スマートプラスホーム福井

スター電工（株）

電１
（株）ＳＴＵＤＩＯ　ＣＡＳＡ

建１内１
（有）砂村設備

土１と１舗１
角谷石材工業

石１

具１
（株）住みかえ情報館

建１大１屋１タ１内１
（有）住田電気工事

電１
（株）ＳＵＭＩＹＡ

建１大１屋１タ１内１
（株）住まい工房

建１
住まいの診療所（株）

建１
（有）スマイルサッシ

129/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007214 鈴木　誠治 法 無 10,000千円 1801

0776-54-8422 〒910-0826 福井県福井市上中町３６－２２－１

18-005581 今村　敏之 法 無 10,000千円 1801
0776-27-4312 〒910-0855 福井県福井市西方２－１－１１

18-011532 三谷　渉悟 法 無 1,000千円 1809
0770-37-3025 〒914-0131 福井県敦賀市公文名３－２－４

18-000324 諏訪　初美 法 無 10,000千円 1801
0776-41-0627 〒919-0316 福井県福井市大村町２１－６

18-002483 諏訪　能永 法 無 5,000千円 1801
0776-28-7776 〒918-8236 福井県福井市和田中２－４０２

00-016022 峰　暢宏 法 有 30,000千円 1802
0776-67-3011 〒919-0516 福井県坂井市坂井町福島１０－１

18-009523 青竹　祐市 法 無 3,000千円 1801
0776-38-3236 〒918-8184 福井県福井市真木町１３７－１１

18-000572 宮川　照道 法 無 5,000千円 1804
0779-87-1346 〒911-0803 福井県勝山市旭町２－１－１１

18-009404 八十島　龍助 法 無 5,000千円 1806
0778-42-8631 〒915-0095 福井県越前市稲寄町１１－４－１

18-008993 上杉　清治 法 無 20,000千円 1810
0770-56-4554 〒917-0027 福井県小浜市生守９－３７

18-011403 長﨑　誠 法 無 5,000千円 1803
0779-64-5927 〒912-0021 福井県大野市中野５１－５９

18-011072 松原　誠 法 無 1,000千円 1809
0770-21-2309 〒914-0138 福井県敦賀市櫛林３２－１３－４

18-003314 西野　隆一 法 無 6,000千円 1809
0770-22-5631 〒914-0077 福井県敦賀市栄新町８－１４

（株）スリーエス

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
スリービー工業（株）

土１と１鋼１園１
（有）成建工業

土１と１舗１
（株）セイコウ

土２と２石２鋼２舗２し２水２
（株）誠光工業

電１消１
スワン商事（株）

建１板１具１
（有）青栄工業

と１解１
成器工業（有）

と１鋼１
（株）ＴＨＲＩＶＥ

建１大１屋１電１タ１内１
（株）諏訪組

土１と１
（有）諏訪電気

と１
（株）誠光設備

電１管１機１
（有）正興電気

電１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-005092 吉川　賢次 法 無 20,000千円 1801

0776-52-2880 〒910-0843 福井県福井市西開発１－２３１３

18-011096 上田　保彦 法 無 1,000千円 1805
0778-51-8802 〒916-0014 福井県鯖江市鳥羽町１－２－１

18-011687 藤井　仁 法 無 1,500千円 1809
0770-23-2370 〒914-0803 福井県敦賀市新松島町１７－３

18-011481 青木　浩 法 有 1,000千円 1801
0776-97-8690 〒918-8236 福井県福井市和田中１－１１０１－６

18-009428 仲野　正人 法 無 3,000千円 1801
0776-34-1315 〒918-8026 福井県福井市渕２－６０３

18-008410 山本　晴美 法 無 30,000千円 1801
0776-50-2283 〒910-0856 福井県福井市勝見３－１５－７

18-005753 広川　健二 法 無 3,000千円 1801
0776-63-5066 〒910-3604 福井県福井市グリーンハイツ１０－１３０

18-007462 上出　孝信 法 無 10,000千円 1801
0776-59-1399 〒910-0049 福井県福井市深谷町５－７－５

18-010502 畑下　徳洋 法 有 10,000千円 1801
0776-26-0256 〒910-0028 福井県福井市学園３－２－１７

18-010245 和田　昌夫 法 無 3,000千円 1809
0770-24-2402 〒914-0815 福井県敦賀市平和町３５－２５

18-000120 梅林　末樹 法 無 20,000千円 1807
0778-44-6460 〒910-2507 福井県今立郡池田町清水谷２－１８－１

18-004928 中村　欣吾 法 無 10,000千円 1801
0776-23-0807 〒910-0855 福井県福井市西方２－１８－３６

18-007430 山本　嘉一 法 無 10,000千円 1809
0770-21-2714 〒914-0058 福井県敦賀市三島１－８－１８

と１
せいばん舎（有）

屋１板１
（株）西部開発

土２と２舗２塗２園１解２
（有）西武建設

電２
（株）セイシン

土１と１鋼１舗１塗１
（株）ＳＥＩＳＨＩＮ

機１
（株）青東

（株）セイコー電機

と１管１鋼１機１

と１電１
清和建設（株）

土１大１と１石１管１鋼１筋１舗１し１塗１水１
（株）成和建設

土１と１
成和工業（株）

土１と１鋼１舗１し１水１解１
（株）西部塗建

塗１
西部燃料（株）

建１大１屋１管１タ１内１
（株）成和技建
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009492 森下　誠 法 無 3,000千円 1801

0776-28-6161 〒910-0004 福井県福井市宝永３－２２－２６

18-010824 松本　喜市 法 有 10,000千円 1801
0776-97-8751 〒918-8022 福井県福井市西谷町２１－５１

18-010856 吉田　博昭 法 有 40,000千円 1801
0776-33-8824 〒918-8003 福井県福井市毛矢１－１０－１

18-004336 榎　真吾 法 無 15,000千円 1806
0778-23-3360 〒915-0893 福井県越前市片屋町４８－１９

18-007942 瀬川　光則 法 無 3,000千円 1805
0778-51-6325 〒916-0031 福井県鯖江市橋立町１４－１

00-004395 渥美　宣夫 法 有 95,000千円 1806
0778-43-1133 〒915-0242 福井県越前市粟田部町６－２６

18-011094 積　洋一 法 無 1,000千円 1809
0770-25-5210 〒914-0021 福井県敦賀市泉ケ丘町２３－１１

18-011595 關　厚士 個 無 1806
0778-23-2152 〒915-0844 福井県越前市妙法寺町３５－６－７

18-010883 増谷　勉 法 有 10,000千円 1802
0776-67-1576 〒910-0372 福井県坂井市丸岡町吉政８－１８

00-020488 大森　保明 法 有 76,755千円 1801
0776-41-7878 〒910-2145 福井県福井市中毘沙門町１－１－１

18-007135 関　守 法 無 10,000千円 1801
0776-23-1060 〒910-0033 福井県福井市三郎丸２－８１０

18-005685 関本　陽一 法 無 20,000千円 1806
0778-27-2624 〒915-0004 福井県越前市北町２２－６

18-003763 川端　清 法 無 5,000千円 1802
0776-51-0274 〒919-0452 福井県坂井市春江町江留上本町８

（有）誠和住建

建１
（株）セーフティ・ユニオン

建１大１屋１タ１内１消１
セーレン商事（株）

石１
セキサンピーシー（株）

土２と２
（株）関土木

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
関本電設（株）

土２建２大２左２と２石２屋２電２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園２具２水２解２
積工業（株）

と１鋼１機１解１
セキ工業

大１
（株）石材のますや

建２と１屋１塗１内１解２
（株）セガワ建設

土１建１大１と１舗１
（有）セガワ工業

建１鋼１
（株）関組

電２通１消１
（有）せきや水道社

土１管１水１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008424 田畔　賢二 法 有 10,000千円 1801

0776-34-6318 〒918-8025 福井県福井市江守中２－１１０３

18-010310 石田　勝 個 無 1801
0776-63-6943 〒910-0806 福井県福井市高木町５２－２７－１

18-011462 芹川　省三 法 無 3,000千円 1806
0778-21-1475 〒915-0085 福井県越前市八幡１－２４－９

18-010010 水井　宏幸 法 無 3,000千円 1801
0776-38-2205 〒918-8186 福井県福井市中野１－２５２０

18-008840 秋山　領磨 法 有 10,000千円 1804
0779-64-4102 〒911-0817 福井県勝山市旭毛屋町３０２

18-011387 清水　隆光 法 無 5,000千円 1808
0778-77-2291 〒916-0255 福井県丹生郡越前町江波１２６－１０２－４

18-011587 黒木　飛行 法 無 2,000千円 1801
0776-33-5434 〒918-8031 福井県福井市種池１－１３１０

18-001072 堂山　保夫 法 無 10,000千円 1801
0776-23-4608 〒910-0004 福井県福井市宝永１－２８－１０

18-009744 大久保　亘 法 有 3,000千円 1802
0776-81-3963 〒913-0037 福井県坂井市三国町黒目２２－５０－１６

18-006820 明石　善朗 法 無 11,000千円 1803
0779-66-5203 〒912-0021 福井県大野市中野４６－２９

18-003933 千田　直樹 法 無 10,000千円 1809
0770-23-3267 〒914-0131 福井県敦賀市公文名２２－６４－５

18-006434 上田　耕一 法 無 10,000千円 1802
0776-66-0501 〒910-0236 福井県坂井市丸岡町本町１－２７

18-005642 小玉　紘平 法 無 10,000千円 1801
0776-25-7288 〒910-0017 福井県福井市文京７－８－２５

土１と１鋼１舗１解１
（株）ＺＥＲＯ

と１
（株）ＺＥＲＯ解興

解１
（株）千京組

建１
（株）芹川造園

園１
（有）セレイグ

電１
（株）ゼロ

（株）セクト

土１と１
設計工房　夢家

管１鋼１機１解１
（株）千田屋

ガ１具１
（株）センレイ

土１左１と１屋１塗１防１内１解１

土１と１
（有）ＺＥＮＳＨＩＮ

土１と１鋼１舗１し１
（有）泉新電設

電１
（株）千田鉄工
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011367 川田　貴史 法 無 1,000千円 1801

0776-97-9184 〒910-0004 福井県福井市宝永２－７－１４

18-008930 江戸　雅良 法 有 3,000千円 1809
0770-45-3181 〒919-1305 福井県三方上中郡若狭町北前川２９－１－１

18-011005 大嶋　浩一郎 法 無 3,000千円 1801
0776-23-7571 〒918-8231 福井県福井市問屋町４－１１０１

18-008359 高倉　政宏 個 無 1801
0776-21-8688 〒918-8238 福井県福井市和田３－６０１

18-010828 吉田　有樹 法 無 2,000千円 1802
0776-66-6186 〒910-0274 福井県坂井市丸岡町千田２０－１３

18-011467 大脇　俊史 法 無 3,000千円 1801
0776-97-9914 〒918-8154 福井県福井市冬野町２６－６

18-009461 小形　孝雄 法 無 3,000千円 1806
0778-23-1099 〒915-0004 福井県越前市北町１２－２４

18-009888 山本　正明 法 無 5,000千円 1803
0779-65-6578 〒912-0066 福井県大野市南春日野２５－１８

18-002630 中村　栄治 法 無 10,000千円 1801
0776-25-5700 〒918-8231 福井県福井市問屋町３－１００７－１

18-008469 西本　一郎 個 無 1801
0776-61-1849 〒910-1127 福井県吉田郡永平寺町吉野堺４３－２７

18-011326 鑛﨑　裕治 法 無 3,000千円 1803
0779-69-1315 〒912-0043 福井県大野市国時町１００７

18-009679 西田　弘 法 有 25,000千円 1801
0776-26-8017 〒910-0015 福井県福井市二の宮３－４１－４

18-002841 伊藤　金平 法 有 12,000千円 1801
0776-21-1771 〒918-0033 福井県福井市三郎丸１－２１０

建１大１屋１タ１内１
（有）創栄産業

土１建１電１
（株）創永ホーム設備

管１
造家屋木土あい楽

（株）Ｚｏｕ

内１
（株）そうごう建装舎

建１塗１
綜合産業（株）

建２と２
（株）綜合設備工業所

建１
（株）総建

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）総建ハウジング

建１
総合インテリアにしもと

建１大１屋１タ１鋼１内１
創樹（株）

建１
創基水工（株）

管１
（有）創建

土１と１管１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007339 岡田　和則 法 無 3,000千円 1803

0779-66-4148 〒912-0825 福井県大野市新塚原１－５－３

18-009632 安居　哲宏 法 無 31,500千円 1804
0779-87-1775 〒911-0035 福井県勝山市郡町３－３０７

18-006930 安居　智和 法 無 3,000千円 1804
0779-88-4140 〒911-0035 福井県勝山市郡町２－３－３８

18-007119 刀根　嘉広 法 有 13,000千円 1809
0770-21-3377 〒914-0125 福井県敦賀市若葉町３－１７１１

18-009124 清水　保敬 法 無 40,000千円 1801
0776-24-4747 〒918-8237 福井県福井市和田東２－１１１８

18-009254 吉村　和也 法 無 10,000千円 1801
0776-33-5861 〒918-8026 福井県福井市渕２－１８１０

18-010865 森　元則 法 無 10,000千円 1801
0776-22-2860 〒910-0002 福井県福井市町屋３－２１－１０

18-010038 和田　暢晃 法 無 5,000千円 1804
0779-64-4261 〒911-0044 福井県勝山市荒土町松ヶ崎５－２０９

18-005865 曽根　一成 法 無 10,000千円 1809
0770-23-0044 〒914-0803 福井県敦賀市新松島町２０－１

18-001432 山口　正子 法 無 10,000千円 1806
0778-47-2393 〒919-0214 福井県南条郡南越前町中小屋８１－１－２

18-009196 鷲田　昭夫 法 有 10,000千円 1801
0776-23-8617 〒910-0017 福井県福井市文京５－２６－９

18-009665 星山　寿也 法 無 40,000千円 1810
0770-59-1456 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１３０－１２

18-002046 橋爪　幸夫 法 無 20,000千円 1802
0776-73-0666 〒919-0621 福井県あわら市市姫５－９－１２

建１
ソシアル建築（株）

建１
（株）袖川電気商会

電１消１
（有）曽根工業

電１消１
（株）創電

電１消１
（株）創和テック

土２と２電２管２機２通１水２
（株）総和ハウジング

相互製缶（有）

土１鋼１
（株）相互設備

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１機１水１
（有）相互防災

土１と１水１解１
第一建設（株）

土１建２

土１と１石１し１
杣山建設（株）

土１と１し１水１解１
（株）ＳＯＬＵＴＩＯＮ

建１
（株）大安
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010906 那須　朋輝 法 無 1,000千円 1809

0770-47-6938 〒914-0121 福井県敦賀市野神４０－２２９－２－２０２

18-010024 岡本　幸久 法 無 10,000千円 1810
0770-56-2139 〒917-0028 福井県小浜市野代４－１－２

18-000776 山田　龍彦 法 無 30,000千円 1801
0776-34-0338 〒918-8068 福井県福井市角折町１５－２０－１

18-002057 前田　正美 法 無 38,000千円 1802
0776-72-2110 〒919-0404 福井県坂井市春江町西長田３９－３５

18-006010 小林　眞 法 無 20,000千円 1801
0776-41-1029 〒910-2146 福井県福井市下毘沙門町１９－２

18-006014 吉村　正典 法 有 10,000千円 1801
0776-55-1019 〒910-0103 福井県福井市中角町１８－３０－１

18-009986 宮本　理 法 有 25,000千円 1806
0778-24-4624 〒915-0876 福井県越前市白崎町７３－１－３

18-006940 大友　清貴 法 無 3,000千円 1805
0778-53-2088 〒916-0015 福井県鯖江市御幸町２－１３－１１

18-004722 漆崎　岩男 法 有 10,000千円 1801
0776-53-8462 〒910-0843 福井県福井市西開発２－３０７－１

18-003323 坂東　久雄 法 無 10,000千円 1809
0770-23-8135 〒914-0124 福井県敦賀市市野々町２－６１６

18-000133 北谷　佳久 法 無 10,000千円 1801
0776-23-0310 〒910-0039 福井県福井市三ツ屋町１２－２０

18-011255 大嶋　裕二 法 無 2,000千円 1801
0776-76-4499 〒918-8051 福井県福井市桃園１－２－１

18-006029 久司　紀幸 法 無 3,000千円 1803
0779-65-5923 〒912-0066 福井県大野市南春日野２４ー１７ー４

建１
第一設備工業（株）

土１と１管２舗１機１水１消１
第一テッコウ商事（株）

建２と２鋼２
大一電気通信（株）

（株）大一建鉄工業

鋼１機１
（株）大一工業

電１通１
大輝工業（株）

と１
（有）大久

土１と１石１園１

土１と１舗１水１
（有）大栄重機

と１
大栄住建（株）

建１大１解１
大栄電設工業（株）

電１通２消１
第一防災（株）

電１管１消１
（株）ダイエイ

土１と１石１鋼１舗１し１水１
大英工専（有）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010227 新明　惠子 法 無 25,000千円 1802

0776-51-9166 〒919-0482 福井県坂井市春江町中庄５９－４－２２

18-008459 廣瀬　浩二 法 無 3,000千円 1802
0776-51-5753 〒919-0476 福井県坂井市春江町針原５８－１－８

18-005220 山本　喬 法 無 20,000千円 1801
0776-50-2333 〒918-8056 福井県福井市若杉浜３－３１５

18-006625 山本　房枝 法 有 20,000千円 1801
0776-50-0366 〒910-0837 福井県福井市高柳３－１３０１－２

18-007768 末本　厚生 法 無 5,000千円 1805
0778-51-6996 〒916-0028 福井県鯖江市小黒町３－１０－２５

18-009796 仲島　太一 法 無 100千円 1809
0770-32-6911 〒919-1138 福井県三方郡美浜町河原市１－５－６

18-010774 佐々木　悟之 法 有 5,000千円 1801
0776-97-6935 〒918-8184 福井県福井市真木町１３５－９

18-005073 太田　浩之 法 無 10,000千円 1801
0776-36-5860 〒918-8055 福井県福井市若杉２－１０７

18-010961 谷口　功 法 無 5,000千円 1801
0776-22-4624 〒918-8231 福井県福井市問屋町１－１１６

18-002099 山本　祥文 法 無 10,000千円 1806
0778-23-1145 〒915-0852 福井県越前市松森町１０－５－１

18-007050 櫻井　克彦 個 無 1806
0778-24-2724 〒915-0871 福井県越前市向が丘町７０２－１

18-009849 緩詰　博文 法 無 5,000千円 1810
0770-56-1953 〒917-0024 福井県小浜市和久里３２－１２－１

18-001864 高間　清一 法 無 20,000千円 1803
0779-66-7720 〒912-0811 福井県大野市土打５－７－２

（株）ダイキョウ

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
太建工業（株）

土１左１と１塗１防１
（有）大光

管１鋼１内１具１
（株）大晃

土２と２舗２塗２園１
（有）大工屋

建１
（株）太建

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
（株）大元

土２と２鋼２舗２水２
（有）大鏡

土１タ１
大協建設（株）

土２と２鋼２舗２塗２園２
（有）大協道路

土２と２鋼２舗２解２

建１鋼１
待香園

園１
大幸建設（株）

土１建１大１と１し１解１
（株）大幸建設
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011482 結城　真吾 法 有 3,000千円 1801

0776-55-1245 〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町２５－２１

18-007295 高井　雄平 法 有 3,000千円 1801
0776-34-6251 〒918-8052 福井県福井市明里町５－４

18-011545 村上　博行 法 有 10,000千円 1801
0776-23-8400 〒910-0023 福井県福井市順化２－１－６

18-008357 海原　功雄 法 無 5,000千円 1809
0770-23-7629 〒914-0075 福井県敦賀市曙町６－１

18-005687 橋本　大輔 法 有 3,000千円 1809
0770-25-3369 〒914-0076 福井県敦賀市元町１０－２

18-006238 用田　義弘 法 無 9,700千円 1806
0778-21-0068 〒915-0082 福井県越前市国高２－３２５－１１

18-011138 中野　久志 法 有 5,000千円 1802
0776-66-2285 〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所１２－３７－１

18-010843 谷　健太郎 法 無 5,000千円 1805
0778-42-8472 〒916-0087 福井県鯖江市田村町２－４－１

18-009413 柳原　真衣 法 無 3,000千円 1801
07797-6-7050 〒910-2222 福井県福井市市波町２３－１２

18-010652 村中　辰徳 法 有 100千円 1802
0776-72-0970 〒919-0502 福井県坂井市坂井町上関６０－１－５７

18-009977 辻　昌之 法 有 6,000千円 1809
0770-32-2868 〒919-1138 福井県三方郡美浜町河原市１５－１８－２

18-011631 中村　昌郎 法 無 5,000千円 1801
0776-43-1635 〒910-2172 福井県福井市荒木新保町８１－３－８

18-000243 近藤　昭憲 法 有 20,000千円 1806
0778-22-3494 〒915-0816 福井県越前市小松１－１０－１３

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
（有）大功土建

土１と１鋼１舗１水１
（有）大幸ハウジング

建１
ダイコー建装（株）

（有）大鉱資源

と１
（有）大高重建

土１と１解１
（株）大行商会

筋１
（株）大進建設

土２建２と１鋼１水１解１

土１解１
（株）大正工業

と１舗１
（有）大章興業

管１機１
ダイシン（株）

内１
（株）大志工業

土１と１
（株）大志創建

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（有）大昭
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-001457 三輪　欣也 法 有 20,000千円 1803

0779-66-4108 〒912-0092 福井県大野市清滝１２４－３

18-011421 森田　智彦 法 無 5,000千円 1809
0770-25-2380 〒914-0131 福井県敦賀市公文名４－３１

18-006380 林　一樹 法 有 10,000千円 1809
0770-24-1120 〒914-0811 福井県敦賀市中央２－８－２７－１

18-000694 清水畑　政則 法 無 50,000千円 1808
0778-34-7000 〒916-0141 福井県丹生郡越前町西田中２－２１２

18-010425 川中　大希 法 無 5,000千円 1809
0770-24-7788 〒914-0815 福井県敦賀市平和町２９－１４

18-005119 坂野　秀憲 法 無 10,000千円 1806
0778-23-1325 〒915-0801 福井県越前市家久町９４－１８－１

18-010885 中村　泰仁 個 無 1801
0776-33-5789 〒918-8025 福井県福井市江守中２－６０３

18-000224 斎藤　清一郎 法 有 30,000千円 1804
0779-88-1228 〒911-0832 福井県勝山市遅羽町蓬生１７－９

18-010863 高島　満 法 無 5,000千円 1802
0776-43-6313 〒919-0481 福井県坂井市春江町千歩寺３３－４－１３

18-007485 大西　隆洋 法 有 20,000千円 1804
0779-89-1773 〒911-0046 福井県勝山市荒土町掘名中清水７－７－１

18-006749 藤田　陽治 法 無 18,000千円 1801
0776-55-0808 〒910-0106 福井県福井市六日市町第１号５番地

18-009411 谷口　清治 法 有 30,000千円 1809
0770-25-1511 〒914-0037 福井県敦賀市道口４７－２－１

18-006152 大久保　伸治 法 無 10,000千円 1803
0779-66-0617 〒912-0006 福井県大野市庄林２３－１０－１

大信建設（株）

土２と２鋼２舗２水２
大新興業（株）

土２建２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
（株）タイセー

と１解１
（株）大善建設

土２と２石２管１鋼２舗２解２
（株）大地

電１管１塗１
大成電工（株）

電１
泰成塗装

塗１
（株）タイセー

土１大１と１
泰辰産業（株）

ガ１具１
（株）大生

土２建２大２左２と２石２屋２電１管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２機１絶２通１園２具２水２消１解２
（株）大成技術サービス

と１塗１
大鉄建機（株）

土１建１と１舗１
大鉄工業（株）

大１と１鋼１筋１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010338 高橋　功 法 無 3,000千円 1809

0770-38-1112 〒919-1204 福井県三方郡美浜町北田３４－１５

18-005370 今村　善信 法 有 20,000千円 1801
0776-23-9610 〒910-0019 福井県福井市春山１－６－１５

18-008458 吉森　義治 法 有 10,000千円 1802
0776-72-2425 〒919-0483 福井県坂井市春江町石塚１０－６

18-001778 大同　幸治 法 無 5,000千円 1809
0770-32-1469 〒919-1131 福井県三方郡美浜町木野１３－７－１

18-007340 大同　肇 法 無 5,000千円 1809
0770-32-5051 〒919-1138 福井県三方郡美浜町河原市１５－５－２

18-006865 鈴木　雄一 法 有 10,000千円 1801
0776-26-9001 〒918-8231 福井県福井市問屋町１－２０

18-001568 大月　和源 法 有 20,000千円 1803
0779-65-5580 〒912-0023 福井県大野市中荒井町１－８２１

18-007080 山﨑　幸雄 法 無 6,000千円 1805
0778-54-0676 〒916-0043 福井県鯖江市定次町３４３－２

18-011650 宮原　享也 法 無 5,000千円 1810
0770-72-5202 〒919-2381 福井県大飯郡高浜町西三松１１－３６－１１

00-023419 加藤　有司 法 有 200,000千円 1801
0776-38-6565 〒918-8171 福井県福井市森行町２－５

18-007655 長谷川　武俊 法 無 3,000千円 1802
0776-67-5510 〒910-0375 福井県坂井市丸岡町南横地１３－２０－４

18-006893 岸本　武男 法 無 5,000千円 1805
0778-51-4252 〒916-0043 福井県鯖江市定次町５５－２

18-005661 森本　勝也 法 無 5,000千円 1810
0770-77-0677 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１１９－３

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
（有）大同電工

土１通１
（株）ダイナテック

電１管１機１
大南建設工業（株）

電１
大電産業（株）

電２管２内１通１消１
（株）大東工業

具１
（有）大同工務店

（有）大電

土１

具１
（有）ダイフクハウジング

建１
（株）太平造園

土１園１
（有）大豊建設

土１建２解１
（有）大日電工

電１
（株）大日プラント

管１機１
大日メタックス（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010823 大西　幸郎 法 無 5,000千円 1801

0776-35-9348 〒910-0844 福井県福井市長本町１０１５

18-009729 清水　好典 法 無 37,000千円 1809
0770-32-0261 〒919-1141 福井県三方郡美浜町郷市９－９－１

18-005597 和田　晃幸 法 有 20,000千円 1804
0779-87-1580 〒911-0033 福井県勝山市栄町２－７－６

18-009036 和田　晃幸 法 無 10,000千円 1804
0779-87-1583 〒911-0033 福井県勝山市栄町２－７－６

18-009102 杉田　寛人 法 有 10,000千円 1809
0770-20-1733 〒914-0035 福井県敦賀市山泉７３－３０９

18-006328 城野　誠二 法 無 10,000千円 1806
0778-24-2222 〒915-0072 福井県越前市万代町６－１６

18-005421 木村　此佐子 法 無 70,000千円 1808
0778-34-2213 〒916-0111 福井県丹生郡越前町小倉９１－３４－９

18-006543 今井　諭 法 無 8,000千円 1802
0776-78-5161 〒910-4103 福井県あわら市二面３－５０３－１

18-011499 大門　大 個 有 1805
0778-65-0058 〒916-1223 福井県鯖江市片山町１－９－３

18-006233 村中　勝則 法 無 5,000千円 1809
0770-24-0780 〒914-0141 福井県敦賀市莇生野８０－１７－１

18-008631 川畑　悟 法 無 5,000千円 1809
0770-21-0006 〒914-0131 福井県敦賀市公文名５－９７

18-005724 友田　憲治 法 有 10,000千円 1801
0776-21-4741 〒910-0006 福井県福井市中央１－２１－３６

18-006047 柗下　嘉兵衛 法 有 10,000千円 1809
0770-25-6336 〒914-0121 福井県敦賀市野神４－６－１

大宝工芸（株）

内１
大邦産業（株）

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
大北久保建設（株）

電１
（有）大安工務店

建１内１
（有）ダイユー工業

土１と１石１舗１水１解１
（株）太陽スポーツ

筋１
大門建設（株）

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
大門設備工業（有）

管１
ダイモンデンキ

土２建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２舗２板２ガ２塗２防２内２具２水２解２
（株）ダイホクホーム

建１
（株）たいぼっく

建１大１内１
大丸機工（株）

と１鋼１内１
大洋潜水工事（株）

土１と１し１塗１機１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-000928 嶋﨑　肇 法 無 20,000千円 1806

0778-22-0168 〒915-0084 福井県越前市村国２－１３－１２

18-011278 稲葉　良一 法 無 5,000千円 1809
0770-22-2288 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町１－１－４

18-004844 和田　早苗 法 有 10,000千円 1804
0779-88-2167 〒911-0033 福井県勝山市栄町２－７－６

18-010387 海原　領二 法 無 1,000千円 1809
0770-22-7223 〒914-0131 福井県敦賀市公文名２３－１－２

18-011470 景山　恒司 法 有 1,000千円 1801
0776-43-9518 〒918-8014 福井県福井市花堂中２－２４－１１

00-000742 高村　文能 法 有 24,000千円 1801
0776-54-3500 〒910-0842 福井県福井市開発１－１０１

18-010964 谷口　一郎 法 無 9,000千円 1801
0776-61-0511 〒910-1118 福井県吉田郡永平寺町松岡薬師３－２－１

18-010462 三宅　信幸 法 有 25,000千円 1801
0776-23-6016 〒910-0017 福井県福井市文京２－１－８

00-028287 村松　健一 法 有 20,000千円 1810
0770-56-5688 〒917-0026 福井県小浜市多田２－１５－１

18-008411 高岡　信治 個 無 1801
0776-83-0661 〒910-3141 福井県福井市砂子田町１８－５１

18-011645 高岡　孝行 個 無 1801
0776-56-3601 〒910-0158 福井県福井市八重巻中町１－１

18-006460 諏訪　昌宏 法 無 4,000千円 1801
0776-36-9547 〒918-8011 福井県福井市月見３－４－３９

18-009683 高木　茂和 個 無 1806
0778-45-0310 〒919-0117 福井県南条郡南越前町馬上免１５－３７

板１塗１防１
大和電建（株）

電２通２消１
大和土建（株）

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
ダイワレジデンス（株）

土１と１
大和興業（株）

土１建１大１と１石１屋１管１タ１鋼１舗１塗１内１水１
（株）ダイワテクニカ

と１管１機１
（株）大和テック

大和建設（株）

土２建２と２管１鋼２舗２塗２園２水２解２
大和工業（株）

と１
（有）タカオ電機

電１
高木建築

建１大１

建１
高石機械産業（株）

土２建２大１と１屋１鋼１内１
高岡建築

建１
高岡工業
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010369 高木　清 法 無 3,000千円 1801

0776-54-3121 〒918-8205 福井県福井市北四ツ居３－５－１

18-004969 高木　俊幸 法 無 5,000千円 1809
0770-23-0188 〒914-0005 福井県敦賀市樫曲１４－２３－３

18-008471 高木　正夫 法 無 3,000千円 1802
0776-82-1541 〒913-0053 福井県坂井市三国町青葉台９－５

18-008597 高久　正治 法 無 5,000千円 1803
0779-65-7817 〒912-0091 福井県大野市牛ケ原１０１－３

18-011708 高倉　健太郎 個 無 1802
0776-66-2816 〒919-0512 福井県坂井市坂井町宮領２９－１２

18-002059 高倉　健治 法 有 20,000千円 1801
0776-23-2266 〒910-0855 福井県福井市西方１－５－２０

18-007148 高原　欣史 法 無 3,000千円 1801
0776-97-8970 〒918-8134 福井県福井市下莇生田町３－１２６－２

18-010763 藪腰　教晃 個 無 1801
0776-63-2882 〒910-1224 福井県吉田郡永平寺町寺本１２－２５

18-010603 高瀬　聡一郎 法 有 3,000千円 1801
0776-34-4974 〒918-8013 福井県福井市花堂東２－１００１－２

18-011355 高橋　昭司 法 無 3,000千円 1809
0770-22-8366 〒914-0131 福井県敦賀市公文名５６－３－３

18-007913 田賀　純介 法 無 3,000千円 1801
0776-34-1770 〒918-8013 福井県福井市花堂東１－２１－１

18-010757 高﨑　俊二 法 無 41,010千円 1801
0776-90-3322 〒910-2347 福井県福井市境寺町１－１

18-008570 森　祐二 法 無 3,000千円 1803
0779-65-6898 〒912-0021 福井県大野市中野３０－７－９

屋１板１
（株）高木鉄工

鋼１
（有）高木電工社

電１
（有）高久塗装工業

（株）高木コーポレーション

管１
（有）田賀工業

塗１
高崎建設（株）

土２建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２機１絶２園２井１具２水２解２
（有）高砂電機

と１鋼１塗１
ＴＡＫＡ建築工房

建１大１屋１タ１内１
（株）タカセ工業

建１と１解１
（有）タカ工業

塗１
高倉建築

建１大１屋１タ１内１
（株）高倉木材

建１
（有）タカケン

電１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-002459 ＊島　和之 法 有 10,000千円 1801

0776-36-1701 〒918-8015 福井県福井市花堂南１－１０－７

18-009870 松澤　郁夫 法 無 45,000千円 1802
0776-74-0880 〒919-0614 福井県あわら市伊井１５字柳橋１－１

18-000599 高島　啓次 法 無 50,000千円 1805
0778-52-2100 〒916-0019 福井県鯖江市丸山町１－５－２０

18-009928 高島　俊治 法 無 8,000千円 1801
0776-61-2789 〒910-1105 福井県吉田郡永平寺町松岡末政２１－５３

18-010119 高嶋　信博 法 有 6,200千円 1802
0776-67-8944 〒910-0253 福井県坂井市丸岡町一本田中１８

18-008053 高嶋　正一 法 無 8,000千円 1802
0776-66-5179 〒910-0221 福井県坂井市丸岡町城北１－６６

18-005764 ＊島　愛一郎 法 無 10,000千円 1801
0776-23-6664 〒918-8236 福井県福井市和田中１－１７１３

18-000384 高島　幸男 法 無 30,000千円 1802
0776-72-0144 〒919-0527 福井県坂井市坂井町下兵庫２９４－１７－１

18-010318 高橋　秀和 法 無 3,000千円 1810
0770-67-2977 〒917-0381 福井県大飯郡おおい町名田庄三重３２－９０

18-011503 高岡　晋一 法 有 5,000千円 1805
0778-51-3787 〒916-0022 福井県鯖江市水落町５字歩代田下２０－１

18-008314 高瀬　道夫 個 無 1801
0776-37-1173 〒918-8075 福井県福井市羽坂町３４－７

18-006674 高田　和夫 法 無 10,000千円 1803
0779-65-7774 〒912-0016 福井県大野市友江１２－２３－３

18-009122 高田　和夫 個 無 1801
0776-35-9266 〒918-8031 福井県福井市種池町１－１５－３０

土１と１石１管１舗１し１水１
（株）＊島鉄工所

建１と１鋼１内１
（有）高島土建

土２建１と１管１園１水２
（株）高匠

土２と２鋼１舗１
高島建工（株）

土１建１と１石１舗１水１
高嶋建築（有）

建１
（有）高嶋設備工業

高島硝子（株）

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１具１
高嶋技研（株）

機１
（株）高島組

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
高田建築

建１大１屋１タ１内１

建１
（株）高晋

と１
高瀬建築

建１
（株）タカダ
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008463 高田　秀俊 法 有 3,000千円 1805

0778-62-1191 〒916-0078 福井県鯖江市西大井町３０－３－３

18-001509 高田　博文 法 無 10,000千円 1801
0776-22-1925 〒910-0017 福井県福井市文京１－１８－２４

18-010019 高津　活則 法 無 3,000千円 1801
0776-35-0090 〒918-8104 福井県福井市板垣３－１５０１

18-011682 高木　裕二 法 無 3,000千円 1809
0770-36-4236 〒914-0131 福井県敦賀市公文名５６－１－７

18-010682 高木　將時 法 有 1,000千円 1801
0776-38-5378 〒919-0324 福井県福井市帆谷町２８－２－１２５

18-006896 高島　要 法 無 10,000千円 1810
0770-53-1120 〒917-0084 福井県小浜市小浜広峰７１－２

18-002473 高鳥　孝隆 法 無 20,000千円 1810
0770-52-6165 〒917-0073 福井県小浜市四谷町２－２

18-007851 高田　祐吉 法 無 7,000千円 1803
0779-65-3486 〒912-0827 福井県大野市田野２１－２５－１

18-001218 川端　一 法 有 50,000千円 1806
0778-24-3600 〒915-0883 福井県越前市新町８－１

18-011210 伊部　正輝 法 無 10,000千円 1801
0776-34-4131 〒918-8055 福井県福井市若杉４－１７２３

18-003349 田賀　一郎 法 無 20,000千円 1805
0778-52-3152 〒916-0022 福井県鯖江市水落町４－３－２３

18-001576 高橋　英治 法 無 20,000千円 1801
0776-98-5029 〒910-3612 福井県福井市清水山４５－１４

18-000759 高橋　徹郎 法 無 20,000千円 1802
0776-82-3400 〒913-0036 福井県坂井市三国町米納津２３－２

管１絶１
（有）タカツ通信

電１通１
ＴＡＫＡ電・ＪＰ（株）

電１
高時管工（株）

（有）高田工業

鋼１
（株）高田冷凍工業

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
（株）タカハシ

土２と２舗２し２水２
（株）高橋組

土２建２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２

土１
（株）高野組

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園２水２解２
（株）高野電工

電１
タガハウス（株）

管１
（株）タカトリ装飾

内１
高鳥電機（株）

電２
高仁産業（有）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008320 高橋　和彦 法 無 3,000千円 1805

0778-62-3596 〒916-0084 福井県鯖江市小泉町２３－９８

18-008852 高橋　春巳 法 無 3,000千円 1802
0776-73-3124 〒910-4115 福井県あわら市国影２２－１－２

18-011227 高橋　肇 個 無 1802
0776-72-1621 〒919-0526 福井県坂井市坂井町上兵庫７０－１０

18-008365 ＊橋　宏光 法 無 3,000千円 1802
0776-81-2124 〒913-0016 福井県坂井市三国町三国東２－９－１７

18-006243 高橋　勝治 個 無 1802
0776-66-7731 〒910-0304 福井県坂井市丸岡町今福１２－２６

18-006882 岩村　克紀 法 無 6,000千円 1801
0776-27-5665 〒918-8238 福井県福井市和田２－６０６

18-007508 高橋　章浩 法 無 3,000千円 1805
0778-53-1278 〒916-0022 福井県鯖江市水落町２－２９－１３－２

18-011169 高橋　宏彰 法 無 10,000千円 1806
0778-43-0432 〒915-0264 福井県越前市野岡町２５－９－５

18-004804 高橋　良介 法 無 10,000千円 1801
0776-27-2850 〒910-0034 福井県福井市菅谷２－９－６

18-006277 高橋　政夫 個 無 1802
0776-82-1876 〒913-0001 福井県坂井市三国町池上６５－２

18-007614 高原　洋一 法 有 3,000千円 1802
0776-73-1582 〒919-0621 福井県あわら市市姫１－１－２２

18-009073 長尾　憲恭 法 無 3,000千円 1802
0776-51-0277 〒919-0435 福井県坂井市春江町為国幸１１－５

18-009061 橋本　幸子 法 無 3,000千円 1809
0770-23-5468 〒914-0056 福井県敦賀市津内町２－９－５

（有）高橋組

筋１
高橋土建（株）

土１と１石１舗１
（株）タカハシ塗装工業

塗１防１
高橋土木

建１大１
タカハシ住建

建１
（有）高橋造園

園１
（有）高橋鉄筋

土１管１水１
（有）高橋建機

土１と１
高橋建築

建１
（有）＊橋工務店

管１

土１と１鋼１舗１
（有）高原電機

電１
（有）高福電業社

電１消１
（有）タガミ工業
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-005728 漆＊　直光 法 無 34,000千円 1801

0776-35-8005 〒918-8064 福井県福井市西学園３－４１３

18-000476 前川　浩二 法 無 20,000千円 1803
0779-66-3924 〒912-0082 福井県大野市大和町３－２５

18-006677 高村　務 個 無 1801
0776-38-0749 〒918-8016 福井県福井市江端町２９－２０

18-006938 石塚　義徳 法 有 47,000千円 1803
0779-65-3600 〒912-0017 福井県大野市東中野２－９１０

18-003818 石塚　義崇 法 有 11,500千円 1803
0779-65-3033 〒912-0017 福井県大野市東中野２－９１０

18-007560 高山　俊之 法 無 10,000千円 1809
0770-21-2211 〒914-0121 福井県敦賀市野神４０－２１７

18-010656 高山　達夫 法 無 5,000千円 1805
0778-62-0915 〒916-0066 福井県鯖江市上氏家町１８－８

18-009289 高山　英行 個 無 1801
0776-54-8915 〒918-8203 福井県福井市上北野２－２－１

18-004536 川端　信久 法 有 15,000千円 1801
0776-34-3450 〒918-8104 福井県福井市板垣３－７１４

18-009616 多喜　定男 法 無 3,000千円 1801
0776-56-1166 〒910-0143 福井県福井市下森田新町１５１３

18-011241 瀧川　和彦 個 無 1810
0770-57-2707 〒917-0234 福井県小浜市上野３８－１０－３

18-008354 滝　秋男 個 無 1810
0770-62-0836 〒914-1542 福井県三方上中郡若狭町井ノ口３－９－５

18-010159 瀧波　成嘉 法 有 86,000千円 1801
0776-24-0340 〒910-0023 福井県福井市順化１－２１－１９

電１
（株）高茂組

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
（有）高茂重機

土１と１舗１
（株）高山興業

貴水管工（株）

土１と１石１管２鋼１舗１し１水１解１
（株）高村組

土２と２石２管１鋼２舗２し２水２解２
高村電気商会

建１内１
（株）タキナミ

建１

建１
（有）多喜

と１
滝川工務店

建１大１
タキ建装

大１と１電１管１鋼１塗１防１機１
高山鉄工所（株）

鋼１
高山電工

電１
（株）たからや
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-005331 田中　健太郎 法 無 10,000千円 1801

0776-54-5454 〒918-8216 福井県福井市殿下町５６－７

18-009081 米原　正隆 法 無 4,000千円 1809
0770-25-2800 〒914-0133 福井県敦賀市みどりヶ丘８０－８１－６

18-005175 佐々木　千穂 法 無 10,000千円 1801
0776-59-3341 〒910-0843 福井県福井市西開発３－７１７

18-011290 高田　孝次郎 法 無 1,000千円 1801
0776-89-1430 〒910-0802 福井県福井市大和田町５３－１

18-010975 田口　成夫 法 無 5,000千円 1802
0776-73-4229 〒919-0633 福井県あわら市花乃杜４－８－２４

18-006158 﨑山　宏 法 無 3,000千円 1810
0770-77-1588 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１１０－１

18-010607 山本　直樹 法 無 3,000千円 1809
0770-21-5166 〒914-0811 福井県敦賀市中央町１－１０１６

18-001642 宮崎　玲 法 有 20,000千円 1806
0778-45-2058 〒916-0116 福井県南条郡南越前町古木３－１１－１

18-005490 武市　敏宏 法 無 10,000千円 1808
0778-36-0066 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田１５３－３

18-009399 竹内　修 法 無 3,000千円 1810
0770-72-2819 〒919-2382 福井県大飯郡高浜町東三松４－７９－１

18-000925 竹内　藤夫 法 無 30,000千円 1803
0779-66-0033 〒912-0021 福井県大野市中野第３号５番地３

18-008891 竹内　浩二 法 無 3,000千円 1801
0776-41-4188 〒910-2166 福井県福井市小路町１１－７９－１

18-010281 竹内　定一 個 無 1802
0776-82-3690 〒913-0031 福井県坂井市三国町新保９－２１

滝波工業（株）

建１筋１
（株）拓エンジニアリング

土２と２石２管１水２
武市電気（株）

電１消１
（有）竹内機工

機１
（株）竹内組

筋１
（有）たくみ硝子

建１大１左１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１具１
（株）たくみ創建

建１
宅良振興（株）

管１機１水１
（株）拓建工業

土１と１鋼１舗１塗１水１
（株）ＴＡＫＵ建築工房

土１建１と１鋼１舗１塗１防１内１解１
（株）田口鉄筋

土２と２石２解２
（有）竹内建築

建１
竹内建築

建１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010412 竹内　要 法 無 2,000千円 1806

0778-42-7792 〒915-0857 福井県越前市四郎丸町１３－２１－１６

18-011167 竹内　和也 法 無 8,000千円 1801
0776-25-5250 〒918-8231 福井県福井市問屋町２－５０

18-011014 竹内　久人 個 有 1801
0776-54-5491 〒910-0806 福井県福井市高木町２４－１９

18-000321 竹内　雅幸 法 無 25,000千円 1802
0776-66-8808 〒919-0524 福井県坂井市坂井町東長田３０－４９

18-000580 竹内　宏樹 法 有 30,000千円 1806
0778-24-3226 〒915-0882 福井県越前市上太田町５０－７－１

18-008699 竹内　勝弘 個 無 1806
0778-23-1029 〒915-0801 福井県越前市家久町５４－１３－１

18-007400 武内　貴年 個 無 1809
0770-22-0489 〒914-0063 福井県敦賀市神楽町２－１－１２

18-007504 竹内　孝明 法 無 10,000千円 1808
0778-32-7111 〒916-0255 福井県丹生郡越前町江波８９－１－３

18-002476 竹内　啓文 法 無 10,000千円 1801
0776-41-0037 〒910-2163 福井県福井市栃泉町７６－５１

18-007359 竹内　正雄 個 無 1808
0778-34-1552 〒916-0132 福井県丹生郡越前町田中７－１８－１

18-011050 竹内　宏至 個 無 1801
0776-98-2596 〒910-3604 福井県福井市グリーンハイツ９－１６６

18-007447 竹内　一博 法 無 10,000千円 1802
0776-66-6247 〒910-0302 福井県坂井市丸岡町里丸岡３－１３５

18-009143 齊藤　丈王 法 無 3,000千円 1803
0779-66-1663 〒912-0825 福井県大野市新塚原６－８

土１建１鋼１内１
（株）竹内工務店

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
竹内サッシ

具１
タケウチ室内装飾店

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
（株）竹内工業

板１
たけうち工房

建１と１
（株）タケウチ工務店

竹内工業（株）

土１と１舗１

電１
竹内塗工

塗１
（株）竹内土木建設

土１と１鋼１舗１水１
（有）丈王重機

内１
タケウチ住建（株）

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１水１解１
（株）竹内鉄工所

建１鋼１
竹内電気
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-005953 武笠　雄志郎 法 有 20,000千円 1809

0770-45-2800 〒919-1301 福井県三方上中郡若狭町気山２９０－１０

18-008236 竹澤　三夫 個 無 1801
0776-55-0760 〒910-0107 福井県福井市高屋町２２－５－３

18-009932 竹澤　英治 個 無 1801
0776-55-0832 〒910-0107 福井県福井市高屋町２２－９

18-007989 竹澤　継彦 法 有 5,000千円 1801
0776-55-0865 〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町１７－２５－１

18-001819 竹澤　外志男 法 無 20,000千円 1801
0776-27-1212 〒910-0015 福井県福井市二の宮５－１－１４

18-009057 竹澤　利寛 個 有 1801
0776-61-0412 〒910-1134 福井県吉田郡永平寺町芝原１－４２

18-006812 竹澤　貴司 法 無 10,000千円 1801
0776-61-3002 〒910-1133 福井県吉田郡永平寺町春日３－３３－１

18-009667 竹下　文章 法 無 1,000千円 1810
0770-77-0991 〒919-2105 福井県大飯郡おおい町小堀九字土居之内３８

18-008580 竹嶋　康男 法 有 3,000千円 1802
0776-51-6957 〒919-0448 福井県坂井市春江町中筋北浦１０２

18-008068 竹島　正和 法 無 3,000千円 1804
0779-89-3119 〒911-0056 福井県勝山市北郷町坂東島４８－３２－２

18-002436 桑原　三喜夫 法 有 36,000千円 1801
0776-38-1554 〒918-8017 福井県福井市下荒井２０－１０

18-007994 西野　光治 法 無 5,000千円 1804
0779-89-2571 〒911-0041 福井県勝山市荒土町布市１４－１０

18-001421 武田　忠彦 法 無 25,000千円 1809
0770-32-1166 〒919-1123 福井県三方郡美浜町久々子６０－１－１

（株）武笠

土２建２大２と２
竹澤建設

建１
竹澤建築工業

土１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
（有）竹島工務店

建１大１屋１タ１内１
（株）武善

建１大１屋１タ１ガ１防１内１具１
（有）武善建設

電１管１
竹澤電工（株）

電１
（有）竹下工業

と１絶１
（有）タケシマ

建１
（有）竹澤工務店

建１
（株）竹澤設備

電２管２機２井１水１消１
竹澤電機商会

土１建１と１石１
（株）武田組

土２建２と２管１鋼２舗２し２塗２機１園２水２解２
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010704 竹田　和仁 法 有 5,000千円 1809

0770-25-0406 〒914-0028 福井県敦賀市中２４－２２－１

18-000862 武田　利彦 法 有 20,000千円 1809
0770-32-1313 〒919-1123 福井県三方郡美浜町久々子３６－１２－２

18-008733 武田　憲明 法 無 10,000千円 1801
0776-38-4556 〒918-8018 福井県福井市大島町１５－１

18-006977 竹田　剛 法 無 3,000千円 1809
0770-23-8251 〒914-0121 福井県敦賀市野神４０－２９４

18-005195 竹田　幸男 法 無 3,000千円 1802
0776-79-1700 〒910-4272 福井県あわら市北潟２５７－７－３

18-009653 武田　裕己 個 無 1808
0778-32-2015 〒916-0272 福井県丹生郡越前町樫津４－５

18-001275 武田　昌樹 法 無 20,000千円 1810
0770-62-1451 〒919-1542 福井県三方上中郡若狭町井ノ口３－４－１

18-004861 武田　悟志 法 有 10,000千円 1809
0770-25-7763 〒914-0811 福井県敦賀市中央町２－９－１０

18-010453 武田　護 個 無 1810
0770-64-1201 〒919-1505 福井県三方上中郡若狭町長江６－３

18-011677 竹田　雄一 法 無 5,000千円 1801
0776-98-3347 〒910-3621 福井県福井市小羽町２－３３

18-011366 竹内　佳名子 法 無 8,000千円 1801
0776-22-2519 〒910-0018 福井県福井市田原１－３－９

18-001817 北村　秀雄 法 無 30,000千円 1801
0776-22-1519 〒910-0018 福井県福井市田原１－３－９

18-008764 竹内　伸一 法 無 50,000千円 1802
0776-66-5099 〒910-0375 福井県坂井市丸岡町南横地９－１１

建１大１屋１内１
武田製材所

建１
（株）武田設備

土２管２鋼１消１
（株）武田鉄工所

土２建２と２管１舗２し２園１解１
武田建設（株）

建１
（有）竹田建築店

建１
（有）竹田材木店

（有）竹田建材

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
武田建設（株）

土１建１と１鋼１
（株）竹野組

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
竹野建設（株）

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２解２

と１管１鋼１機１
武田護建築

建１
竹電工（株）

電１
（株）竹野
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010331 竹林　宏高 法 有 3,000千円 1801

0776-22-6187 〒910-0017 福井県福井市文京７－９－３３

18-010765 竹原　重治 法 無 2,000千円 1801
0776-35-2988 〒918-8051 福井県福井市桃園１－４－２６

18-010289 竹原　雅喜 個 有 1801
0776-61-0676 〒910-1133 福井県吉田郡永平寺町松岡春日３－１２９

18-006629 竹内　宏文 法 無 20,000千円 1801
0776-24-7324 〒910-0017 福井県福井市文京６－３４－１７

18-008872 松本　典之 法 無 10,000千円 1806
0778-23-2340 〒915-0847 福井県越前市東千福町２１－３５

18-004109 ＊田　英雄 法 無 20,000千円 1806
0778-24-2273 〒915-0846 福井県越前市千福町２０７

18-003759 吉田　昌弘 法 有 10,000千円 1806
0778-24-4200 〒915-0804 福井県越前市新保町２－１

18-008727 矢尾　主成 法 無 10,000千円 1806
0778-24-0866 〒915-0882 福井県越前市上太田町３６－５－１

18-011254 上田　裕和 法 無 5,000千円 1806
0778-25-6005 〒915-0846 福井県越前市千福町５８０

18-010819 松本　照友 法 無 1,000千円 1806
0778-43-6188 〒915-0093 福井県越前市庄町２０－３－１

18-001450 竹村　幸一郎 法 無 10,000千円 1802
0776-66-7870 〒910-0265 福井県坂井市丸岡町朝陽２－３２０

18-006884 竹山　星子 法 無 40,000千円 1802
0776-66-0511 〒910-0253 福井県坂井市丸岡町一本田中３１－１８－１

18-011442 竹山　慶祐 個 無 1801
0776-53-4739 〒918-8234 福井県福井市曽万布町８－７１－１

建１大１屋１管１タ１内１
（株）タケハラ工業

左１
竹原材木店

建１
竹宏建設（株）

（株）竹林

土１と１
竹村設備工業（株）

土１と１石１管１舗１し１水１
（株）竹山建設

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
竹山興業

管１機１
武生外線工事（株）

土１電１
武生電業（株）

電１
武生特殊土木（株）

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
武生アルナ販売（株）

具１
（株）タケフ営繕

土１建２と１管２し１機１水２
武生エンジニヤリング（株）

と１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010232 竹山　記央 個 無 1802

0776-82-6050 〒913-0045 福井県坂井市三国町南本町３－１－２７

18-000031 田﨑　説男 法 無 10,000千円 1802
0776-72-1256 〒919-0547 福井県坂井市坂井町大味２９－４５

18-000555 城野　健一 個 無 1806
0778-22-1955 〒915-0826 福井県越前市御幸町４－１６

18-006040 加藤　宏吉 法 有 30,000千円 1809
0770-24-3510 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町２－２－２２

18-008148 多田　裕也 法 無 10,000千円 1801
0776-64-2131 〒910-1313 福井県吉田郡永平寺町石上１１－２８

18-010621 多田　幸弘 個 無 1803
0779-67-1307 〒912-0136 福井県大野市松丸３１－１３

18-009394 上山　忠広 個 無 1810
0770-64-5735 〒917-0036 福井県小浜市中井５０－７－１

18-008982 田地　巧 個 無 1806
0778-23-0771 〒915-0001 福井県越前市中新庄町６１－１０７

18-007448 立花　修平 法 無 3,000千円 1801
0776-26-5368 〒910-0063 福井県福井市灯明寺２－４０４－１

18-001601 田中　幹也 法 無 10,000千円 1804
0779-89-1323 〒911-0054 福井県勝山市北郷町東野２８－乙３１

18-007482 達川　了一 法 無 10,000千円 1806
0778-24-2365 〒915-0841 福井県越前市文京１－１３－１２

18-009659 高橋　多喜雄 法 無 3,000千円 1801
0776-33-1840 〒918-8026 福井県福井市渕４－１０１１

18-004821 達城　昇七 法 無 10,000千円 1801
0776-27-5588 〒910-0038 福井県福井市三ツ屋１－２０３

建１
忠建築

建１大１
田地工務店

建１
（有）立花組土木

土１
（株）ＴＡＳ

土１建２と２電２管２鋼２機２絶２通１園１消１
（株）多田組

土１と１石１園１水１解１
多田建工

竹山設備

管１
田崎鉄工（株）

建１鋼１
太城工務店

防１
達城電設（株）

土１と１鋼１舗１

土１
（株）田長組

土１と１石１解１
（株）達川工務店

土１建１
（株）タッグ
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
00-003531 田中　陽介 法 有 40,000千円 1801

0776-31-1100 〒918-8218 福井県福井市河増町３０－２０

18-010978 田中　猛雄 法 有 10,000千円 1801
0776-31-1212 〒918-8218 福井県福井市河増町３０－２０

18-000485 立田　裕樹 法 有 30,000千円 1802
0776-77-2705 〒910-4127 福井県あわら市西温泉１－５０１－１

18-007708 竹山　文雄 法 無 20,000千円 1802
0776-72-1958 〒919-0404 福井県坂井市春江町西長田４７－２５－１

18-011476 塚本　真也 法 無 5,000千円 1809
0770-59-1120 〒919-1545 福井県三方上中郡若狭町日笠６９－１７－１

18-005327 立平　敏浩 法 無 10,000千円 1803
0779-66-1033 〒912-0021 福井県大野市中野５－８１－１

18-010283 山形　佑太 法 無 3,000千円 1803
0779-78-2151 〒912-0204 福井県大野市貝皿９－２４

18-004775 岡倉　義孝 法 無 10,000千円 1802
0776-74-1040 〒919-0741 福井県あわら市中川３－１－２

18-005029 前川　辰平 法 無 3,500千円 1802
0776-67-0103 〒919-0511 福井県坂井市坂井町長畑２５－３２－１

18-005703 立松　勇治 法 無 5,000千円 1801
0776-34-1506 〒918-8014 福井県福井市花堂中１－１８－５

18-010859 田中　陽祐 法 有 5,000千円 1806
0778-22-1727 〒915-0803 福井県越前市平出２－３－２２

18-001299 田中　則雄 法 無 10,000千円 1807
0778-44-6184 〒910-2505 福井県今立郡池田町水海６６－１４－５

18-008811 田中　勇次 個 無 1810
0770-52-1636 〒917-0083 福井県小浜市清滝１１０

建１大１屋１電１タ１内１
立田建設（株）

土２建２と２管２舗２園２水２解２
立成建設（株）

土２と２石２管２舗２水２
（株）辰ノ巳

（株）タッセイ

大１左１屋１タ１塗１防１内１絶１具１
タッセイエンジニアリング（株）

管１
（株）田中組

土１と１
田中建工

土１と１

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
（有）立筬庭園

土１と１園１
（有）立松ダクト工業

管１板１
田中管工設備（株）

電１管１
（株）立平木工所

建１内１具１
辰巳工業（株）

土１と１
（株）タツミ商事
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
00-020489 田中　大成 法 有 30,000千円 1806

0778-22-5255 〒915-0806 福井県越前市本保町２１－１０

18-000309 田中　武男 法 無 30,000千円 1805
0778-51-3271 〒916-0032 福井県鯖江市舟枝町４－１０２

18-005320 田中　重信 法 無 3,000千円 1807
0778-44-7580 〒910-2507 福井県今立郡池田町清水谷４７－１９－２

18-009557 田中　文雄 個 無 1810
0770-62-2217 〒919-1531 福井県三方上中郡若狭町新道７７－１７－５

18-008894 田中　政広 個 有 1808
0778-37-1757 〒916-0315 福井県丹生郡越前町小樟１－２０－１

18-010802 田中　進 個 無 1802
0776-66-1235 〒910-0243 福井県坂井市丸岡町石城戸町４－５

18-008109 田中　秀逸 法 有 10,000千円 1806
0778-43-0390 〒915-0264 福井県越前市野岡２４－１－１０

18-010526 田中　将嗣 法 有 10,000千円 1806
0778-22-0852 〒915-0852 福井県越前市南２－１－３６

18-010873 田中　大介 法 無 5,000千円 1801
0776-65-0795 〒918-8004 福井県福井市西木田５－１０－２０

18-008760 田中　健一 個 無 1801
0776-63-4212 〒910-1228 福井県吉田郡永平寺町志比２２－５

18-008248 田中　保 法 有 3,000千円 1806
0778-22-5025 〒915-0085 福井県越前市八幡２－９９－９０

18-011391 田中　崇寛 法 無 1,000千円 1805
0778-67-8105 〒916-0032 福井県鯖江市舟枝町３－１６－１

18-008246 田中　清和 法 無 5,000千円 1804
0779-89-1800 〒911-0054 福井県勝山市北郷町東野２６－２４

田中建設（株）

と１電１管１水１
タナカ工業（株）

建１
（株）田中工業

土１と１舗１
田中工務店

建１
田中建築

建１
田中建築工房

建１大１屋１タ１内１
（株）タナカコウ

土２建２左２と２屋２電２管２タ２鋼２板２ガ２塗２防２内２具２水２解２
田中建設（株）

土２建１と１管１舗２園１解１
（有）田中建設

土１と１石１舗１水１
田中建装

園１

建１大１屋１タ１内１
（有）田中静材木店

建１
タナカ住建サービス（株）

建１大１屋１電１タ１内１
（有）田中造園
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010321 吉田　常子 法 無 20,000千円 1801

0776-38-2681 〒918-8152 福井県福井市今市町五反百歩５１字１３番地

18-011258 田中　康明 法 無 3,000千円 1802
0776-67-2656 〒910-0375 福井県坂井市丸岡町南横地５－９－４

18-010792 蓑輪　利彦 法 有 5,000千円 1806
0778-42-1624 〒915-0242 福井県越前市粟田部町３４－６

18-010390 田中　正治 個 無 1806
0778-23-3361 〒915-0875 福井県越前市塚原町５－７－１０

18-011445 田中　政博 法 無 1,000千円 1801
0776-33-3312 〒918-8011 福井県福井市月見５－１－１１

18-011523 田中　和夫 法 有 5,000千円 1806
0778-28-1546 〒915-1225 福井県越前市湯谷町２８－２３－３

18-009571 田中　一徳 法 無 3,000千円 1805
0778-52-3621 〒916-0042 福井県鯖江市新横江２－７－１１－３

18-009043 田中　昭仁 法 有 3,000千円 1801
0776-26-2221 〒910-0028 福井県福井市学園２－６－５

18-010730 田中　伸次 法 無 1,500千円 1801
0776-89-1831 〒918-8014 福井県福井市花堂中１－１－１１

18-010720 橘　眞史 法 無 5,000千円 1801
0776-56-3511 〒910-0134 福井県福井市上野本町４－６０１

18-011517 棚田　晃弘 個 無 1806
0778-23-1592 〒915-0872 福井県越前市広瀬町１２０－７－１

18-007402 田邉　純 法 無 10,000千円 1802
0776-51-4559 〒919-0442 福井県坂井市春江町寄安４－４－１

18-000578 田辺　栄三 法 無 10,000千円 1806
0778-28-1535 〒915-1241 福井県越前市曽原町２８－８－１

電１
田中電設

電１
（株）田中塗装店

塗１
タナカ・フォレスト（株）

（株）田中武組

土１舗１
田中電機（株）

電１
（有）田中電気商会

土１と１タ１舗１水１
田辺建設（株）

土１と１石１園１

建１
タナケン工業（株）

土１建１と１石１鋼１舗１水１
棚田工務店

建１
田辺建材工業（株）

建１大１と１内１
（有）タナカプランニング

防１
（株）田中木材工業

建１大１
（株）タナケン
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009862 田邉　到 個 無 1806

0778-27-1583 〒915-0026 福井県越前市五分市町２７－１１－１

18-010200 田邉　政弘 個 無 1805
0778-62-1028 〒916-0067 福井県鯖江市下氏家町２４－２０

18-007258 田辺　守 個 有 1806
0778-22-1069 〒915-0096 福井県越前市瓜生町５０－３－２

18-011485 田邉　友紀夫 個 無 1809
0770-37-2527 〒919-1207 福井県三方郡美浜町山上６２－２３－１

18-010308 田邉　恭洋 法 無 3,000千円 1806
0778-25-1025 〒915-0096 福井県越前市瓜生町２８－１７

18-011554 田辺　利治 法 有 1,000千円 1809
0770-45-3353 〒919-1323 福井県三方上中郡若狭町倉見３２－１

18-008156 田辺　治和 法 無 3,000千円 1809
0770-38-1590 〒919-1207 福井県三方郡美浜町山上６８－１

18-010507 田波　賢治 個 無 1809
0770-22-6244 〒914-0801 福井県敦賀市松島町４－６

18-007031 谷川　清澄 法 無 5,000千円 1809
0770-22-1322 〒914-0058 福井県敦賀市三島２－２－６

18-010096 谷口　清治 法 有 3,000千円 1809
0770-25-8520 〒914-0043 福井県敦賀市衣掛町５２９

18-010255 谷口　純一 法 無 3,000千円 1802
0776-67-4352 〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所２７－１９－６

18-010069 谷口　正治 法 有 5,000千円 1808
0778-36-1557 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田１６１－４３－１

18-000693 谷口　義幸 法 有 40,000千円 1806
0778-22-0782 〒915-0083 福井県越前市押田２－１０－２７

田辺建築

建１大１
田辺建築

管１機１
谷川建設（有）

土１建１
（株）タニグチ

土１建１と１管１解１
（有）タニグチ

建１
（株）田辺電工

電１
（有）田辺緑化

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
田波興業

建１
たなべ工務店

建１
田辺工務店

建１大１屋１タ１内１
（株）タナベ住建

塗１
谷口建材（株）

と１
谷口建設（株）

土２建２と２石２舗２水２解２
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011348 谷口　喜則 個 無 1801

0776-36-8406 〒918-8057 福井県福井市加茂河原２－２２－２

18-000987 谷口　直利 法 有 20,000千円 1809
0770-32-0744 〒919-1141 福井県三方郡美浜町郷市４７牛岩５－１

18-009530 谷口　和美 法 無 10,000千円 1805
0778-51-7266 〒916-0047 福井県鯖江市柳町４－６０８－２

18-000989 土谷　高歳 法 有 20,000千円 1809
0770-22-1810 〒914-0124 福井県敦賀市市野々町１－３５０

18-011551 谷口　玲子 法 無 5,000千円 1806
0778-22-1535 〒915-0083 福井県越前市押田２－１０－２７

18-008044 谷口　邦夫 法 無 3,000千円 1806
0778-24-3565 〒915-0873 福井県越前市池ノ上町３１－９－１

18-007719 谷　孝志 法 無 3,000千円 1801
0776-61-0082 〒910-1135 福井県吉田郡永平寺町松岡室４６－６２－３

18-000275 谷﨑　清明 法 有 30,000千円 1801
0776-98-4375 〒910-3636 福井県福井市山内町８２－１６－１

18-010936 谷口　崇 法 無 5,000千円 1809
0770-24-0168 〒914-0046 福井県敦賀市津内２８－２－１１

18-007547 谷　正孝 法 無 10,000千円 1804
0779-88-5477 〒911-0822 福井県勝山市平泉寺町平泉寺６８－１７

18-004797 谷本　精一 法 有 3,000千円 1807
0778-44-6583 〒910-2502 福井県今立郡池田町野尻２－７

18-007474 田野　時三 法 無 10,000千円 1801
0776-36-1578 〒918-8012 福井県福井市花堂北１－１１－２８

18-009925 煙草屋　隆男 個 無 1802
0776-78-5286 〒910-4115 福井県あわら市国影１４－２５－７

電２通１消１
タニグチホームテック（株）

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
（有）タニケン

土１と１舗１し１水１解１
（有）谷サービス工業所

建１
（株）谷口工務店

土１建２大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１具１水１解２
（株）谷口設備

建１電１管１
谷口電気（株）

谷口建築

建１

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
（有）谷本木材

建１大１
田野硝子（株）

ガ１具１
煙草屋建築

管１
谷﨑工業（株）

と１鋼１園１
（株）谷電

電１
（株）谷土建
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-005978 田畑　賢一 法 無 10,000千円 1801

0776-21-4410 〒910-0855 福井県福井市西方１－８－２３

18-003004 田畑　友成 法 無 10,000千円 1806
0778-22-3862 〒915-0084 福井県越前市村国３－１９－１２

18-002124 桒名　大輔 法 無 10,000千円 1801
0776-36-4464 〒918-8055 福井県福井市若杉３－１７２１

18-001050 田淵　秀祥 法 無 3,000千円 1810
0770-77-0358 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１４０－４

18-007559 森川　学 法 無 5,000千円 1809
0770-25-1756 〒914-0136 福井県敦賀市砂流１０－４－５（ひばりヶ丘町）

18-009489 玉川　三郎 法 無 5,000千円 1810
0770-53-0400 〒917-0051 福井県小浜市小浜白鳥２３

18-010073 玉柿　武嗣 法 有 3,000千円 1801
0776-58-2011 〒918-8005 福井県福井市みのり２－１１－１０

18-011173 田村　光広 法 無 5,000千円 1801
0776-65-7675 〒918-8116 福井県福井市大町２２－１５

18-011716 為国　武 個 無 1801
0776-35-9130 〒918-8037 福井県福井市下江守町５３－２－１０

18-002959 為永　政嗣 個 無 1806
0778-43-1361 〒915-0256 福井県越前市赤坂５４－２０－１

18-010776 田安　繁晴 法 無 3,000千円 1801
0776-59-1358 〒910-0045 福井県福井市北楢原町１３－２６

18-008645 團　好孝 個 無 1810
0770-67-3233 〒917-0375 福井県大飯郡おおい町名田庄納田終１３９－１２－１

18-006352 梅田　一哉 法 有 30,000千円 1808
0778-34-2334 〒916-0146 福井県丹生郡越前町朝日５－１７－１

（株）タバタ

塗１
田畑電機設備（株）

電１
（株）田端塗装工業

建１大１屋１タ１鋼１内１
為永工務店

建１
（株）ＴＡＹＡＳＵ

建１大１屋１鋼１内１
団建築

土１と１石１鋼１舗１水１
（有）ＴＡＭＡコーポレーション

電１通１
田村ダクト工業（株）

管１板１
為国建築

建１と１塗１防１
（有）田渕組

土１と１舗１
（有）田保板金店

屋１板１
（有）環組

建１
丹南開発（株）

土２と２管１鋼２舗２し２水２解２
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009724 土橋　美惠子 法 有 10,000千円 1806

0778-42-2799 〒915-0242 福井県越前市粟田部町６０－４－１

18-009822 反保　豊史 個 有 1801
0776-64-2590 〒910-1305 福井県吉田郡永平寺町竹原８－１４－１

18-006192 辻　廣巳 法 無 10,000千円 1801
0776-56-3626 〒910-0134 福井県福井市上野本町１－３３０２

18-011192 前田　力 法 無 10,000千円 1801
0776-97-9190 〒910-0837 福井県福井市高柳２－１３０１　レインボービル５階

18-009687 竹生　秀浩 法 無 3,000千円 1801
0776-26-2038 〒910-0004 福井県福井市宝永３－２０－１３

18-011122 田中　博之 法 無 10,000千円 1801
0776-34-3171 〒918-8007 福井県福井市足羽２－８－６

18-006252 知場　貞一 法 有 10,000千円 1809
0770-38-1355 〒919-1205 福井県三方郡美浜町佐田４４－１－１

18-002064 和田　雄一 法 無 20,000千円 1801
0776-35-1444 〒918-8057 福井県福井市加茂河原１－７－２７

18-004053 川島　聖 法 無 5,000千円 1809
0770-23-5502 〒914-0035 福井県敦賀市山泉５－１－１５

18-000624 竹澤　善英 法 有 21,000千円 1801
0776-24-8385 〒910-0001 福井県福井市大願寺３－７－７

18-004111 新保　宏介 法 有 10,000千円 1806
0778-23-5611 〒915-0069 福井県越前市吾妻町３－３１

18-008776 藤田　清之 法 無 20,000千円 1806
0778-23-3232 〒915-0806 福井県越前市本保町２１－４－２

18-010922 中後　雅義 個 無 1801
0776-41-8344 〒910-2166 福井県福井市小路町９－１９－１

管１
千歳工業（株）

建１
（株）知場プラント

土１建１と１管１鋼１機１水１解１
（株）中央建設

具１
（株）反保組

土１と１舗１水１
（株）力組

土１と１舗１園１
（有）チクセン商事

（株）タンナン重建

と１解１
反保アルミ製作

電１
中央電機（株）

電１
中後鉄筋

筋１

土１建２大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１具１解１
（有）中央設備

土１と１管１鋼１舗１水１
中央設備工業（株）

土２電１管２機１水２
（株）中央電化センター
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009960 成山　英樹 法 有 15,000千円 1803

0779-66-7788 〒912-0092 福井県大野市清瀧１３０－１２－１

18-002992 中川　正一 法 無 10,000千円 1801
0776-63-5801 〒910-0855 福井県福井市西方２－３－２７

18-008955 山岸　茂 法 無 3,000千円 1806
0778-23-2577 〒915-0824 福井県越前市武生柳町１１－１６

18-007894 池田　泰仁 法 無 3,000千円 1809
0770-22-0939 〒914-0121 福井県敦賀市野神１５－２－１２

18-004064 大野　尚紀 法 無 10,000千円 1809
0770-45-0789 〒919-1301 福井県三方上中郡若狭町気山２９５－２４－４

18-006999 川島　昌欽 法 無 40,000千円 1809
0770-22-5855 〒914-0057 福井県敦賀市開町９－２

18-008383 尾方　幹夫 法 無 5,000千円 1801
0776-33-5115 〒918-8111 福井県福井市馬垣町１－３２１

18-003884 長　速敏 法 無 8,000千円 1801
0776-55-1374 〒910-0101 福井県福井市つくし野３－６１４

18-007672 平田　潤一郎 法 無 10,000千円 1801
0776-36-3555 〒918-8024 福井県福井市舞屋町１２－６０２

18-011270 山本　高史 法 無 3,000千円 1809
0770-22-1770 〒914-0044 福井県敦賀市岡山町２－３５－３－１８

18-005745 上坂　昌司 法 無 5,000千円 1802
0776-82-4090 〒913-0052 福井県坂井市三国町運動公園３－１３－１５

18-010862 小竹　健司 個 無 1801
0776-38-3825 〒918-8018 福井県福井市大島町大島台１２０５

00-026045 塚田　修治 法 無 20,000千円 1801
0776-22-2991 〒910-0016 福井県福井市大宮６－１５－２４

土１と１解１
（株）中日地質

土１井１
（有）中部道路

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
（有）中部塗装

忠南環境（株）

具１
ツカサ建設（有）

土１と１鋼１舗１水１
司工業

管１機１水１
（株）塚田商事

土１大１と１石１舗１
長宅建（有）

土１建１と１舗１水１
（株）通信サービス福井

通１
（有）ツカサ建材

塗１
（有）町栄電気工業所

電１消１
（株）長吉組

土２と２舗２し１水１解２
（株）長州建設

土１建２と１鋼１舗１塗１防１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-006905 塚谷　年男 法 無 20,000千円 1802

0776-67-3413 〒919-0511 福井県坂井市坂井町長畑２１－２５－７

18-010877 塚田　友幸 法 無 10,000千円 1806
0778-22-0166 〒915-0084 福井県越前市村国３－５７－９

18-007424 月城　海一 法 無 8,000千円 1802
0776-66-6297 〒910-0273 福井県坂井市丸岡町長畝６６－１８

18-010079 佃　祐介 法 無 5,000千円 1809
0770-47-6716 〒914-0056 福井県敦賀市津内町２－２－２０

18-006908 辻井　晴亘 法 無 10,000千円 1810
0770-58-0110 〒917-0035 福井県小浜市口田縄２５－２４－１

18-006272 辻裏　喜三郎 個 無 1801
0776-61-2364 〒910-1127 福井県吉田郡永平寺町吉野堺４１－６６

18-010596 津田　和彦 法 無 3,000千円 1806
0778-27-1508 〒915-0012 福井県越前市清水頭町３－４８－２

18-011280 辻　恵利子 法 有 10,000千円 1801
0776-36-5083 〒918-8116 福井県福井市大町１－３０６

18-001570 辻　哲雄 法 無 10,000千円 1804
0779-88-3267 〒911-0034 福井県勝山市滝波町１－３３４

18-001773 辻　敏彦 法 有 20,000千円 1809
0770-27-1121 〒914-0302 福井県敦賀市疋田１６－１２－１

18-010160 辻　龍雄 個 無 1806
0778-28-1062 〒915-1213 福井県越前市丸岡町２８－４３

18-009985 辻　喜代士 個 無 1810
0770-62-1196 〒919-1526 福井県三方上中郡若狭町関４４－８－１

18-011659 辻　智子 法 無 300千円 1802
0776-97-8365 〒910-0375 福井県坂井市丸岡町南横地５－９－９

建１
辻岡電機（株）

電１
（株）辻機械

機１
辻金属工業（株）

土１と１管１舗１園１水１
（株）ツクダ

と１
（株）辻井塗装

塗１
辻裏建築工房

（株）塚谷建設

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
（株）ＴＵＫＡＸ

建１塗１防１内１
（有）月城組

建１
（株）辻工業

と１

屋１板１
（株）辻組

土２建２と２石２電２管２鋼２舗２し２園２解２
辻組

土１と１
辻建築
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010194 辻　義和 法 無 3,000千円 1802

0776-82-3369 〒913-0021 福井県坂井市楽円５３－２１－１

18-007733 辻　晃宏 法 無 10,000千円 1802
0776-78-5522 〒910-4138 福井県あわら市下番２３－９

18-010820 辻　竜也 法 無 3,000千円 1809
0770-23-9733 〒914-0132 福井県敦賀市御名４４－６－３

18-009871 辻原　照夫 個 無 1809
0770-38-1808 〒919-1205 福井県三方郡美浜町佐田６６－１－１

00-008126 辻広　光男 法 無 53,000千円 1801
0776-35-8115 〒918-8025 福井県福井市江守中町８－１８

18-004036 辻　友世 法 有 10,000千円 1801
0776-36-2821 〒918-8116 福井県福井市大町１９号１１番地

18-010085 辻本　英樹 法 無 3,000千円 1809
0770-22-3451 〒914-0131 福井県敦賀市公文名４１－４２－３

18-000175 津田　敏和 法 有 25,000千円 1806
0778-42-0423 〒915-0235 福井県越前市不老１７－１１

18-004636 土田　洋輔 法 有 10,000千円 1802
0776-73-0010 〒919-0621 福井県あわら市市姫４－６－４０

18-000579 土田　幸吉 法 無 10,000千円 1806
0778-22-3957 〒915-0847 福井県越前市東千福町１８－９

18-000435 土田　福次 法 無 20,000千円 1802
0776-73-0240 〒919-0632 福井県あわら市春宮２－１７－１９

18-010422 土谷　竜治 個 無 1804
0779-88-1165 〒911-0802 福井県勝山市昭和町１－８－１４

18-009851 土田　佳史 法 無 8,000千円 1802
0776-78-5040 〒910-4138 福井県あわら市下番６－１０

土１と１管１水１消１
（有）辻土建

土１と１舗１解１
辻原建築店

建１大１
（株）辻広組

（有）つじ設備

管１
（株）辻設備工業所

土２と２石２管１鋼２舗２し２園１水２解２
土谷工務店

建１大１
（株）ツチタ板金

屋１板１

土１と１石１
（株）土田

ガ１具１
（株）土田建設

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
土田土建（株）

土２建２と２鋼２舗２解２
辻正工業（株）

建１管１
（有）辻本工業

と１管１
（株）津田組
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-002808 土田　八郎 法 有 10,000千円 1804

0779-87-1208 〒911-0035 福井県勝山市郡町２－６－１５

18-006920 土田　幸治 法 無 3,000千円 1801
0776-36-4148 〒918-8134 福井県福井市下莇田町２６－１－２１

18-010658 土橋　正弘 法 有 5,000千円 1801
0776-98-3067 〒910-3633 福井県福井市上天下町２－５８

18-001703 西村　綾仁 法 有 20,000千円 1801
0776-23-2001 〒910-0001 福井県福井市大願寺２－６－２４

18-000146 土本　正道 法 有 21,000千円 1803
0779-66-2448 〒912-0095 福井県大野市下丁２ー１

18-007917 土谷　敏之 個 無 1806
0778-23-7635 〒915-0054 福井県越前市小野谷町２０－８－６

18-004377 堤　昭利 法 有 10,000千円 1809
0770-23-7446 〒914-0814 福井県敦賀市木崎４－２３

18-003424 堤　幸雄 法 有 5,000千円 1809
0770-22-1188 〒914-0814 福井県敦賀市木崎４－２３

18-004263 常見　悦郎 法 無 20,000千円 1803
0779-65-3947 〒912-0014 福井県大野市中保１８－４３－１

18-001295 常見　和紀 法 無 8,000千円 1803
0779-65-0660 〒912-0811 福井県大野市土打２５－３４

18-002335 椿坂　正人 法 無 20,000千円 1804
0779-88-1312 〒911-0801 福井県勝山市沢町２－２－２１

18-010639 椿原　秀夫 個 無 1802
0776-78-5269 〒910-4126 福井県あわら市布目３２－４４

18-009594 坪井　和彦 個 無 1803
0779-65-3217 〒912-0055 福井県大野市高砂町１４－１５

（株）土田木材

具１
（有）堤木工所

具１
（株）常見管工事

土１建１管１機１井１水１消１
（有）常見建設

電２管１通１消１
（株）土本組

土２と２舗２
土谷組

土１と１石１舗１し１
（株）堤サッシュ工業

建１
（有）ツチデン

電１
（有）土橋電機農機商会

建１
土牧電機（株）

建１

土１と１
椿坂電機（株）

電２管１通１消１
椿原工務店

建１
坪井建設リフォームＰＸ
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-000184 坪内　翔二朗 法 無 30,000千円 1804

0779-69-1080 〒911-0841 福井県勝山市鹿谷町発坂１６－３７－３

18-009119 ＊内　一 法 無 5,000千円 1804
0779-87-2325 〒911-0034 福井県勝山市滝波町４－５１２－１

18-011610 坪内　嘉津也 法 無 3,000千円 1802
0776-51-2748 〒919-0473 福井県坂井市春江町本堂１６－６－１９

18-010230 坪川　哲郎 法 無 3,000千円 1802
0776-66-2158 〒910-0345 福井県坂井市丸岡町四郎丸５－１５－３

18-001573 坪川　清隆 法 有 5,000千円 1805
0778-52-2300 〒916-0023 福井県鯖江市西山町１－３

18-009672 坪田　光雄 個 無 1802
0776-73-2031 〒910-4132 福井県あわら市谷畠１４－１１

18-007591 海﨑　憲一郎 法 無 10,000千円 1802
0776-67-4892 〒910-0368 福井県坂井市丸岡町磯部新保４－２０－１

18-001419 稲葉　良一 法 有 20,000千円 1809
0770-22-0442 〒914-0058 福井県敦賀市三島２－３－１７

18-008090 松重　哲夫 法 無 3,000千円 1809
0770-24-1025 〒914-0814 福井県敦賀市木崎１４－１５－３

18-006400 福地　礼造 法 有 21,000千円 1809
0770-22-3636 〒914-0061 福井県敦賀市蓬莱町１１

18-011531 井上　登志裕 法 無 5,000千円 1809
0770-36-1266 〒914-0814 福井県敦賀市木崎３９－２４－６

18-007292 山内　政信 法 無 5,000千円 1809
0770-25-7236 〒914-0132 福井県敦賀市御名４６－１３－１

18-005625 澤根　純 法 無 10,000千円 1809
0770-25-6869 〒914-0814 福井県敦賀市木崎５１号３１番地の３

内１
（有）ツボカワ工業

機１
（有）坪川電気商会

電１
坪田電気商会

（株）坪内建設

土２と２石２鋼２解２
（有）＊内建築板金工業所

建１屋１板１
（株）Ｔｓｕｂｏｋａ

電１管１
（株）敦賀原子力工業

管１機１

管１機１
敦賀協栄建築（株）

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
（株）敦賀空調

管１
（有）敦賀計装

電１
（株）坪田電工

電１機１通１消１
敦賀旭土建（株）

土２建１と１舗２し１解２
（有）敦賀エンジニア
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-005570 和田　常弘 法 無 3,000千円 1809

0770-22-1539 〒914-0045 福井県敦賀市古田刈６６－４０５

18-005450 平井　克彦 法 有 10,000千円 1809
0770-23-1535 〒914-0043 福井県敦賀市衣掛町２０１

18-004006 菅野　貴志 法 無 28,500千円 1809
0770-25-1078 〒914-0811 福井県敦賀市中央町２－６－１３

18-001923 山口　建治郎 法 無 10,000千円 1809
0770-32-0182 〒919-1122 福井県三方郡美浜町松原３６－６－１

18-009224 齊藤　幸一 法 有 10,000千円 1809
0770-22-7221 〒914-0036 福井県敦賀市山泉７３－９２１

18-011656 靏　正之 個 無 1809
0770-25-3104 〒914-0146 福井県敦賀市金山４９－１６

18-009246 寺木　時充 法 無 10,000千円 1802
0776-97-8188 〒913-0048 福井県坂井市三国町緑ヶ丘４－７－１０－２０

18-009097 時岡　伸次 法 有 3,000千円 1810
0770-77-2599 〒919-2221 福井県大飯郡おおい町本郷第１１７－３２－１

18-011242 宮本　丈雄 法 有 10,000千円 1809
0770-21-5085 〒914-0814 福井県敦賀市木崎１３－７－１

18-011201 木下　幸信 法 有 5,000千円 1806
0778-47-8484 〒919-0211 福井県南条郡南越前町関ケ鼻１３－４

18-009512 江川　孝司 個 無 1802
0776-68-0270 〒910-0208 福井県坂井市丸岡町坪江１２－６１

18-011584 増田　輝行 法 無 3,000千円 1806
0778-23-1985 〒915-0891 福井県越前市余田町１１－１

18-011042 森口　幸男 法 無 5,000千円 1801
0776-50-6149 〒918-8075 福井県福井市羽坂町１６－１－２０

（有）敦賀工機

機１
敦賀装設（株）

電１機１
（株）ＴＥＳ

土１と１機１
（株）ディーウエスト

解１
ティーエスホーム

と１電１管１機１
靏工建

土１左１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）ティーアールシステム

管１機１
（有）ティーアンドエフ開発

管１機１
敦賀断熱工業（株）

と１管１タ１鋼１塗１機１絶１
敦賀土建工業（株）

土１建１と１解１
（株）ツルガメンテナンス

建１
（株）ＴＭＫ

管１板１
（株）ＴＭ産業

と１塗１防１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007435 田中　義一 法 無 3,000千円 1801

0776-34-4668 〒918-8031 福井県福井市種池２－８０１

18-010287 高山　俊之 法 有 8,000千円 1809
0770-24-3888 〒914-0121 福井県敦賀市野神１２－１０８

18-010686 竹内　功 法 無 500千円 1802
0776-66-6282 〒910-0348 福井県坂井市丸岡町今町１３１

18-011305 高島　健 法 無 3,000千円 1802
0776-72-0622 〒919-0527 福井県坂井市坂井町下兵庫１０３－２４甲

18-011395 奥井　一史 法 有 49,000千円 1810
0770-77-5097 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１１９字西里ヶ前２－４

18-010256 土田　一秀 個 無 1801
0776-43-0429 〒918-8105 福井県福井市木田３－２１１４－２

18-011155 堀　範人 法 無 5,000千円 1804
0779-87-1881 〒911-0817 福井県勝山市旭毛屋町４１１０

18-011069 松尾　康弘 法 無 9,000千円 1805
0778-53-2555 〒916-0033 福井県鯖江市中野町３２－９－１

18-006998 竹本　隆應 法 無 10,000千円 1809
0770-32-6029 〒919-1138 福井県三方郡美浜町河原市３１－８－２

18-011126 角　徳行 法 無 3,000千円 1809
0770-36-1275 〒914-0064 福井県敦賀市結城町７－３０

18-010362 竹田　義弘 法 無 3,000千円 1801
0776-90-3260 〒910-2332 福井県福井市野波町４４－２０

18-011195 佐々木　教幸 法 有 3,100千円 1801
0776-41-3901 〒910-2161 福井県福井市脇三ヶ町２８－１８

18-011406 林　圭佑 法 有 1,000千円 1808
0778-42-7147 〒916-0133 福井県丹生郡越前町気比庄３－１０－７

電１通１
ＴＶＥリファインメタル（株）

と１管１機１解１
Ｔ－ＰＬＡＮＮＩＮＧ

建１
（株）Ｔ－ｗｏｒｋｓ

防１
（株）Ｔ・サポート

と１
（株）Ｔ・ＳＴＡＦＦ

と１
（株）ティーツゥーテック

（有）ティーケイ開発

土１と１解１

機１
（有）ＴＫＤサービス

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（有）庭研ふくい

園１
帝国重建（株）

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（合）Ｔ．Ｍ．Ｎ

通１
（株）テイク

土１建１大１と１石１屋１電１管１タ１鋼１舗１し１塗１内１機１通１園１水１消１解１
（株）ティケィ工業
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011608 森口　寛将 法 無 5,000千円 1809

0770-40-2012 〒914-0823 福井県敦賀市沓見１１２－３－２

18-011695 菅野　光夫 法 有 10,500千円 1809
0770-20-0300 〒914-0045 福井県敦賀市古田刈５３－１－４

18-007172 吉田　忠雄 法 無 3,000千円 1801
0776-23-0034 〒910-0854 福井県福井市御幸３－９－３６

18-007373 出口　泰弘 法 無 3,000千円 1801
0776-89-2466 〒910-3552 福井県福井市茱崎３１－６－７

18-006320 出口　敏雄 法 有 10,000千円 1801
0776-54-3333 〒910-0823 福井県福井市重立町６－３３

18-009040 谷澤　弘章 個 無 1801
0776-35-5568 〒918-8007 福井県福井市足羽４－５－２１

18-008659 長田　正 法 無 10,000千円 1810
0770-77-4720 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１１９－２－４

18-009309 國京　紀雄 法 有 3,000千円 1802
0776-67-0027 〒919-0513 福井県坂井市坂井町田島４－１－１１

18-011555 澤田　圭司 法 有 1,000千円 1809
0770-37-3027 〒914-0142 福井県敦賀市莇生野１０２－１－１

18-009392 後藤　英二 法 無 3,000千円 1802
0776-67-3082 〒919-0516 福井県坂井市坂井町福島１１－３

18-005493 小谷　浩一 法 有 50,000千円 1809
0770-25-0848 〒914-0071 福井県敦賀市泉２－６

18-009545 高橋　伊佐美 法 有 6,000千円 1809
0770-23-4722 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町２－２５１２－１

18-008157 片岡　浩範 法 有 3,000千円 1802
0776-51-8119 〒919-0476 福井県坂井市春江町針原１９－２８－５

鼎新（株）

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１機１園１水１解１
ＴＤＲサービス（株）

と１
（有）テイワイ塗装

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
テクノスワン（有）

電１板１具１
（株）テクノツルガ

土２建２と２電２管２鋼２機２解２
（株）テクノハーツ

塗１
（株）テクノ青葉

電１
（株）テクノエース

土１と１管１舗１機１
テクノクラフト（株）

塗１
（有）出口工務店

建１大１内１
出口産業（株）

土１と１舗１し１水１
テクニカルペイント

と１管１鋼１塗１機１絶１解１
（有）テクノボーサイ

通１消１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007078 木村　雅則 法 無 3,000千円 1809

0770-37-2845 〒919-1205 福井県三方郡美浜町佐田１０２－２－１

18-010471 出蔵　賢治 個 無 1801
0776-90-1656 〒910-2339 福井県福井市薬師町９－１２

18-009789 中間　信男 個 有 1801
0776-22-1242 〒910-0022 福井県福井市花月３－３－１２

18-010896 荒井　政彦 法 無 3,000千円 1809
0770-20-1234 〒914-0805 福井県敦賀市鋳物師町３－１１

18-010853 竹島　聡 法 無 1,000千円 1801
0776-63-5377 〒918-8025 福井県福井市江守中１－１１０６－２

18-001078 竹中　陽平 法 無 12,000千円 1801
0776-56-0030 〒910-0122 福井県福井市石盛町７１５

18-006613 冨田　康人 法 有 10,000千円 1806
0778-47-3911 〒919-0212 福井県南条郡南越前町南条町鯖波９－５－１

18-006407 柿本　哲平 法 無 10,000千円 1802
0776-66-8215 〒910-0355 福井県坂井市丸岡町高瀬２－１０－２

18-005107 山本　行男 法 無 5,000千円 1802
0776-51-4637 〒919-0417 福井県坂井市春江町江留下相田１１９

18-011357 鈴木　浩史 法 無 5,000千円 1801
090-3293-3513 〒918-8111 福井県福井市馬垣町２字板垣境２１０番

18-011540 寺尾　典泰 個 無 1802
0776-67-4503 〒910-0371 福井県坂井市丸岡町八ツ口２１－４－１８

18-003724 寺尾　義信 法 有 10,000千円 1806
0778-47-2054 〒919-0227 福井県南条郡南越前町脇本５－２１

18-011717 寺尾　昌道 法 有 10,000千円 1801
0776-53-6160 〒910-0843 福井県福井市西開発３－２０７

筋１
（株）テック・ウエデン

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１塗１通１水１
テックル（株）

鋼１
鉄建工業（株）

大１
デザイン　ビルド　エヌ

建１内１
（株）デジタルメディアサービス

通１
（株）鉄筋豊竹

（株）テクノマインド

土１と１電１管１鋼１舗１機１水１
出蔵工務店

屋１板１
（有）寺尾製材所

建１大１内１
寺尾特電産業（株）

電１

建１大１屋１タ１鋼１内１
（有）テッコウ住建

建１
（株）ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ

土１と１
寺尾建築板金
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-001515 寺尾　剛 法 無 30,000千円 1806

0778-22-5215 〒915-0806 福井県越前市本保町８－５－１

18-000742 寺川　誠 法 有 20,000千円 1809
0770-22-4608 〒914-0811 福井県敦賀市中央町２－１６－４５

18-010593 寺嶋　昇吾 法 無 30,000千円 1801
0776-36-1206 〒918-8014 福井県福井市花堂中２－２３－１０

18-011494 寺田　満 個 無 1809
0770-62-0266 〒919-1531 福井県三方上中郡若狭町新道７７－２２－２

18-010483 寺田　昭一 法 無 3,000千円 1810
0770-72-2885 〒919-2225 福井県大飯郡高浜町宮崎７２－１６－３

18-007184 寺本　富二夫 法 有 5,000千円 1801
0776-56-3820 〒910-0122 福井県福井市石盛町９０５

18-008096 松宮　昌宏 法 無 3,000千円 1802
0776-24-3260 〒910-0352 福井県坂井市丸岡町新間１０－４－３

18-011461 都甲　雄一郎 法 無 50千円 1809
0770-48-9059 〒914-0054 福井県敦賀市白銀町７－３

18-000995 伊藤　芳幸 法 有 20,000千円 1801
0776-97-2222 〒910-3517 福井県福井市畠中町６－８

18-007766 田中　徹 法 無 5,000千円 1801
0776-98-5126 〒910-3604 福井県福井市グリーンハイツ６－１３１

18-009867 松山　渉 法 無 3,000千円 1804
0779-87-2753 〒911-0804 福井県勝山市元町３－４－３６

18-007115 土居　春雄 個 無 1804
0779-88-1573 〒911-0823 福井県勝山市平泉寺町赤尾３３－１１

18-007215 土井　直紀 法 無 26,000千円 1801
0776-34-3110 〒918-8015 福井県福井市花堂南１－１１－３７

土１建２と１屋１電２管２板１機１通１井１水１解１
寺川建設工業（株）

土２と２舗２解１
寺島電工（株）

電１
寺田建設

テラオライテック（株）

電１
（有）デンコー

電１通１
土居建設

土１と１舗１
土井造園土木（株）

防１
（株）ＤＥＬＴＡ

管１
（株）殿下建設

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
（有）電工社

土１と１舗１
（株）寺田工業

機１
（株）寺本トーヨー住器

ガ１具１
（有）デリカアイエム

土１と１園１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009150 内藤　主税 法 有 10,000千円 1801

0776-35-0003 〒918-8016 福井県福井市江端町５－８

18-005093 山＊　眞一 法 無 20,000千円 1801
0776-54-1330 〒910-0844 福井県福井市長本町１１０

18-006540 小倉　大輔 法 無 5,000千円 1801
0776-43-0551 〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町１８－１３

18-008472 川端　俊憲 法 有 9,000千円 1803
0779-64-1500 〒912-0421 福井県大野市五条方２８－７

18-010928 石橋　眞紀子 法 無 3,000千円 1810
0770-56-5680 〒917-0027 福井県小浜市生守２７－１０－１

18-011308 木下　智就 個 無 1801
0776-36-8115 〒918-8001 福井県福井市つくも２－８－４

18-004422 田中　心 法 有 20,000千円 1809
0770-22-3156 〒914-0823 福井県敦賀市沓見９６－１３

18-007723 東郷　健治 法 無 5,000千円 1801
0776-35-8857 〒918-8112 福井県福井市下馬１－２００９

00-003030 佐々木　知也 法 有 98,000千円 1805
0778-62-1121 〒916-0062 福井県鯖江市熊田町１－１００

18-010866 辰宮　功造 法 無 10,000千円 1802
0776-73-7771 〒919-0613 福井県あわら市古屋石塚２２－１１１－１

18-007490 小寺　規央 法 無 5,000千円 1801
0776-54-8702 〒910-0811 福井県福井市中藤新保町２－５０－２

18-008926 伊東　義之 法 無 3,000千円 1801
0776-61-2499 〒910-1127 福井県吉田郡永平寺町吉野堺４６－８－１２

18-005410 道傳　恭和 法 無 10,000千円 1801
0776-36-5609 〒918-8108 福井県福井市春日３－３０５－１

建１
（株）登建

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
（有）東建

内１
（株）ＴＯＫＯ

屋１
（株）東協

土１と１
東京企画（有）

と１
東京企画

東亜工運（株）

と１機１
道栄建設（株）

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
（有）東栄ルーフ

電１
道傳設備（株）

土１管１水１

具１
東工（株）

板１ガ１具１
東進建設（株）

土１と１舗１
（有）東伸電業
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-001557 藤堂　二男 法 無 20,000千円 1803

0779-67-1726 〒912-0142 福井県大野市蓑道２５－３８

18-004084 山下　博文 法 無 21,000千円 1801
0776-53-6226 〒918-8225 福井県福井市宮地町４６－１６

18-000713 松村　純夫 法 無 20,000千円 1801
0776-54-2132 〒918-8223 福井県福井市河水町２２－２－１

18-000792 宮澤　則博 法 有 10,000千円 1803
0779-78-2732 〒912-0205 福井県大野市朝日３５－７－１９

18-010248 秋本　誠 法 無 10,000千円 1801
0776-54-7224 〒910-0843 福井県福井市西開発４－１１１

18-007231 澤田　忠男 法 無 3,000千円 1810
0770-72-3314 〒919-2215 福井県大飯郡高浜町南団地２－１－６

18-010150 高木　茂 個 無 1809
0770-23-7362 〒914-0131 福井県敦賀市公文名８２－１－３０

18-005102 小林　敬和 法 無 10,000千円 1801
0776-36-8290 〒918-8114 福井県福井市羽水１－６３３

18-009906 堂前　博史 個 無 1803
0779-65-1594 〒912-0814 福井県大野市川嶋３－１４

18-007984 片岡　朋之 法 無 10,000千円 1801
0776-23-7441 〒910-0063 福井県福井市灯明寺２－１６０８

18-011454 堂本　竜一 個 無 1803
0779-64-1207 〒912-0415 福井県大野市稲郷５２－３

18-010524 吉田　彪 法 有 20,000千円 1810
0770-72-3346 〒919-2386 福井県大飯郡高浜町関屋６１－２－１

18-005286 小寺　弘邦 法 有 20,000千円 1801
0776-53-5335 〒910-0811 福井県福井市中藤新保町第２－５０－１

土２と２電２鋼２舗２水２
（株）東部建設

土２と２石２鋼２舗２し２塗２園２水２解２
東部建設（株）

土１と１石１
東部鉄工（株）

（有）藤堂組

土１と１石１鋼１舗１し１水１
東福建設（株）

内１
東洋エンヂニア（株）

土２建１と２舗２解２
東洋地工（株）

土２と２舗２解１

電１消１
堂前工務店

建１
（株）灯明寺組

土１
ドウモト建装

鋼１
（有）東朋

建１屋１板１
東朋工業

板１絶１
東豊電設（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011410 竹田　浩文 法 有 3,000千円 1802

0776-73-4571 〒919-0604 福井県あわら市自由ケ丘２－１４－１０

18-011238 喜多　真一 法 有 7,500千円 1810
0770-72-3856 〒919-2382 福井県大飯郡高浜町東三松３７－２０

18-003211 斎藤　裕一郎 法 無 20,000千円 1804
0779-87-1414 〒911-0803 福井県勝山市旭町１－６－３４

18-006109 堂脇　弘樹 法 無 5,000千円 1810
0770-67-2275 〒917-0382 福井県大飯郡おおい町久坂１－１０

18-010816 橋本　敦夫 法 有 10,000千円 1809
0770-23-8125 〒914-0046 福井県敦賀市長沢１２－２－２

18-002896 柳原　巖 法 有 25,000千円 1801
0776-53-2661 〒910-0811 福井県福井市中藤新保町７－２８－２

18-009624 橋本　達郎 法 有 3,000千円 1803
0779-65-0150 〒912-0053 福井県大野市春日３丁目２０－１６

18-011372 土橋　淳一 法 無 10,000千円 1801
0776-63-5601 〒910-0017 福井県福井市文京１－２０－２４

18-006630 山田　良和 法 無 10,000千円 1810
0770-53-2490 〒917-0043 福井県小浜市西勢２６－１２－１

18-011076 五十嵐　由香 法 無 8,000千円 1801
0776-26-6060 〒918-8239 福井県福井市成和１－１７２１　名響社ビル２階

18-009450 細川　正博 法 無 6,000千円 1810
0770-52-5037 〒917-0082 福井県小浜市小浜津島９－２

00-000301 時岡　健介 法 有 35,000千円 1810
0770-77-0008 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１１７－２１－１

18-009754 時岡　賢 個 無 1810
0770-72-2433 〒919-2225 福井県大飯郡高浜町宮崎８８－１４－６

（株）東洋電設工事

具１
ＴｏｔａｌＬｉｆｅＪａｐａｎ（株）

建１内１
（株）ドーマン

建１鋼１
（株）トーヨーファシリート

建１管１鋼１内１
（株）ドオールハシトミ

管１
（株）刀口

土２と２舗２し２水２
（有）トーコーハシモト

電１
（有）東洋メンテナンス

管１機１
（株）東和

土２建２と２管１鋼２塗２園２
（有）堂脇鉄建

管１

建１大１屋１電１管１タ１鋼１内１
（有）とき

建１大１と１
（株）時岡組

土２建２大２と２屋２管２鋼２筋２舗２し２塗２防２内２園２具２水２解２
時岡設備
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-000936 時澤　豊明 法 無 10,000千円 1801

0776-59-1216 〒910-3114 福井県福井市剣大谷町４－６

18-010443 南部　康晴 法 有 30,000千円 1801
0776-23-5115 〒910-0015 福井県福井市二の宮２－２７－３１

18-011725 筒見　一貴 法 無 1,000千円 1809
050-1204-1654 〒914-0806 福井県敦賀市松原町６－１２

18-001414 徳山　竜一 法 無 20,000千円 1809
0770-45-1083 〒919-1331 福井県三方上中郡若狭町鳥浜４９－３８－１

18-009819 橋本　英朗 法 無 10,000千円 1805
0778-52-6584 〒916-0011 福井県鯖江市つつじヶ丘町５－２１

18-003243 五十嵐　貞夫 法 無 10,000千円 1801
0776-56-1029 〒910-0123 福井県福井市八重巻町１７－４７

18-007585 田中　敏夫 法 無 3,000千円 1801
0776-56-0310 〒910-0138 福井県福井市東森田４－４１９

18-010635 小北　義信 法 無 3,000千円 1806
0778-24-5768 〒915-0872 福井県越前市広瀬町８６－１－１７

00-015957 天谷　豪志 法 有 40,000千円 1801
0776-23-3355 〒910-0856 福井県福井市勝見３－１７－５

00-001492 酒井　薫 法 有 262,500千円 1801
0776-36-5520 〒918-8550 福井県福井市毛矢３－２－４

18-004277 長谷部　貢 法 無 15,000千円 1803
0779-66-0043 〒912-0022 福井県大野市陽明町３－１６１３

18-009529 刀祢　正義 個 無 1801
0776-36-1182 〒918-8056 福井県福井市若杉浜２－８０８

18-006288 刀祢　博雲 法 無 10,000千円 1801
0776-23-1112 〒910-0003 福井県福井市松本２－３４－８

機１
（株）徳山組

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
トコー（株）

土１と１鋼１塗１
（株）トシエ硝子

時澤建設（株）

建１大１と１内１
ときめきハウジング（株）

建２
（株）ＴＯＣＵＨＡ

園１
刀祢タイル（株）

タ１

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
轟産業（株）

電１管２機２消２
利根川鉄工（株）

建１鋼１
刀祢グリーン

ガ１
（有）トシオ工業

土１と１
（有）塗装キタ

塗１
轟建設（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007626 利根　秀秋 個 無 1802

0776-82-3308 〒913-0026 福井県坂井市三国町殿島２－３２－５

18-006816 刀祢　満 個 無 1807
0778-42-0594 〒915-0242 福井県越前市粟田部３７－６

18-009747 鳥羽　鈴男 法 無 3,000千円 1806
0778-47-8114 〒919-0225 福井県南条郡南越前町東谷１４－４４－２

18-009337 奥村　武龍 法 無 5,000千円 1801
0776-27-1351 〒910-0017 福井県福井市文京７－１９－１

18-010990 大石　実 法 無 200千円 1801
0776-28-2268 〒918-0016 福井県福井市大宮４－７－１０

18-011117 桑原　真也 法 無 5,000千円 1809
0770-20-0062 〒914-0805 福井県敦賀市鋳物師町１９－１２

18-010572 飛田　義孝 個 無 1808
0778-34-0320 〒916-0141 福井県丹生郡越前町西田中２－２１４

18-010454 飛永　孝 個 無 1810
0770-64-1127 〒919-1516 福井県三方上中郡若狭町山内５０－２０－２

18-009901 竹内　稔雄 法 有 3,000千円 1805
0778-29-0104 〒916-0005 福井県鯖江市杉本町１５－１２－１

18-008461 泊　正行 個 無 1810
0770-72-2166 〒919-2201 福井県大飯郡高浜町和田１２６－３７－１

18-006617 冨坂　正直 法 無 10,000千円 1801
0776-53-4029 〒910-0826 福井県福井市上中町２７－１６－４

18-000917 富田　信之 法 無 20,000千円 1803
0779-65-5550 〒912-0036 福井県大野市美川町１０－１

18-005969 富田　裕章 法 無 10,000千円 1801
0776-24-8084 〒910-0011 福井県福井市経田１－７０１

利根電気商会

電１
刀祢塗装社

建１大１
（有）鳶雄工業

建１と１鋼１解１
泊工務店

建１
（株）冨坂工業

と１
（株）鳶真

と１
飛田電気商会

電１
飛永建築

塗１防１
（有）鳥羽塗装工業

塗１
（有）鳶建設

と１
鳶工大石（株）

建１大１左１石１屋１管１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
（株）富田建設

土１と１石１
富田建設（株）

建１

175/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007579 冨田　賢一 法 有 10,000千円 1802

0776-67-2796 〒910-0374 福井県坂井市丸岡町北横地４６－４－１

18-007634 冨田　平治 法 無 5,000千円 1804
0779-88-0281 〒911-0804 福井県勝山市元町１－４－２８

18-006050 冨田　尚志 法 無 10,000千円 1801
0776-52-1747 〒918-8225 福井県福井市宮地町５４－２５

18-001000 酒井　孝 法 無 30,000千円 1805
0778-51-1321 〒916-0005 福井県鯖江市杉本町８１３

18-000696 富本　義男 法 無 10,000千円 1809
0770-21-2029 〒914-0035 福井県敦賀市山泉７５－９－１

18-011370 石垣　智史 法 無 1,000千円 1804
0779-87-2796 〒911-0817 福井県勝山市旭毛屋町１６０１－１

18-002213 下南　善昭 法 無 20,000千円 1809
0770-45-2085 〒919-1316 福井県三方上中郡若狭町井崎５３－３４

18-003819 友高　博之 法 無 5,000千円 1803
0779-66-3440 〒912-0051 福井県大野市日吉町５－１３

18-010360 中原　智良 法 無 500千円 1809
0770-25-3336 〒914-0121 福井県敦賀市野神４０－２３４－５

18-011349 小林　大輔 法 無 5,000千円 1801
0776-92-0747 〒910-0015 福井県福井市二の宮２－６－１３

18-006523 吉岡　正浩 個 無 1801
0776-33-0078 〒918-8026 福井県福井市渕２－８０５　ロイヤルシャトー一番館２０２

18-010437 友安　雅城 法 無 5,000千円 1803
0779-66-2475 〒912-0827 福井県大野市田野２０－９８

18-010710 江尻　直子 法 無 10,000千円 1801
0776-55-0980 〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町１２－２１

土２建１と２電１管１鋼２舗２し２塗２機１水２
（株）富本組

土１と１舗１
（株）巴カンパニー

と１解１
（株）ともえ屋

土１と１鋼１舗１
（有）トミタ塗装

と１塗１防１
（株）富田斫工業

と１解１
（株）トミックス

冨田工業（株）

建１と１

解１
友三工業

と１
（株）友安

土１建１左１と１鋼１塗１水１解１
（株）トモワークス

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
（有）友高室内装飾

内１
（株）ともなか電工

電１
（株）共成開発
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-002066 渡邉　宣矢 法 無 25,000千円 1801

0776-98-3838 〒910-3634 福井県福井市大森町９０－４

18-011586 豊岡　茂美 法 無 3,000千円 1802
0776-51-2690 〒919-0452 福井県坂井市春江町江留上本町３－１２

18-006707 豊岡　昭三 法 無 45,000千円 1802
0776-51-0166 〒919-0452 福井県坂井市春江町江留上本町３－１２

18-010470 豊岡　克巳 法 有 26,000千円 1801
0776-21-2003 〒910-0015 福井県福井市二の宮４－４３－２１

18-004546 豊岡　隆一 法 無 20,000千円 1802
0776-51-0827 〒919-0436 福井県坂井市春江町為国中区１３－７

18-005606 岡本　典子 法 無 22,000千円 1801
0776-28-6265 〒910-0857 福井県福井市豊島１－８－５

18-001847 豊島　高夫 法 無 20,000千円 1802
0776-66-5206 〒919-0512 福井県坂井市坂井町宮領５５－１

18-007587 豊島　浩行 法 無 3,000千円 1801
0776-61-1506 〒910-1135 福井県吉田郡永平寺町室１８－１１

18-000415 豊島　和彦 法 無 20,000千円 1801
0776-53-1245 〒910-0826 福井県福井市上中町５５－２－１

18-011480 山岸　久人 法 無 3,000千円 1809
0770-23-3650 〒914-0042 福井県敦賀市石ケ町７－１

18-010072 小林　勇二 法 無 10,000千円 1801
0776-63-6004 〒918-8134 福井県福井市下莇生田町３－１１７

18-011690 柴田　信誠 法 無 5,000千円 1809
0770-36-4397 〒914-0058 福井県敦賀市三島町３７－２０

18-011059 吉田　幸平 法 有 5,000千円 1810
0770-64-5923 〒917-0024 福井県小浜市和久里９－１－２５

（株）友和組

土２と２管２舗１機１園２水２解２
トヨオカ（株）

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
（株）豊岡組

電２消１
（株）トライボシステム

管１機１
（株）トラスト

と１
（株）ＴｒｕｓｔＴｈｒｅｅ

土１建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２
（株）豊島工務店

土２建２大１と１鋼１内１水１
（有）豊島設備

管１
（株）豊島電工

土２と２石２管１鋼２舗２し２水２解１
豊岡建工（株）

土２建２大２と２屋２タ２鋼２舗２塗２防２内２解２
（株）豊岡工務店

土２と２舗２水２
豊島建設（株）

土１と１鋼１舗１水１
（株）トラディス

土１と１舗１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008085 鳥居　大輔 法 無 5,000千円 1809

0770-45-2660 〒919-1314 福井県三方上中郡若狭町能登野５７－２１－１

18-009356 鳥山　豊志 個 無 1804
0779-87-2046 〒911-0817 福井県勝山市旭毛屋町３５０４

18-006402 大嶋　祐輔 法 無 5,000千円 1801
0776-22-2061 〒910-0033 福井県福井市三郎丸２－１５０２－８

18-004639 内藤　好信 個 無 1810
0770-52-1584 〒917-0065 福井県小浜市小浜住吉８６

18-005567 内藤　三郎 法 有 10,000千円 1801
0776-34-8395 〒918-8112 福井県福井市下馬３－９０１

18-010455 村上　直樹 個 無 1801
0776-97-6451 〒918-8017 福井県福井市下荒井町２－１０６

18-000853 山本　治和 法 無 20,000千円 1810
0770-57-1321 〒917-0223 福井県小浜市加茂１５－３９

18-007676 直　幸博 法 無 10,000千円 1802
0776-73-1277 〒919-0628 福井県あわら市大溝２－１３－３

18-007445 永井　利昌 法 無 6,000千円 1801
0776-37-1208 〒918-8073 福井県福井市安田町４－２８

18-011309 中井　康貴 法 有 5,000千円 1806
0778-23-2444 〒915-0846 福井県越前市千福町８６

18-006624 福田　明秀 法 無 10,000千円 1801
0776-59-1737 〒910-3113 福井県福井市江上町５８－８

18-004893 中川　剛 法 有 16,000千円 1802
0776-68-0073 〒910-0347 福井県坂井市丸岡町熊堂３－８－１－９

18-011185 中川　宏生 法 無 50千円 1801
0776-25-5947 〒910-0068 福井県福井市船橋新１丁目２４０２

石１タ１
ＮＡＯ企画

土１大１と１石１タ１鋼１筋１舗１し１塗１水１
（株）直組

土２建２と２石２管１鋼２舗２し２園１水２解２
ナオ建設（株）

建１大１屋１タ１内１
（有）内装大嶋

建１内１
ナイトウ工芸

内１具１
（株）内藤石材

（有）鳥居建築

建１
鳥山建築

建１と１鋼１
（株）ナカガワ

と１機１解１
（合）なかがわ

筋１

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
ナガイ造園（有）

園１
（株）中井総合建築

建１
中垣内鉄工建設（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010987 中川　祐次 法 無 5,000千円 1805

0778-52-1701 〒916-0042 福井県鯖江市新横江２－５－１８－４

18-011672 中川　勝之 個 無 1802
0776-76-8861 〒913-0017 福井県坂井市三国町竹松３－１４－２

18-007476 中川　宗之 法 無 20,000千円 1803
0779-66-0025 〒912-0023 福井県大野市中荒井町１－４０４

18-005417 中川　利城 個 無 1805
0778-65-2698 〒916-1231 福井県鯖江市金谷町１０－４－８

18-010761 仲倉　充長 法 有 8,000千円 1806
0778-21-1451 〒915-0857 福井県越前市四郎丸町４８－２－３

18-011154 中川　保男 個 無 1801
0776-87-2412 〒910-3384 福井県福井市長橋町８－９

18-010703 中塚　健太 法 無 3,000千円 1809
0770-24-1061 〒914-0146 福井県敦賀市金山６５－１１９

18-008483 中野　正雄 法 無 10,000千円 1809
0770-21-1215 〒914-0053 福井県敦賀市舞﨑町３－８８

18-000790 松田　五十六 法 有 21,000千円 1803
0779-78-2731 〒912-0205 福井県大野市朝日２６－３１－１

18-010234 長﨑　友邦 法 無 3,000千円 1809
0770-25-3993 〒914-0141 福井県敦賀市莇生野８６－７－１６

18-004132 中澤　武夫 法 有 5,000千円 1809
0770-25-7888 〒914-0135 福井県敦賀市長谷９－１－３

18-011146 上坂　輝信 法 有 44,825千円 1801
0776-21-2241 〒918-8566 福井県福井市問屋町２－１６

18-010141 中嶋　臣哉 法 無 10,000千円 1809
0770-47-6651 〒914-0146 福井県敦賀市金山３１－６－１０

建１
中川建築

建１大１屋１板１内１解１
（株）中川設備

土１建１管２機１水１消１
中川土建

（株）中川建築

防１
（有）中澤重機建設

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
中島管材鋼機（株）

土１と１管１水１
（株）中嶋機工

と１
（株）中工業

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１塗１機１
（株）長崎組

土２建２と２石２管１鋼２舗２塗２園１解２
（有）長崎コーポレーション

土１と１
（株）仲倉電設

電１
中建

と１
（株）中健工業

と１電１管１鋼１機１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-004300 仲嶌　直幸 法 無 8,000千円 1809

0770-32-0249 〒919-1137 福井県三方郡美浜町南市６－２－５

18-008440 中嶋　敏郎 法 無 5,000千円 1810
0770-72-0345 〒919-2206 福井県大飯郡高浜町上車持１１－４

18-008084 中島　福則 法 無 10,000千円 1810
0770-53-5030 〒917-0041 福井県小浜市青井１９－８－２３

18-008874 長島　伸次 法 無 5,000千円 1805
0778-54-0760 〒916-0022 福井県鯖江市水落町１－５－３３－１

18-005359 中嶋　賢一 法 有 5,000千円 1802
0776-82-6507 〒913-0025 福井県坂井市三国町川崎２３－１０－１

18-004767 中嶋　正光 法 有 10,000千円 1810
0770-72-0271 〒919-2207 福井県大飯郡高浜町馬居寺４－１

18-009118 中嶋　保 個 無 1802
0776-73-3435 〒919-0812 福井県あわら市柿原４０－９

18-007468 中島　正一 法 無 10,000千円 1809
0770-23-8995 〒914-0135 福井県敦賀市長谷６５－８８－１

18-006258 中庄司　尚範 法 無 3,000千円 1806
0778-23-0086 〒915-0872 福井県越前市広瀬町１３１－２０－２

18-010924 中條　嘉久 個 有 1806
0778-23-1788 〒915-0001 福井県越前市中新庄町４４－５９

18-006344 中條　義則 個 無 1806
0778-22-6613 〒915-0001 福井県越前市中新庄町４５－１４

18-011642 中田　雅敬 法 有 1,000千円 1801
0776-25-9160 〒918-8236 福井県福井市和田中１－１９１５－１

18-006555 中田　傑 法 無 3,000千円 1809
0770-25-4463 〒914-0135 福井県敦賀市長谷１０－１２－４

土１園１
中嶋電工

電１
（有）中島緑化事業

園１
（有）中庄機工

屋１板１
ナガシマ工業（株）

土１と１鋼１舗１塗１
（有）中嶋工務店

建１
（有）中嶋造園

（株）仲嶋組

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
（有）中嶋建設

土１
（株）中島建築板金

土１と１鋼１舗１し１水１解１
（有）中田興業

機１

機１
中條造園土木

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
中條塗装

塗１
（株）中田建材

180/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-002123 長田　博幸 法 有 20,000千円 1803

0779-64-1807 〒912-0416 福井県大野市開発１６－６

18-003395 長田　整治 法 有 8,000千円 1802
0776-66-7080 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄１８－２０－１

18-006443 前田　浩孝 法 無 3,000千円 1801
0776-23-4591 〒910-0022 福井県福井市花月２－９－１２

18-009660 中田　耕一 法 無 3,000千円 1804
0779-87-1190 〒911-0803 福井県勝山市旭町２丁目６－３９

18-005807 永田　恵三 法 無 5,000千円 1803
0779-65-5319 〒912-0085 福井県大野市新庄１４－６

18-010430 中地　啓文 法 無 3,000千円 1810
0770-72-5515 〒919-2373 福井県大飯郡高浜町小和田４７－９４

18-007892 中山　浩行 法 有 30,000千円 1802
0776-51-1666 〒919-0411 福井県坂井市春江町藤鷲塚３７－９

18-011373 中野　大輔 法 有 5,000千円 1810
0770-52-7715 〒917-0031 福井県小浜市谷田部２５－３－７

18-000425 中西　重則 法 無 10,000千円 1808
0778-36-1662 〒916-0226 福井県丹生郡越前町下山中７－１９

18-004391 中西　昭広 法 有 22,000千円 1809
0770-24-1147 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町２－２－２８

18-003598 牧野　信幸 法 有 30,000千円 1806
0778-25-6111 〒915-0801 福井県越前市家久町第９０号３４番地の１

18-001949 中西　昭雄 法 有 30,000千円 1806
0778-23-2233 〒915-0801 福井県越前市家久町６３－１１－１

18-009249 大西　幸治 法 有 8,000千円 1806
0778-23-5505 〒915-0057 福井県越前市矢船町１９－１－２

建１
（有）中田設備

管１
（有）中田電工

電１消１
（有）永田塗工

（株）長田工務店

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
長田材木（有）

土１建２大１と１内１解１
中西木材（株）

建１大１と１内１解１
中日本産業（有）

土１と１鋼１舗１水１

防１
（株）中西組

土１石１管１園１
（株）中西鋼機

土２と２石２鋼２舗２し２塗２機１水２
（株）中西工務店

建１塗１防１
（株）中地冷設

管１
（株）ナカテック

電１管２塗１機２
（株）ＮＡＫＡＴＯ
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009719 蜂谷　雄次 法 無 46,000千円 1806

0778-23-0505 〒915-0057 福井県越前市矢船町１９－１－２

18-000921 清水　秀治 法 無 10,000千円 1803
0779-66-2592 〒912-0021 福井県大野市中野町１－６－３

18-007765 中野　信二 法 無 10,000千円 1809
0770-23-3377 〒914-0821 福井県敦賀市櫛川５０－１－２

18-008244 三輪　泰之 法 無 3,000千円 1803
0779-65-7580 〒912-0021 福井県大野市中野２－１３－１

18-010284 中野　義一 法 無 10,000千円 1801
0776-37-3115 〒918-8024 福井県福井市舞屋町１－５－４

18-010829 長野　清人 法 無 500千円 1809
0770-36-4270 〒914-0125 福井県敦賀市若葉町２－４０６

18-008990 中野　哲雄 法 有 20,000千円 1801
0776-35-6160 〒918-8055 福井県福井市若杉２－１５２５

18-009732 中野　元憲 個 有 1806
0778-22-1161 〒915-0825 福井県越前市南１－１２－１７

18-002823 中野　幸恵 法 無 10,000千円 1801
0776-54-1517 〒910-0817 福井県福井市泉田町２６－８－１

18-006228 中野　修一 法 有 8,000千円 1802
0776-51-3979 〒919-0413 福井県坂井市春江町随応寺２１－４５－６

18-011627 仲野　正人 法 無 5,000千円 1801
0776-43-1912 〒918-8023 福井県福井市西谷２－５０２

18-010700 中野　信幸 法 無 3,000千円 1802
0776-66-4001 〒919-0503 福井県坂井市坂井町長屋４１－３０

18-011464 中林　誠 法 無 3,000千円 1809
0770-47-5215 〒914-0138 福井県敦賀市櫛林１９－４－１

中日本土木（株）

建２
中野製材所

建１
（有）中野造園

土１と１園１
（有）中野電機

土１
中野建設（株）

建１大１屋１タ１鋼１内１
長野工業（株）

管１機１
ナカノ住宅開発（株）

土２と２石２鋼２舗２水２解２
（株）ナカノ

建１
中野建設（株）

土１と１
（有）中野建設

大１

電１消１
ナカノバンキン（株）

屋１板１
中野冷機（有）

管１
（株）中林工業
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010065 中林　健也 個 無 1802

0776-82-4262 〒913-0032 福井県坂井市三国町山岸２２－４２－１７

18-008188 中広　久 法 有 20,000千円 1801
0776-27-4500 〒910-0006 福井県福井市中央２－２－２２

18-000312 石川　廣志 法 有 20,000千円 1803
0779-66-0006 〒912-0023 福井県大野市中荒井町１－４０４

18-004183 中川　輝夫 法 無 7,000千円 1809
0770-22-3446 〒914-0143 福井県敦賀市金山６８－１８－１

18-010040 中道　直樹 個 無 1801
0776-36-8065 〒918-8046 福井県福井市運動公園２－１８０５

18-007577 中村　雄浩 法 無 3,000千円 1804
0779-88-2627 〒911-0815 福井県勝山市下高嶋４－２－３

18-010064 中村　栄次 法 無 2,500千円 1801
0776-35-6086 〒918-8052 福井県福井市明里町６－５

18-005926 中村　和裕 法 有 10,000千円 1801
0776-22-4865 〒910-0015 福井県福井市二の宮５－１２－１０

18-000999 中村　浩二 法 無 3,000千円 1810
0770-67-2061 〒917-0382 福井県大飯郡おおい町名田庄久坂２４－２－１

18-011703 中村　匡彰 法 有 3,000千円 1809
0770-22-8096 〒914-0146 福井県敦賀市金山６５－１４１

18-001823 中村　愼吾 法 無 20,000千円 1805
0778-52-1230 〒916-0022 福井県鯖江市水落町２－１５－２２

18-007915 中村　昌嗣 法 無 8,000千円 1803
0779-65-7127 〒912-0017 福井県大野市東中野１－１３０４

18-000209 中村　諭 法 無 22,000千円 1803
0779-67-1530 〒912-0139 福井県大野市不動堂４５－１

土１と１電２管１通１消１
（有）ナカポン

土１管１井１水１
中道工業

と１機１解１
（有）ナカムラ

中林設備

土１と１管１舗１
（株）中広地所

建２
（株）中保屋電気商会

土１建１大１と１屋１タ１内１
（有）中村産業

土１と１

土１と１管１舗１園１解１
中村建設（株）

土１
中村建設工業（株）

土１建２と１屋１鋼１解１
（有）中村工務店

塗１防１
（株）中村

左１
（株）中村加工所

ガ１具１
（有）中村組
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-003602 中村　武史 法 有 10,000千円 1809

0770-25-0135 〒914-0056 福井県敦賀市津内１－７－６

18-001935 中村　幸介 法 無 10,000千円 1801
0776-54-2383 〒910-0833 福井県福井市新保２－８１５

18-011709 中村　高則 法 無 3,000千円 1802
0776-76-3500 〒910-0367 福井県坂井市丸岡町羽崎１２－７－４

18-011489 中村　幹夫 法 無 10,000千円 1809
0770-22-1960 〒914-0065 福井県敦賀市松栄町４－２

18-006941 飛山　守 法 無 3,000千円 1806
0778-22-0966 〒915-0057 福井県越前市矢船町１－２－１

18-007197 永森　幹朗 法 有 30,000千円 1801
0776-52-0007 〒918-8203 福井県福井市上北野１－７－７

18-007542 中屋　幸夫 個 無 1806
0778-24-3403 〒915-0872 福井県越前市広瀬町１５５－１－５

18-007192 岡本　宏和 法 無 5,000千円 1801
0776-23-4098 〒910-0856 福井県福井市勝見３－６－２８

18-010296 中山　晃 法 有 10,000千円 1802
0776-51-3800 〒919-0477 福井県坂井市春江町田端３６－６

18-011363 永山　堅介 個 無 1801
0776-53-2289 〒918-8201 福井県福井市福井市南四ツ居町１－１０３

18-007143 中山　政幸 法 無 3,000千円 1801
0776-98-3876 〒910-3608 福井県福井市三留町７２－６

18-002688 中山　勝裕 法 有 10,000千円 1809
0770-25-2828 〒914-0121 福井県敦賀市野神４０－２４８－２

18-008915 中山　誠一 個 有 1801
0776-35-4470 〒918-8007 福井県福井市足羽４－１８－１５

（株）中村住設

土１管１機１水１消１
（株）中村正

建１
中山機工（株）

建１管１機１
永山建築

大１
（有）中山工業

建１
永森建設（株）

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
中屋建設

建１
（有）中弥住建

土１と１
（株）中村商会

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
（株）中村石材

石１
（有）中村鉄工

筋１
（有）中山造園

土１園１
中山土木

土１と１

184/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009995 中山　重市 個 無 1806

0778-22-4353 〒915-0884 福井県越前市大虫本町８－３３

18-010018 中村　雄二 法 無 3,000千円 1801
0776-63-5538 〒910-0837 福井県福井市高柳３－４７０６

18-007068 永井　和廣 法 無 3,000千円 1802
0776-73-5777 〒919-0621 福井県あわら市市姫３－１９－１７

18-010815 辻岡　一臣 法 有 9,000千円 1805
0778-42-5950 〒916-0061 福井県鯖江市平井町２１－８－８

18-011475 石橋　龍一 法 無 3,000千円 1804
0779-88-1011 〒911-0034 福井県勝山市滝波町２－３０５

18-011127 佐藤　伸一 個 無 1801
0776-33-7538 〒918-8046 福井県福井市運動公園４－７０５

18-010204 坂井　努 法 無 3,000千円 1805
0778-52-5507 〒916-1102 福井県鯖江市大野町３０－１３－１

18-009155 海道　和男 法 有 45,000千円 1801
0776-83-1185 〒910-3145 福井県福井市串野町８－２０

18-008533 棗　英雄 法 無 3,500千円 1801
0776-34-0197 〒918-8016 福井県福井市江端町３－６－５

18-008853 奥山　克巳 法 無 5,000千円 1809
0770-23-7280 〒914-0062 福井県敦賀市相生町４－３

18-007571 小坂　輝雄 法 有 10,000千円 1809
0770-23-4260 〒914-0801 福井県敦賀市松島町２－７－２５

18-004635 新道　謙二 法 無 10,000千円 1801
0776-83-1036 〒910-3142 福井県福井市波寄町３７－８２

18-009443 名村　正俊 法 無 3,000千円 1801
0776-36-2076 〒918-8104 福井県福井市板垣３丁目１４５

内１具１
（株）なごみ建築

建１大１屋１タ１内１
なごみハウス

建１
（株）ナチュレホーム

園１
（有）なかゆう造園土木

土１と１園１
（有）永吉電工

電１
（有）名倉工芸

中山農園

電１

内１
（株）ナミ潜水社

土１と１石１鋼１舗１し１水１
波寄造園土木（株）

土１建１と１舗１園１解１
（有）名村電気

建１大１屋１タ１内１
ナック・ケイ・エス（株）

土１と１管１鋼１水１
（有）棗電設

電１
（有）浪花テント装飾
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010601 行方　一典 法 無 5,000千円 1810

0770-64-5910 〒917-0097 福井県小浜市堀屋敷５－１２

18-006506 納谷　政信 個 無 1809
0770-23-7099 〒914-0011 福井県敦賀市深山寺１６－１４

18-003741 成田　辰夫 法 無 10,000千円 1806
0778-24-1661 〒915-0801 福井県越前市家久町５６－１１－１

18-009625 成本　信之 法 有 3,000千円 1801
0776-98-5991 〒910-3633 福井県福井市上天下町２２－９３

18-010970 鳴尾　善生 個 無 1802
0776-66-1798 〒910-0236 福井県坂井市丸岡町本町２－１８

18-009699 筧　益美 法 無 1,000千円 1802
0776-63-5881 〒910-0331 福井県坂井市丸岡町上久米田２９－１２－３

18-010228 成瀬　廣信 法 有 500千円 1810
0770-56-2225 〒917-0241 福井県小浜市竜前１２－３３－２

18-006086 成瀬　善彦 法 無 10,000千円 1810
0770-56-0225 〒917-0231 福井県小浜市国分４９－４

18-010457 鳴戸　輝明 個 無 1810
0770-72-1457 〒919-2225 福井県大飯郡高浜町宮崎５０－４－１

18-010076 鳴海　勉 個 無 1806
0778-24-0064 〒915-0843 福井県越前市月見町１１２

18-011667 久保　直樹 法 無 20,000千円 1809
0770-32-0114 〒919-1144 福井県三方郡美浜町新庄７９－２－３

18-009858 津川　＊三 法 有 49,800千円 1806
0778-21-2592 〒915-0877 福井県越前市春日野町７０－６

18-001466 坂川　正俊 法 有 45,000千円 1806
0778-22-2393 〒915-0856 福井県越前市中平吹３０－９－１１

行方建設（株）

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
納谷電気工事

電１
（株）成田鉄工所

建１
鳴海建築

建１大１
（合）なをき商會

土１と１管１鋼１機１
（有）南越クリーンシステム

土１と１舗１解１
（株）成瀬

土１と１筋１
（有）成瀬鉄筋

土１建１と１筋１
鳴戸建築

建１鋼１
成本工業（有）

土１建１と１
鳴尾畳店

内１
（株）ナルカ建設

土１と１解１
南越建設工業（株）

土２建２と１管１舗１園１水１解１

186/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-002832 山口　勝美 法 無 20,000千円 1806

0778-23-9780 〒915-0856 福井県越前市中平吹町３１－９

18-007364 南田　昌宏 法 無 3,000千円 1805
0778-51-9219 〒916-1105 福井県鯖江市吉谷町５－１９

18-009757 谷﨑　信雄 法 有 125,371千円 1806
0778-45-0367 〒919-0131 福井県南条郡南越前町今庄２－１８－１

18-001664 谷﨑　雄一 法 有 10,000千円 1806
0778-47-2141 〒919-0204 福井県南条郡南越前町上野２０－１６

18-005342 笛吹　裕章 法 無 5,000千円 1801
0776-98-4532 〒910-3611 福井県福井市片山２１－６３

18-009050 南部　鉄男 法 無 20,000千円 1801
0776-64-3188 〒910-1302 福井県吉田郡永平寺町市荒川１８－４１－１

18-007495 南部　清正 法 無 10,000千円 1801
0776-64-2700 〒910-1313 福井県吉田郡永平寺町石上１４－３

18-001181 南部　美恵子 法 無 30,000千円 1803
0779-66-5367 〒912-0041 福井県大野市菖蒲池７－９－１

18-007604 南部　市右衛門 法 有 3,000千円 1805
0778-65-1015 〒916-1114 福井県鯖江市磯部町１９－２－２

18-010666 丹尾　公嗣 法 無 3,000千円 1802
0776-76-0774 〒919-0483 福井県坂井市春江町石塚３３－８５－４

18-009599 丹尾　実紀也 法 有 3,000千円 1801
0776-23-2110 〒910-0023 福井県福井市順化１－２４－８

18-008576 橋本　良彦 法 無 20,000千円 1809
0770-21-3888 〒914-0056 福井県敦賀市津内町３－２－１

18-000587 西尾　正喜 法 無 20,000千円 1803
0779-65-4600 〒912-0425 福井県大野市平沢領家１２－４１－２

土１と１舗１園１
南鉄興業（株）

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１園１水１解１
（株）南部製作所

板１
南部鉄工（株）

電１管１
南条郡森林組合

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
南条木材（株）

土１建１
（有）南清建設

南越道路（株）

土１と１石１鋼１舗２し１塗１水１
（有）南光設備

建１
二光技建（株）

土２と２鋼２舗２水１解２
西尾建設工業（株）

土２建２と２管１鋼２舗２し２水２解２

土２と２鋼２
（有）南部木材

建１
（株）丹尾興業

と１
丹尾デザイン事務所（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-006442 西尾　康治 法 無 10,000千円 1801

0776-41-1352 〒919-0322 福井県福井市上河北町１８－４３

18-002560 西川　正治 法 無 10,000千円 1801
0776-35-0297 〒918-8111 福井県福井市馬垣町２－５１３

18-007837 西川　耕三 法 有 10,000千円 1801
0776-26-1313 〒918-8231 福井県福井市問屋２－５６

18-008480 西川　幸雄 個 無 1803
0779-64-1820 〒912-0424 福井県大野市今井１２－１２

18-005523 柿花　実 法 無 10,000千円 1809
0770-24-1097 〒914-0134 福井県敦賀市山７０－４－２

18-005065 西川　宝作 法 有 10,000千円 1803
0779-65-3338 〒912-0012 福井県大野市横枕１－１１－２５

18-011277 西川　晃治 法 無 5,000千円 1802
0776-51-9339 〒919-0479 福井県坂井市春江町高江２１－１１

18-010198 西川　蔵 法 有 5,000千円 1801
0776-24-0797 〒910-0018 福井県福井市田原２－１－５

18-006038 西川　正幸 法 無 5,000千円 1802
0776-73-2023 〒919-0632 福井県あわら市春宮２－７－１２

18-001054 西川　政弘 法 無 45,000千円 1801
0776-23-1800 〒910-0854 福井県福井市御幸３－４－８

18-007740 西川　正己 法 無 20,000千円 1802
0776-51-1737 〒919-0443 福井県坂井市春江町正蓮花４－１７－１

18-008921 西口　信康 法 無 20,000千円 1801
0776-61-3507 〒910-1111 福井県吉田郡永平寺町松岡志比堺３－１７－１

18-011061 西川　勝栄 個 有 1803
0779-64-5803 〒912-0085 福井県大野市新庄２５－１８－１

管１
西川ガス圧接（株）

筋１
（株）西川建材

左１石１タ１塗１防１内１
西川建築

（株）ニシオ設備工業

土２と２石２電２鋼２舗２塗２通２水２
（株）西川土木

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２
（有）西口建設

土２と２石２管１鋼２舗２し２園１水２解２
西晃

建１大１屋１タ１鋼１内１
西川調査技術（株）

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
（有）西川電気

電１
西川電業（株）

建１
（株）西川工業

と１機１
（有）西川工務店

建１と１
（株）西川工務店

建１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007219 西澤　真粧美 法 有 10,000千円 1805

0776-52-7700 〒916-0037 福井県鯖江市上河端町４１－１３－５

18-003504 西島　和之 法 有 10,000千円 1802
0776-73-0150 〒919-0621 福井県あわら市市姫５－６－３３

18-007701 長谷川　啓治 法 有 10,000千円 1802
0776-82-7600 〒913-0048 福井県坂井市三国町緑ケ丘４－１５－３５

18-006576 西田　浩樹 法 有 10,000千円 1802
0776-67-0567 〒919-0504 福井県坂井市坂井町御油田２－５２－１

00-013942 西田　康蔵 法 無 30,000千円 1801
0776-26-3609 〒910-0016 福井県福井市大宮２－２６－３５

18-006372 西田　重義 法 無 10,000千円 1802
0776-51-2006 〒919-0476 福井県坂井市春江町針原１７－１３－１

18-000887 清水　豊 法 有 20,000千円 1808
0778-34-0105 〒916-0141 福井県丹生郡越前町西田中１８－６

18-010769 西谷　一秀 法 無 1,000千円 1801
0776-63-6579 〒918-8239 福井県福井市成和１－２０６－３１

18-001710 西出　智也 法 無 30,000千円 1804
0779-88-0983 〒911-0014 福井県勝山市野向町聖丸１６－３－１

18-001891 西出　明史 法 有 20,000千円 1801
07776-37-1127 〒918-8078 福井県福井市更毛町１１－２２

18-008082 西出　義仁 法 無 3,000千円 1802
0776-67-4000 〒919-0225 福井県坂井市丸岡町松川１－１１６

18-008786 山﨑　正利 法 無 50,000千円 1803
0779-66-1251 〒912-0036 福井県大野市美川町２番１６号

18-009874 西野　裕行 個 無 1801
0776-54-8852 〒910-0845 福井県福井市志比口２－１６－３

と１石１タ１舗１
西田中建設（株）

土１建１と１舗１
（株）西谷重工

と１機１
西出建設（株）

建１
（株）西田建設

建１鋼１塗１内１
西田建設（株）

建２と２解２
西田工業（株）

（株）ニシザワハウジング

土１建１管１
西島木材（株）

建１
（株）西陣

土１と１石１電１鋼１舗１し１通２水１
西野建築

建１大１

土２建１大１と２石２屋１タ１鋼２舗２し２塗２内１園２水２解２
（株）ニシデ・コンストラクション

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２
（有）西出ペイント

建１塗１
（株）西日本開発
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-000104 久池　定光 法 有 20,000千円 1810

0770-62-1234 〒919-1536 福井県三方上中郡若狭町三宅８０－３２

18-002008 西野　義朗 法 有 10,000千円 1805
0778-62-1740 〒916-0071 福井県鯖江市持明寺町５－１１－１

18-001790 西野　肇 個 無 1809
0770-32-0497 〒919-1142 福井県三方郡美浜町興道寺４０－４９

18-004153 西野　裕城 法 有 20,000千円 1810
0770-62-1600 〒919-1531 福井県三方上中郡若狭町新道６５－２６

18-001174 西端　浩之 法 無 40,000千円 1802
0776-82-5050 〒913-0045 福井県坂井市三国町南本町１－１－１２

18-008385 西畑　要 個 無 1802
0776-66-6504 〒910-0234 福井県坂井市丸岡町今市１５－１０

18-008326 西端　元 法 無 3,000千円 1801
0776-22-2581 〒910-0001 福井県福井市大願寺１－７－８

18-009525 西幅　照男 法 無 3,000千円 1809
0770-23-4450 〒914-0135 福井県敦賀市長谷８－２－１

00-008574 西村　治 法 有 30,000千円 1801
0776-63-2155 〒910-1295 福井県吉田郡永平寺町下浄法寺２－８

18-002051 藤田　正広 法 無 20,000千円 1801
0776-56-2822 〒910-0122 福井県福井市石盛町８１６

18-009783 西村　琢磨 法 無 10,000千円 1801
0776-38-0022 〒918-8173 福井県福井市下江尻町２１－１３－３

18-009266 西村　治 法 有 10,000千円 1801
0776-63-3120 〒910-1216 福井県吉田郡永平寺町光明寺４１－４

18-011513 西村　康太 個 無 1810
0770-52-3282 〒917-0076 福井県小浜市湯岡１２－１２

建１
西野左官工業所

左１
（株）西野土木

土２と１
（株）西端組

（株）西野工務店

土２建２と２管１解２
（株）西野工務店

鋼１
（株）西村砂利工業

土１と１舗１水１
西村住建

建１

建１大１屋１
（株）西村組

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園２具２水２解２
西村建設（株）

土２と２舗２
（株）西村合金工業所

土２と２石２鋼２舗２し２水２
西畑建築

建１屋１内１
（有）西端ブロック

タ１
（有）ニシハバ建築
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-000496 西村　彰朗 法 有 20,000千円 1801

0776-27-2280 〒910-0001 福井県福井市大願寺３－７－１

18-010359 向　邦弘 法 無 5,000千円 1801
0776-89-1348 〒918-8134 福井県福井市下莇生田町２９－１－３０

18-010914 西本　貞二 個 無 1801
0776-53-5182 〒910-0826 福井県福井市上中町２８－１－７

18-009686 西山　忠良 法 無 3,000千円 1802
0776-73-3753 〒919-0621 福井県あわら市市姫３－２１－８

18-004795 西山　甚三 個 無 1804
0779-88-1067 〒911-0032 福井県勝山市芳野町１－６－１７

18-010021 鳥羽　学 法 有 50,000千円 1809
0770-25-2741 〒914-0079 福井県敦賀市港町８－１

18-010671 立川　英臣 法 有 8,000千円 1809
0770-21-6082 〒914-0121 福井県敦賀市野神１５－８－１

18-010745 杉山　智昭 法 有 10,000千円 1809
0770-21-2500 〒914-0811 福井県敦賀市中央町１－１０－１１

18-011655 谷岡　武彦 個 無 1802
0776-65-3865 〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所２９－１６－１８

18-010530 辻広　光男 法 有 40,000千円 1801
0776-35-3110 〒918-8025 福井県福井市江守中町８－１８

18-010093 藤野　晴隆 法 無 3,000千円 1805
0778-42-8010 〒916-0037 福井県鯖江市上河端町６８－２－１６

18-004704 筧　和敬 法 有 20,000千円 1801
0776-21-8800 〒910-0026 福井県福井市光陽１－６－１０

18-010773 山本　正直 法 無 3,000千円 1809
0770-22-8742 〒914-0131 福井県敦賀市公文名５６－５－８

（有）西村電機商会

電１
（株）日建開発

土１建１と１舗１
日建開発土木

土１と１石１鋼１舗１し１水１
日広開発（株）

土１と１石１鋼１舗１し１水１
西山工務店

建１
日動海運（株）

土２と２
ニチメエンジニアリング（株）

電２
（株）西村土木

土１と１舗１
にしもと木工

具１
（有）西山工業

電１

土２と２舗２
日康建設（株）

土１建１
日光産業（株）

土２建２と２管２鋼２舗２塗２防２機１園２水２解２
（有）日光電気
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-001813 尾前　和弥 法 無 20,000千円 1801

076-21-3161 〒910-0015 福井県福井市二の宮３－３５－２

18-010929 木戸　誠 法 無 25,000千円 1801
0776-21-2619 〒910-0022 福井県福井市花月４－１－２

18-007363 浦島　英志 法 無 3,000千円 1801
0776-55-0688 〒910-0122 福井県福井市石盛町１０１９

18-008324 時岡　良樹 法 無 10,000千円 1810
0770-77-2136 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１５７－１０－２

18-009387 竹内　けい子 法 無 10,000千円 1801
0776-26-6940 〒910-0033 福井県福井市三郎丸２ー２０１６－１

18-005683 田中　秀和 法 無 3,000千円 1806
0778-23-5810 〒915-0852 福井県越前市松森町１０－５－１

18-002374 坪田　泰敏 法 無 20,000千円 1801
0776-26-3230 〒910-0017 福井県福井市文京６－１５－２８

18-009788 木水　博 法 有 20,000千円 1805
0778-54-7171 〒916-0055 福井県鯖江市上鯖江１－１０－１２

18-004745 岡戸　勇 個 有 1801
0776-27-1888 〒918-8237 福井県福井市和田東１－２４０５

18-009203 森下　重治 法 有 10,000千円 1803
0779-66-2815 〒912-0027 福井県大野市新町２－５

18-010624 鰐渕　光輝 法 無 5,000千円 1802
0776-51-6360 〒919-0445 福井県坂井市春江町中筋高田４９

18-007922 坪田　秀雄 法 有 20,000千円 1802
0776-82-2225 〒913-0045 福井県坂井市三国町南本町３－３－２３

18-011030 藤本　外史 法 無 10,000千円 1801
0776-21-3727 〒910-0016 福井県福井市大宮２－２－２９

管１
日新工機（株）

と１管１鋼１塗１機１
（有）日新テクノス

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（有）日新鉄工所

日興電機（株）

電２通１
日昭建設（株）

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
（有）日商ボイラー工業

土１と１舗１し１水１解１
日藤建設（株）

建１

土１建１園１
日通プロパン住設（株）

建１大１屋１管１タ１内１機１水１消１
（株）ニッテ住宅

建１大１屋１タ１内１
日東開発（株）

鋼１
（株）日新電工

電２通１消１
（株）日世

土１建１管１鋼２機１園１水１解１
日宅建設
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009951 山本　浩司 個 無 1801

0776-21-3920 〒910-0002 福井県福井市町屋１－５－２６

18-001806 田中　建作 法 有 21,000千円 1809
0770-22-3000 〒914-0802 福井県敦賀市呉竹町１－３８－５

00-000231 有馬　浩史 法 有 100,000千円 1809
0770-22-1400 〒914-0027 福井県敦賀市若泉町３

18-011718 上野　謙一 法 有 10,000千円 1809
0770-20-1248 〒914-0027 福井県敦賀市若泉町３

18-011666 遊亀　穣二 法 無 1,000千円 1806
0778-42-7133 〒915-0887 福井県越前市下四目町６－９－４

18-011618 海道　直人 法 有 30,000千円 1801
0776-59-1166 〒910-3113 福井県福井市江上町５０－１９

18-010356 長手　良介 法 有 50,000千円 1810
0770-76-1111 〒919-2361 福井県大飯郡高浜町音海７９－１

18-007635 中山　浩行 法 有 10,000千円 1802
0776-51-5550 〒919-0411 福井県坂井市春江町藤鷲塚３７－９

18-010894 有賀　丈博 法 無 20,000千円 1801
0776-98-2133 〒910-3603 福井県福井市片粕町２７－８－１

18-010379 清水　三四郎 法 有 10,000千円 1805
0778-53-0399 〒916-0028 福井県鯖江市小黒町３－１－８

18-010659 荒崎　壽意 法 有 3,000千円 1802
0776-75-1088 〒919-0805 福井県あわら市滝２２－１０

00-023278 村上　智昭 法 無 10,000千円 1809
0770-21-0095 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町２－１０－２　スカイレジデンス１Ｆ

00-025203 野坂　信嘉 法 有 497,150千円 1801
0776-30-1800 〒910-0006 福井県福井市中央３－５－２１

日東工業

管１
日東電気（株）

管１
日本海電機（株）

電１
日本開発（株）

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
（株）日本海ラス

と１
日本エフ・アール・ピー（株）

土１と１鋼１
日本海港運（株）

と１
日本海産業（株）

電２通１消１
（株）日本ピーエス

土２建２と２鋼２舗２園２水２解２
（株）日本ピーエステクノロジーズ

土１と１解１
Ｎｉｆｔｙ　Ｗｏｒｋｓ（株）

大１
日本クリエート（株）

と１解１
日本システムバンク（株）

土１建１と１舗１機１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-004923 十河　元太郎 法 有 20,000千円 1801

0776-97-9130 〒910-0024 福井県福井市照手１－２－１５

18-005473 内藤　伸平 法 有 26,000千円 1801
0776-41-3725 〒910-2166 福井県福井市小路町４字下円堂１２－１

18-009988 田中　由浩 法 有 50,000千円 1801
0776-34-1555 〒918-8188 福井県福井市三尾野町２９－２－２９

18-001302 黒川　栄一 法 有 20,000千円 1801
0776-98-5017 〒910-3613 福井県福井市甑谷４４－１

18-009093 牧野　惠子 法 有 20,000千円 1805
0778-53-0250 〒916-0033 福井県鯖江市中野町１７４－１－２

18-008601 佐々木　敬三 法 有 3,000千円 1808
0778-36-2200 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田７－１６－１

18-010498 石橋　直之 法 無 3,000千円 1809
0770-23-1553 〒914-0123 福井県敦賀市和久野３０－１７

18-007322 丹羽　栄恭 法 有 10,000千円 1808
0778-34-0272 〒916-0133 福井県丹生郡越前町気比庄５０－３１

18-000093 丹羽　健太 法 有 80,000千円 1805
0778-52-8988 〒916-0082 福井県鯖江市石田中町７－１

18-008478 丹羽　英壽 法 無 3,000千円 1801
0776-23-2718 〒910-0018 福井県福井市田原２－２８－４

18-007934 布川　幹雄 法 無 6,000千円 1806
0778-47-2832 〒919-0223 福井県南条郡南越前町東大道３５－２１

18-011205 鈴木　謙太郎 個 有 1801
0776-24-4867 〒910-0017 福井県福井市文京６－６－２６

18-010451 天野　悠 法 無 10,000千円 1809
0770-47-6440 〒914-0146 福井県敦賀市金山８９－３－６

土２と２管２舗２機１水２
ニュー・ソイル（株）

土１
（有）ニューチップ

土１建１と１鋼１水１解１
（株）ＮＹＵＴＥＣ

電１通２消１
ニホン・ドレン（株）

土１と１
（株）ニホンパッケージ

機１
丹生建設工業（株）

日本通信特機（株）

と１

電１管１
布川電気設備（有）

電１管１水１
ＮＥＸＵＳ

建１大１屋１タ１内１
（株）Ｎｅｘｓｔ

電１
（有）丹羽かじや

土１建１と１管１鋼１舗１水１
丹羽建設鋼業（株）

土２建２大１左１と１石１屋１タ１鋼２筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１具１水１解１
（有）丹羽設備
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010616 喜多　寿代 法 有 3,000千円 1809

0770-23-3134 〒914-0823 福井県敦賀市沓見１２３－１４－１０

18-011272 西川　顕司 法 無 2,000千円 1801
0776-50-2672 〒918-8231 福井県福井市問屋町３－３１１

18-009459 黒川　秀晶 法 無 3,000千円 1801
0776-34-5426 〒918-8056 福井県福井市若杉浜２－４０３

18-009745 宮川　孝則 法 有 10,000千円 1801
0776-24-2411 〒918-8231 福井県福井市問屋町２－９

18-010220 根守　憲 法 無 10,000千円 1801
0776-22-4361 〒910-0003 福井県福井市松本３－１０－１２

18-011623 高島　顕二 法 有 10,000千円 1809
0770-23-3222 〒914-0058 福井県敦賀市三島３３－１７－１

18-010791 岩佐　修一 法 有 10,000千円 1801
0776-27-2103 〒910-0854 福井県福井市御幸２丁目１８－１８

18-010213 野坂　俊三郎 個 無 1802
0776-43-1578 〒910-0246 福井県坂井市丸岡町西瓜屋７－５

18-002771 小林　直樹 法 有 30,000千円 1801
0776-52-0484 〒910-0823 福井県福井市重立町１４－３６

18-000727 大谷　和義 法 無 20,000千円 1806
0778-45-1181 〒919-0132 福井県南条郡南越前町南今庄５９－１０１

18-002366 野路　精一 法 無 8,000千円 1801
0776-54-1251 〒910-0816 福井県福井市中ノ郷町２１－１１－５

18-009820 野尻　伸雄 法 無 3,000千円 1801
0776-53-2489 〒910-0807 福井県福井市高木北１－１１１５－１

18-008492 野尻　和夫 法 有 5,000千円 1803
0779-65-3789 〒912-0014 福井県大野市中保１５－１０８－６

（有）ネクストＫ

建１
ＮｅｘｔＳｔｅｐ（株）

電１通１
（有）ネッキー

管１鋼１機１
（株）野崎工務店

土２建２と２鋼２舗２機１解２
（有）野路工務店

土１建１と１舗１
野尻工業（株）

建１塗１
ノーク・ホームズ（株）

建１
のさか建築

建１
（株）ノサカテック

管１
（株）ネットアイシー

電１通１消１
（株）根守美装

塗１
（株）ＮＯＩＳＹ

屋１板１
（株）野尻重機

土１と１解１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-006856 野田　義信 法 無 10,000千円 1801

0776-56-2633 〒910-0124 福井県福井市天池町３３－５７

18-006947 野田　泰弘 法 有 32,000千円 1801
0776-55-0121 〒910-0103 福井県福井市中角町７－１２

18-010996 野田　義弘 法 有 3,000千円 1805
0778-62-1711 〒916-0064 福井県鯖江市下司町２－１０

18-010938 野原　徳範 法 有 3,000千円 1802
0776-51-2899 〒919-0422 福井県坂井市春江町沖布目３７－７－５

18-004412 野原　宏和 法 無 3,000千円 1802
0776-51-3557 〒919-0412 福井県坂井市春江町江留中３９－１－１

18-010394 吉田　勝二 法 有 10,000千円 1801
0776-97-8465 〒910-0028 福井県福井市学園２－６－１０

18-009513 川島　政実 法 無 3,000千円 1809
0770-45-2101 〒919-1316 福井県三方上中郡若狭町井崎５０－３７－１

18-006522 野村　英次郎 法 無 3,000千円 1802
0776-51-0130 〒919-0473 福井県坂井市春江町本堂２２－９－１１

18-009579 野村　孝雄 個 無 1806
0778-29-2162 〒915-1223 福井県越前市中津原町３７－１５－１

00-007695 野村　達生 法 有 32,000千円 1801
0776-22-1788 〒910-0028 福井県福井市学園２－６－１０

18-011612 安間　税子 法 有 100千円 1803
0779-66-3493 〒912-0087 福井県大野市城町２－１

18-006193 河端　昇 法 無 10,000千円 1801
0776-38-0789 〒918-8016 福井県福井市江端町１１－３

18-009323 濱野　良平 法 無 3,000千円 1809
0770-22-1007 〒914-0806 福井県敦賀市松原町２２－１－２

管１
（株）ノムラ

塗１
（有）野村工業

と１電１管１
（有）ノムラ工務店

電１機１
（有）野田屋

内１
野原商事（有）

機１
（有）野原ダクト工業所

野田建築（株）

建１
（株）野田電機

土１建１大１と１タ１鋼１筋１水１
（株）ハートエンジニア

土１と１
（有）ハート工房

建１大１屋１電１タ１内１

建１大１
野村塗装

塗１
（株）野村塗装店

建２と１鋼１塗２防１
（合）Ｈａｒｔｓ
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-003995 野端　一巳 法 有 20,000千円 1801

0776-53-2324 〒910-0804 福井県福井市高木中央２－２６０８

18-011508 高木　一幸 法 無 1,000千円 1802
0776-75-2713 〒919-0805 福井県あわら市滝１１－１３－３

00-026634 森川　直之 法 有 10,000千円 1801
0776-34-7004 〒918-8054 福井県福井市加茂河原町２０－２５－４

18-010755 大坂　善春 法 無 50,000千円 1801
0776-23-4395 〒910-0015 福井県福井市二の宮２－２８－３１

18-009165 倉谷　薫 法 無 20,000千円 1810
0770-53-4380 〒917-0045 福井県小浜市加斗８０－２０－１

18-007044 牛若　正夫 法 無 10,000千円 1801
0776-33-0011 〒918-8055 福井県福井市若杉２－２０８

18-007886 齋藤　修 法 有 3,000千円 1805
0778-51-8270 〒916-0054 福井県鯖江市舟津町１－２－９

18-010787 紺井　正良 法 無 3,000千円 1801
0776-53-6161 〒910-0841 福井県福井市開発町５－９－２

18-004017 家　春男 法 無 10,000千円 1801
0776-23-4447 〒918-8238 福井県福井市和田２－８１６

18-011133 ＊浦　典之 法 無 5,000千円 1805
0778-29-1773 〒916-0057 福井県鯖江市有定町３－２－２４

18-011686 上中　善春 個 無 1810
0770-67-2513 〒917-0364 福井県大飯郡おおい町名田庄虫鹿野１０－２０

18-011425 岸名　大輔 法 有 3,000千円 1801
0776-97-5924 〒910-0836 福井県福井市大和田２－２０２　ｏｐｍビル２０６

18-004092 萩野　貴之 法 無 10,000千円 1801
0776-36-6856 〒918-8055 福井県福井市若杉町１１－５－５

管１機１
（合）ｈｉ－ｗｏｏｄ建築

建１
（株）ハイエストホーム

建１
パイネック（株）

（株）ハーモニ産業

内１
ハウスドクター上中

建１
（株）ＢＡＵＭ

建１
（株）萩野コーキング興業

建１
（株）ハウジング福井

建１大１と１屋１タ１内１
（株）ハウス通信

通１
（株）ハウスデポ・セキ

電２通１消１
パイネック若狭（株）

電２
（株）ハウジングサービス

建１
（有）ハウジングサイト

防１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010540 萩原　真 法 無 1,000千円 1809

0770-37-1626 〒914-0145 福井県敦賀市野坂８－４－３

18-006912 萩原　信三 個 有 1805
0778-52-7738 〒916-1105 福井県鯖江市吉谷町７１

18-001012 杉森　勇介 法 有 38,000千円 1801
0776-54-2800 〒910-0845 福井県福井市志比口３－２－１４

18-011083 橋本　朗美 法 無 2,000千円 1801
0776-27-3911 〒910-0067 福井県福井市新田塚２－７－２２

18-011215 橋野　文二 個 無 1809
0770-23-1569 〒914-0273 福井県敦賀市田結３６－２６－１

18-010752 小倉　一 法 無 3,000千円 1802
0776-77-1248 〒910-4123 福井県あわら市番田１－６－５

18-003396 橋本　寛己 法 無 10,000千円 1808
0778-39-1008 〒916-0425 福井県丹生郡越前町高佐３２－４－６

18-008386 橋本　眞一 個 無 1806
0778-22-7412 〒915-0801 福井県越前市家久町１０３－８

18-010219 橋本　博 個 無 1802
0776-82-2002 〒913-0062 福井県坂井市三国町陣ヶ岡１５－１－１１

18-009333 橋本　好夫 個 無 1809
0770-25-6397 〒914-0141 福井県敦賀市莇生野４２－１１

18-011619 橋本　悟 法 無 2,000千円 1801
090-6811-4110 〒910-0826 福井県福井市上中町２６－３４－１

18-011613 橋本　敏行 法 無 5,000千円 1801
0776-37-3325 〒918-8068 福井県福井市角折町１４－１９－１

18-009714 橋本　武男 法 有 13,000千円 1801
0776-25-6210 〒918-8238 福井県福井市和田２－２１０１－１

と１
橋本建設（株）

土１建１と１管１鋼１舗１し１園１水１解１
橋本建築

建１
橋本建築工房

土２と２舗２し２水２解２
（株）ハシケン

建１
橋野工務店

建１
ＨＡＪＩＭＥ　Ｋｏｇｙｏ（株）

（株）萩原工業

と１機１
萩原庭園

園１
（株）羽崎組

と１鋼１内１
（株）ハシモト地所

建１

建１大１
橋本建築店

建１大１
橋本工業（株）

と１
（株）ハシモト工房
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007341 橋本　輝雄 法 無 10,000千円 1809

0770-25-5600 〒914-0124 福井県敦賀市市野々町２－１４１５

18-007988 橋本　義則 個 無 1802
0776-79-1750 〒910-4272 福井県あわら市北潟２８－８－２

18-011151 橋本　匡弘 法 有 10,000千円 1806
0778-22-1009 〒915-0844 福井県越前市妙法寺町６１３

18-006839 橋本　景造 法 有 10,000千円 1806
0778-22-1028 〒915-0832 福井県越前市高瀬１－２０－３４

18-008418 橋本　秀男 法 無 3,000千円 1805
0778-52-7694 〒916-0015 福井県鯖江市御幸町２－５－１６

18-007709 橋本　憲至 法 無 10,000千円 1802
0776-82-1237 〒913-0056 福井県坂井市三国町宿３－２－１

18-006770 橋本　勝博 法 無 3,000千円 1810
0770-56-1706 〒917-0241 福井県小浜市遠敷３－２０５－１０

18-003576 橋本　博美 個 無 1801
0776-54-6613 〒918-8223 福井県福井市河水町２２－５

18-004802 橋本　正 法 無 10,000千円 1801
0776-64-2997 〒910-1326 福井県吉田郡永平寺町牧福島１５－７－１

18-011549 橋本　光博 法 無 5,000千円 1802
0776-75-1270 〒919-0807 福井県あわら市指中３６－４

18-005269 橋本　幸雄 法 有 3,000千円 1802
0776-82-4668 〒913-0001 福井県坂井市三国町池上９０－２２

18-011419 橋本　淳一 法 無 1,000千円 1801
0776-53-1614 〒910-0828 福井県福井市林町６０－１３－１

18-011524 橋本　良志弘 法 無 2,000千円 1806
0778-47-3770 〒919-0224 福井県南条郡南越前町西大道２２－３３

建１大１
（株）橋本商店

塗１
（株）橋本製材所

建１
（有）橋本設備

（株）橋本室内装飾

内１
ハシモト住宅

土１と１
（株）橋本土木

土１と１石１
（株）橋本板金工業

建１大１屋１板１内１

と１鋼１
（株）橋本鉄工

建１大１と１屋１タ１鋼１内１
橋本電機（株）

電１通１消１
（有）橋本土建

管１
橋本設備工業（株）

管１水１
（有）橋本設備商会

管１
橋本鉄工
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009596 橋本　誠治 法 無 3,000千円 1801

0776-36-2381 〒918-8007 福井県福井市足羽５－１２－９

18-011318 黒川　真 法 有 5,000千円 1801
0776-34-5080 〒918-8016 福井県福井市江端町３－８－３

18-003921 長谷川　岳史 法 無 10,000千円 1805
0778-62-1088 〒916-0083 福井県鯖江市石田上町１８－２６

18-007968 長谷川　浩一 法 無 3,000千円 1804
0779-88-0979 〒911-0814 福井県勝山市若猪野５－３６

18-007345 長谷川　晃大 法 有 10,000千円 1802
0776-51-0836 〒919-0421 福井県坂井市春江町大針８－１０

18-011262 長谷川　一也 法 無 1,000千円 1809
0770-24-5223 〒914-0131 福井県敦賀市公文名５１－１－１０

18-010181 長谷川　健次 法 無 3,000千円 1805
0778-62-4570 〒916-0075 福井県鯖江市漆原町１７－８

18-010388 長谷　透 法 無 3,000千円 1801
0776-87-2855 〒910-3384 福井県福井市長橋町８－３８

18-006607 長谷　裕治 法 無 10,000千円 1809
0770-22-5010 〒914-0136 福井県敦賀市砂流５０－１３

18-001616 畑　幸夫 法 無 10,000千円 1809
0770-22-3659 〒914-0147 福井県敦賀市関１０－１４－１

18-005040 畠中　榮治 法 無 3,000千円 1801
0776-23-7115 〒910-0855 福井県福井市西方２－２５－１

18-003874 笠島　行安 法 無 3,000千円 1807
0778-43-0287 〒915-0226 福井県越前市南坂下１３－１１

18-009539 畑　信夫 法 有 30,000千円 1809
0770-22-3600 〒914-0058 福井県敦賀市三島３１－３－１

（株）橋本誠建築

土１建１と１鋼１
（株）長谷工業

と１解１
（有）長谷工業

大１と１筋１
（株）畑組

土１と１石１舗１水１
長谷川造園（株）

土１と１園１
（株）はせがわ電工

電１
（株）ハセケン

建１
（株）橋谷

機１
長谷川建設（株）

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１具１
（有）長谷川石材店

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２

土１と１石１舗１し１
（有）畠中工務店

建１
（有）ハタ建設

土１建１
畑建設（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-003251 ＊　勝 個 無 1801

0776-63-2360 〒910-1214 福井県吉田郡永平寺町谷口１８－４１－１

18-010131 畠山　新一郎 法 無 3,000千円 1809
0770-22-7204 〒914-0131 福井県敦賀市公文名６２－５６－３

18-010074 秦　清忠 個 無 1804
0779-89-2692 〒911-0843 福井県勝山市鹿谷町本郷１６－１５

18-006569 畑下　勇 個 無 1801
0776-56-0070 〒910-0124 福井県福井市天池町３６－４１－８

18-010062 畑中　秀之 法 無 3,000千円 1810
0770-76-1667 〒919-2352 福井県大飯郡高浜町鎌倉４３－２０－３

18-000130 畠中　傳志 法 無 12,000千円 1810
0776-62-0835 〒919-1542 福井県三方上中郡若狭町井ノ口２９－３３

18-000832 畑中　博 法 無 20,000千円 1801
0776-24-1477 〒918-8239 福井県福井市成和１－９０６

18-011200 蜂谷　勝 法 有 5,000千円 1801
0776-41-2032 〒910-2167 福井県福井市安原町８－４

18-009904 大伊　洋一 法 有 10,000千円 1801
0776-33-3123 〒918-8034 福井県福井市南居町８１－１－３３

18-010746 八木　修司 法 無 5,000千円 1801
0776-33-2111 〒918-8188 福井県福井市三尾野町２９－２－２９

18-007798 有川　幸博 法 無 5,000千円 1809
0770-23-8955 〒914-0131 福井県敦賀市和久野１５－１－５

18-002025 八田　広介 法 無 10,000千円 1801
0776-37-0434 〒918-8075 福井県福井市羽坂町９－２－１

18-009541 服部　幸雄 個 無 1801
0776-64-2315 〒910-1324 福井県吉田郡永平寺町野中１２－３１－１

建１大１屋１タ１内１
ハタシタ総合建築

建１
（株）畑中建設

建１大１
（株）畠中工務店

＊建築板金工業所

屋１板１
（有）畠工業

管１機１
ハタ工務店

建１
服部建築

建１

と１機１
パッケージビルド（株）

建１と１
（有）博幸建設

建１大１と１屋１タ１内１解１
（株）八田工務店

建１
畑中厨房（株）

管１
蜂谷（株）

建１
パッケージトランス（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-001473 菅原　浩 法 無 20,000千円 1810

0770-67-2002 〒917-0382 福井県大飯郡おおい町名田庄久坂３－８０－１

18-009773 最上　和明 法 無 8,000千円 1801
0776-28-7536 〒910-0067 福井県福井市新田塚２－２７－１７

18-006321 石川　芳樹 法 有 50,000千円 1802
0776-89-1654 〒919-0403 福井県坂井市春江町井向１７－２０－２

18-010681 花澤　健一郎 法 無 3,000千円 1801
0776-36-9389 〒918-8012 福井県福井市花堂北１－１４－７

18-003824 石崎　康治 法 有 3,000千円 1805
0778-51-1212 〒916-0017 福井県鯖江市神明町１－５－１３

18-010575 前田　初蔵 法 有 5,000千円 1803
0779-65-8438 〒912-0032 福井県大野市清和町５０５

18-010452 吉村　広美 法 無 3,000千円 1810
0770-77-2287 〒919-2121 福井県大飯郡おおい町万願寺４－１０

18-010935 花山　優 法 有 80,000千円 1801
0776-35-2213 〒918-8188 福井県福井市三尾野町２９－２－７

18-010332 河上　明亨 法 有 10,000千円 1808
0778-36-0068 〒916-0221 福井県丹生郡越前町三崎２６－４６

18-005711 羽生　三郎 法 無 5,000千円 1803
0779-65-6220 〒912-0437 福井県大野市中据１６－２０

18-007553 羽生　素直 法 無 10,000千円 1803
0779-65-3825 〒912-0437 福井県大野市中据１５－８

18-009912 濱上　伊佐夫 法 無 3,000千円 1810
0770-77-1532 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１１２－２９－３

18-011202 濵側　豊 個 無 1810
0770-72-5312 〒919-2201 福井県大飯郡高浜町和田１３５－２－２

八峯建設（株）

土２と２石２管１鋼２舗２塗２園１水２解２
（株）ＰＡＤ

電１機１
パニオン工芸（株）

土１と１内１園１
（有）羽生建築工業

建１
羽生塗装（有）

電１
花前（株）

電１通１消１
（株）ハナマル設備

土１と１石１管１鋼１舗１し１井１水１
花山工業（株）

防１
（株）華イシカワ

建１内１
（株）ハナテック

建１管１板１
（有）パナパックいしざき

塗１防１
（有）浜上電気

電１
浜側電気工業

電１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011422 堀　博志 法 有 1,000千円 1810

0770-50-8011 〒917-0043 福井県小浜市西勢６５－１５－３

18-006130 浜田　肇 法 無 30,000千円 1809
0770-22-4433 〒914-0051 福井県敦賀市本町２－８－３

18-010229 ＊田　賢一 個 無 1806
0778-24-2731 〒915-0832 福井県越前市高瀬１－３２－３

18-007520 濱田　守好 法 無 5,000千円 1810
0770-72-2381 〒919-2225 福井県大飯郡高浜町宮崎７５－４－２

18-011593 濵野　美紀夫 法 無 3,000千円 1809
0770-23-0254 〒914-0806 福井県敦賀市松原町９－２４

18-002556 浜本　憲一 法 有 10,000千円 1801
0776-26-3183 〒910-0001 福井県福井市大願寺１－４－１６

18-011658 浜本　良一 法 無 1,000千円 1801
0776-54-1570 〒910-0804 福井県福井市高木中央２－２９０３

18-001870 浜本　健一郎 法 無 10,000千円 1801
0776-36-3897 〒918-8007 福井県福井市足羽１－９－３

18-010904 濵本　英治 個 無 1801
0776-56-0649 〒910-0134 福井県福井市上野本町３－２１５

18-004122 早川　衛 法 有 10,000千円 1801
0776-35-6470 〒918-8027 福井県福井市福１－２９１８

18-005361 早川　芳昭 法 有 5,000千円 1809
0770-32-3155 〒919-1138 福井県三方郡美浜町河原市３５－６

18-010134 森口　倫啓 法 有 10,000千円 1810
0770-67-9000 〒917-0371 福井県大飯郡おおい町名田庄小倉２７－４

18-009386 林　重一 法 無 6,000千円 1803
0779-66-6298 〒912-0815 福井県大野市下麻生嶋５８－４

土１建１と１鋼１舗１塗１内１
（有）濵野工業

と１
浜本建設（株）

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１板１ガ１塗１防１内１具１
浜本建装（株）

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
濱田建設（株）

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
ハマダ板金

管１
（有）濱田美装社

（株）浜勢

土１と１舗１

建１
（有）早川工務店

建１大１屋１タ１鋼１内１
ハヤカワ商事（株）

土１建１と１
（有）ハヤシカズ建材

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
（株）浜本工務店

建１
浜本鉄筋

筋１
（株）早川興業
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010665 林　満弘 法 無 3,000千円 1806

0778-67-4600 〒919-0211 福井県南条郡南越前町関ケ鼻１－８－２

18-008481 林　政輝 個 無 1807
0778-42-2512 〒915-0253 福井県越前市中津山４２－７－４

18-010733 林　晃弘 個 無 1802
0776-78-5616 〒910-4112 福井県あわら市井江葭７０－３

18-004571 林　徳吉 法 無 3,000千円 1809
0770-22-5723 〒914-0058 福井県敦賀市三島３６－１０－１

18-002003 林　晃一郎 法 無 10,000千円 1801
0776-36-6846 〒918-8021 福井県福井市門前１－１６１１

18-007588 林　国浩 法 無 3,000千円 1804
0779-87-0360 〒912-0817 福井県勝山市旭毛屋町４０１

18-008180 林　美喜男 個 無 1801
0776-85-1303 〒910-3137 福井県福井市石橋町１－４８

18-005217 林　昭 法 無 8,000千円 1804
0779-87-0537 〒911-0035 福井県勝山市郡町２－７－２３

18-008493 林田　秀之 法 無 3,000千円 1801
0776-56-0928 〒910-0137 福井県福井市粟森２－１２０１

18-010033 林　太郎 個 無 1802
0776-82-7072 〒913-0045 福井県坂井市三国町南本町１－１－６０

18-007074 小池　敏則 法 有 20,000千円 1809
0770-23-8800 〒914-0044 福井県敦賀市岡山２－１１０７

18-002118 林　正憲 法 有 20,000千円 1806
0778-22-3326 〒915-0805 福井県越前市芝原４－５－２２

18-010590 林　正行 法 無 5,000千円 1804
0779-88-4587 〒911-0817 福井県勝山市旭毛屋町１０２６

（株）林空調

管１
林建築

建１
林建築

土１管１
林太郎建築

建１
（株）林鉄工所

と１管１鋼１機１消１
林電気（株）

大１
林工務店

建１
（有）林設備

管１機１水１
（有）林田土建

建１大１屋１タ１内１
（有）林工業

電１管１
（株）ハヤシ工務店

建１
（有）林工務店

電２管１通１
（株）ハヤシ電工

電１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011104 林　龍也 個 無 1801

0776-61-3205 〒910-1139 福井県吉田郡永平寺町松岡木ノ下２－１０１－５

18-005999 林　ひろみ 法 無 3,000千円 1803
0779-66-0601 〒912-0014 福井県大野市中保２０－３３－２

18-009944 林　一美 個 無 1801
0776-26-1322 〒910-0857 福井県福井市豊島１－６－６

18-010825 林　淳一 個 有 1802
0776-81-4844 〒913-0021 福井県坂井市三国町楽円２－１７－１

18-008882 早瀬　公彦 法 無 3,000千円 1801
0776-35-6360 〒918-8111 福井県福井市馬垣町下馬境７０５番地

18-008986 小林　勇人 法 無 3,000千円 1801
0776-41-4774 〒910-2151 福井県福井市安波賀中島町１７－２－１

18-006906 早見　幸男 法 無 10,000千円 1802
0776-51-5020 〒919-0412 福井県坂井市春江町江留中３９－１２

18-010431 原　信幸 個 無 1802
0776-72-1078 〒919-0409 福井県坂井市春江町定広１０－２５

18-006128 原　比登志 法 無 10,000千円 1809
0770-23-8170 〒914-0037 福井県敦賀市道口４７－２－５

18-009978 小竹　嘉範 法 無 5,000千円 1801
0776-39-0808 〒919-0327 福井県福井市大土呂町１７－７－２

18-010966 渡邉　友広 個 無 1810
0770-77-3334 〒919-2114 福井県大飯郡おおい町野尻１８－９－２

18-010683 野原　勇二 法 有 3,000千円 1802
0776-51-4215 〒919-0449 福井県坂井市春江町中筋４２－３－１

18-011483 廷々　隆史 法 無 5,000千円 1805
0778-42-5345 〒916-0012 福井県鯖江市東米岡２－３－２０

管１
（有）ハヤト建設工業

と１
（株）早見グリーン

土１園１
原建材

塗１防１
林ブロック

土１建１と１石１管１タ１
ハヤシホーム

建１
（有）ハヤセエアコン

林塗装

塗１
（有）林塗装工芸社

タ１
ハルエ機工（有）

機１
（株）はるか建築工房

建１

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）原幸鉄工所

鋼１
（株）バリコム

建１
ハリヤー
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010023 余座　隆一 法 無 10,000千円 1809

0770-21-0472 〒914-0041 福井県敦賀市津内６７－９－１

18-011478 春田　圭介 個 無 1805
0778-43-5459 〒916-0062 福井県鯖江市熊田町２７－１０－８

18-010370 大迫　義治 法 無 1,000千円 1809
0770-32-6260 〒919-1141 福井県三方郡美浜町郷市２３－９－６

18-007749 藤田　康次郎 法 無 3,000千円 1804
0779-87-0108 〒911-0811 福井県勝山市片瀬町１－１１６

18-008408 齋藤　治郎 法 無 3,000千円 1801
0776-38-8690 〒918-8017 福井県福井市下荒井町２９－２３

18-004482 藤江　俊弘 法 有 35,000千円 1805
0778-52-2235 〒916-0016 福井県鯖江市神中町２－９１１

18-009083 藤江　俊弘 法 有 30,000千円 1802
0776-73-2235 〒919-0614 福井県あわら市伊井６－１１－３

18-000023 半澤　政丈 法 有 24,000千円 1802
0776-82-1245 〒913-0016 福井県坂井市三国町三国東６－５－１３

18-009347 佐々木　繁盛 法 有 20,000千円 1801
0776-52-2799 〒910-0843 福井県福井市西開発４－２２１－２

18-011015 細川　佑樹 法 無 5,000千円 1809
0770-47-5942 〒914-0146 福井県敦賀市金山３２－１－１５

18-009389 漆﨑　隆一 法 無 30,000千円 1801
0776-33-6250 〒918-8004 福井県福井市西木田４－５－２３

18-006750 伴　眞澄 法 無 3,000千円 1801
0776-54-7170 〒910-0815 福井県福井市北野上町３１－２８

18-010910 中﨑　達也 個 無 1801
0776-53-3686 〒910-0824 福井県福井市間山町１－５９

土１と１舗１機１
春田設備

管１
（株）はる電工

電１
（有）陽藤電設

（株）ハルジャパン

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
（株）パンセ幸福建築

建１大１屋１タ１板１塗１防１内１
（有）伴設備工業

管１消１
ビークル福井

管１機１
（株）半澤組

土２建２と２鋼２舗２し２塗２防２園１水２解２
ハンジョウ（株）

建１
（株）ハンズ工業

電１
（有）治鳳工業

土１と１鋼１塗１解１
（株）パワーユニオン

電１管１機１
（株）パワーユニオン金津

と１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010089 臼井　裕明 個 無 1810

0770-53-5681 〒917-0095 福井県小浜市水取２－１－２６

18-002840 鴛田　松枝 法 無 20,000千円 1809
0770-47-5134 〒914-0134 福井県敦賀市山４６－１－２

18-010784 佐々木　雅章 法 無 3,000千円 1801
0776-83-1623 〒910-3104 福井県福井市布施田町２０－１３－１４

18-011500 中田　正之 法 無 3,000千円 1809
0770-23-9180 〒914-0814 福井県敦賀市木崎６５－１１－５

18-010027 橋本　佳徳 個 無 1801
0776-50-7250 〒910-0034 福井県福井市菅谷２－１３－３　トゥルースコート１０７

18-010172 中林　範義 個 無 1802
0776-82-3718 〒913-0032 福井県坂井市三国町山岸１２－６４

18-011493 東角　操 法 有 35,000千円 1802
0776-66-8023 〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所２２－２４－３

18-010857 東　とし子 法 無 5,000千円 1802
0776-66-1867 〒910-0276 福井県坂井市丸岡町玄女３６－４

18-005398 東田　則夫 法 有 5,000千円 1801
0776-36-1325 〒918-8056 福井県福井市若杉浜３－１１１

18-007155 東　隆之 法 無 3,000千円 1802
0776-82-2462 〒913-0061 福井県坂井市三国町梶３８－１０

18-011660 東　晃弘 個 無 1801
0776-65-9292 〒910-0138 福井県福井市東森田３－３１７

18-003465 東野　義仁 法 無 5,000千円 1809
0770-23-3035 〒914-0046 福井県敦賀市長沢２９－２－１３

18-010153 田中　義樹 法 有 16,000千円 1803
0779-65-2030 〒912-0053 福井県大野市春日１６４－７－１

建１
東角建設（株）

建２大２左２と２石２屋２電１タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
（株）東組

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（有）東田組

電１消１
（株）Ｐ・ＴＲＵＳＴ

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
ＢＥＥＷＯＲＫＳ

建１
ビオラ

ＰＣスケール

大１
ＰＥＡＣＥ（株）

土１と１舗１園１
（有）ビートニック

板１
光運輸（株）

土１

土１と１舗１水１解１
（有）ヒガシ電機

電１
東電工

電１
（有）東野板金工業所
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011724 苅安　晃一 法 無 5,000千円 1802

0776-76-8347 〒910-0373 福井県坂井市丸岡町高柳２－１３－８

18-004040 黒田　和亨 法 無 10,000千円 1805
0778-51-0389 〒916-0028 福井県鯖江市小黒町１－３－２６

18-008722 山脇　岸男 法 無 3,000千円 1809
0770-32-5728 〒919-1131 福井県三方郡美浜町木野１９－１－４０

18-011417 帰山　光治 法 無 5,000千円 1801
0776-33-5530 〒918-8112 福井県福井市下馬２－１０１３－２

18-009156 山本　絹代 法 無 25,000千円 1801
0776-50-0268 〒918-8231 福井県福井市問屋町１丁目１５２

18-011095 山口　修弘 個 無 1806
0778-24-2230 〒915-0055 福井県越前市畑町１２－４－３

18-010902 二宮　恒雄 個 無 1801
0776-26-3331 〒918-8231 福井県福井市問屋３－８１５　和中ビル２Ｆ６室

18-001881 谷上　博 法 無 10,000千円 1809
0770-22-0907 〒914-0141 福井県敦賀市莇生野１０４－５－１

18-005553 桑原　勝 法 有 10,000千円 1801
0776-27-2290 〒910-0001 福井県福井市大願寺１－３－２５

18-002797 佐藤　史紀 法 無 10,000千円 1801
0776-36-2050 〒918-8037 福井県福井市下江守町２３－１－１２

18-007418 日谷　翔 法 無 20,000千円 1801
0776-35-7387 〒918-8055 福井県福井市若杉２－１２０１

18-008208 玉村　弘行 法 無 5,000千円 1806
0778-21-0471 〒915-0801 福井県越前市家久町１０２－１０－１

18-009856 伊藤　諭貴 法 無 5,000千円 1802
0776-78-4455 〒910-4138 福井県あわら市下番７２－１２－４

具１
光土建（有）

土１と１舗１
（株）ヒカリバンキン

屋１板１
檜皮土木（株）

（株）輝工業

電１
（株）ヒカリ商会

電２管１
（有）ビッグウッド

建１大１
（株）ＨＩＴ

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１園１具１水１

塗１防１
久富産業（株）

土１と１管１鋼１筋１塗１機１
（株）美装工業

塗１内１絶１
ヒダニ電機（株）

土１と１舗１
美建

建１
美建興業

防１
（株）美工社
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008166 人見　哲司 法 無 3,000千円 1810

0770-52-1452 〒917-0086 福井県小浜市小浜塩竈１６

18-001152 嶋﨑　秀幸 法 無 25,000千円 1806
0778-47-2039 〒919-0227 福井県南条郡南越前町脇本１６－１４－１

18-002270 清水　義則 法 無 10,000千円 1801
0776-54-6605 〒910-0834 福井県福井市丸山２－４１１－１

18-003621 内田　仁 法 無 10,000千円 1801
0776-54-2911 〒910-0859 福井県福井市日之出５－４－２８

18-010939 細川　晃由 法 無 5,000千円 1802
0776-68-0323 〒910-0361 福井県坂井市丸岡町安田新１３－１－７

18-008154 桧原　敏隆 個 有 1802
0776-66-8237 〒910-0302 福井県坂井市丸岡町里丸岡１－３７

18-008707 善村　勝二 法 有 1,000千円 1805
0778-62-0009 〒916-0076 福井県鯖江市石生谷町３６－２

18-010491 川崎　健英 法 有 5,100千円 1806
0778-24-4004 〒915-0874 福井県越前市向陽町２５

18-008607 辻崎　保徳 法 有 10,000千円 1805
0778-52-2627 〒916-0076 福井県鯖江市石生谷町１５－２２

18-000611 木村　宗弘 法 有 20,000千円 1802
0776-72-1212 〒919-0526 福井県坂井市坂井町上兵庫４４－１０－１

18-009833 前田　修 法 無 10,000千円 1805
0778-53-2860 〒916-0005 福井県鯖江市鯖江市杉本町３８－６

18-010082 平岡　幹也 法 無 20,000千円 1810
0770-56-1725 〒917-0024 福井県小浜市和久里２０－８－１

18-010348 平尾　祐彦 個 無 1802
0776-51-8760 〒919-0474 福井県坂井市春江町西太郎丸４－６５－５

（有）人見塗装店

土１と１解１
（有）ヒューマンゾーン

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
ヒューマンライフシステム（株）

建１
兵庫建設（株）

管１
日の丸工務店（合）

建１大１屋１タ１内１
桧原建築工房

建１
（有）ピュア・クリーンゼット

塗１
日野産業（株）

土２と２
（株）日之出組

土１と１
ヒノデ工業（株）

塗１

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
（株）ビヨンド

電１通１
（株）平岡建設

建２
平尾塗装工業
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010352 平川　喜洋 法 有 50,000千円 1810

0770-72-3000 〒919-2202 福井県大飯郡高浜町安土４－２

18-007737 平口　喜一 法 無 3,000千円 1809
0770-25-2729 〒914-0803 福井県敦賀市新松島町１８－１８

18-010309 平澤　宏治 法 有 10,000千円 1805
0778-65-1021 〒916-1113 福井県鯖江市戸口町９－２２

18-010116 平瀬　義則 個 無 1803
0779-66-1041 〒912-0825 福井県大野市塚原１５－２

18-003734 平瀬　博幸 法 無 10,000千円 1803
0779-65-0501 〒912-0053 福井県大野市春日３－２１０８

18-003662 平田　正悟 法 無 10,000千円 1801
0776-41-1144 〒919-0322 福井県福井市上河北２４－５

18-001748 平田　寛明 法 有 20,900千円 1810
0770-72-3456 〒912-2201 福井県大飯郡高浜町和田１－２８

18-000729 平野　由治 法 無 20,000千円 1806
0778-22-6798 〒915-0094 福井県越前市横市町２３－４３

18-009300 平野　博康 個 無 1806
0778-23-7879 〒915-0801 福井県越前市家久町４９－１８

18-010357 平林　進 個 無 1802
0776-81-2525 〒913-0045 福井県坂井市三国町南本町４－４－５９

18-005618 平本　瑞基 法 有 10,000千円 1809
0770-25-8523 〒914-0803 福井県敦賀市新松島町３－４

18-010548 平山　裕司 個 無 1804
0779-88-5423 〒911-0034 福井県勝山市滝波町５－６０９

18-005104 伊達　正晃 法 無 10,000千円 1801
0776-35-9222 〒918-8056 福井県福井市若杉浜３－３１２

電１
平瀬建築工業

建１
平瀬鉄工（株）

鋼１機１
平田鉄工（株）

（株）平川

土２建１と２管１鋼２舗２し２園１水２解２
（有）平口左官工業所

建１左１
（有）平沢電機商会

大１と１
（株）ビルコン

土１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１水１解１

園１
平林建築

建１
（株）平本興業

土１建１と１電１機１
平山興業

土１建１と１鋼１
（有）平田木材店

土１建２大１屋１内１園１解１
平野建設（株）

土１建１と１石１
平野庭苑
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011728 奥田　龍一 個 無 1809

0770-36-4059 〒914-0042 福井県敦賀市石ヶ町６－１

18-010376 中谷　新一郎 法 無 3,000千円 1809
0770-24-1055 〒914-0821 福井県敦賀市原７６－１－５

18-011653 梅田　嘉文 法 無 5,000千円 1801
0776-50-2343 〒910-0026 福井県福井市光陽２－１４－１４ライフステージヒロ１０３号

18-009696 広川　幸則 法 無 20,000千円 1801
0776-36-1680 〒918-8007 福井県福井市足羽４－１０－１

18-011535 秋田　貴大 法 有 1,000千円 1802
0776-66-8757 〒910-0315 福井県坂井市丸岡町小黒７４－８－１３

18-009942 坪田　善弘 法 有 5,000千円 1802
0776-89-0008 〒919-0507 福井県坂井市坂井町五本１９－３８

18-000962 広沢　巧支 法 無 15,000千円 1801
0776-85-1214 〒910-3134 福井県福井市浜別所町５－５－１

18-010335 柳原　大嗣 法 無 10,000千円 1801
0776-96-6000 〒910-2222 福井県福井市市波町２３－１２

18-004740 廣瀬　亮 法 無 3,000千円 1801
0776-53-9223 〒910-0842 福井県福井市開発１－１１２０

18-009900 廣瀬　孝 法 無 5,000千円 1803
0779-65-4356 〒912-0053 福井県大野市春日３－１－１１

18-007592 廣田　幸一 法 無 3,000千円 1803
0779-65-7765 〒912-0401 福井県大野市吉６－１６

18-010192 廣田　秀雄 個 無 1803
0779-66-0308 〒912-0002 福井県大野市小矢戸２９－４３

18-009029 松下　圭吾 法 有 10,000千円 1802
0776-72-0199 〒919-0533 福井県坂井市坂井町木部東２０－２０－１

ＢＵＩＬＴＲＥＸ

と１
（株）ビルドワークス

土１と１管１舗１解１
（有）ヒロセ斫工

と１
（有）廣瀬正工務店

建１大１屋１タ１内１
（有）広田組

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
（株）ＨＩＲＯ企画

建１
（株）広沢組

土１建１と１園１
（有）ヒロセ建設

と１
（株）ＨＩＲＯ

土１と１
広川土建（株）

土２と２鋼２舗２し２塗２水２解２
（株）ＨＩＲＯＫ

土１と１鋼１水１
廣田建築

建１
（株）広仲

土１と１石１舗１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011214 広瀬　正智 法 有 5,000千円 1810

0770-59-0789 〒917-0354 福井県小浜市和多田３１－２２－１

18-001722 広野　健一 法 有 3,000千円 1802
0776-66-2236 〒910-0374 福井県坂井市丸岡町北横地３６－１５－１

18-009587 廣野　実男 個 無 1802
0776-66-4376 〒910-0343 福井県坂井市丸岡町坪ノ内１２－１４

18-007264 廣部　耕一 法 有 15,000千円 1801
0776-59-1422 〒910-0049 福井県福井市深谷町５－１５

18-011592 廣田　俊哉 法 有 3,000千円 1804
0779-64-5700 〒911-0035 福井県勝山市郡町１－１－２６

18-008079 川船　博道 法 無 5,000千円 1809
0770-25-3541 〒914-0043 福井県敦賀市衣掛町３２６

18-008046 田崎　宏幸 法 無 10,000千円 1803
0779-65-8882 〒912-0085 福井県大野市新庄７－１５

18-011463 笠島　智己 法 無 3,000千円 1805
0778-67-6977 〒916-0021 福井県鯖江市三六町１－１０－１６

18-009613 木村　達也 法 有 10,000千円 1801
0776-55-3661 〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町１７－２４－１

18-010226 豊田　幸志 法 無 5,000千円 1801
0776-23-7722 〒910-0017 福井県福井市文京６－４－２９

18-011566 畑　勇一郎 法 無 1,000千円 1801
0776-89-1401 〒918-8044 福井県福井市高塚町３０１

18-011283 白崎　徳裕 法 無 5,000千円 1801
0776-61-6320 〒910-1132 福井県吉田郡永平寺町松岡葵２－６２－２

18-009924 佐野　義雄 法 有 10,000千円 1801
0776-41-3552 〒919-0305 福井県福井市徳光町３４－７

と１鋼１内１
（株）ＨＩＲＯＭＡＲＵ

管１
（有）将聡工業

管１
（株）宏幸組

と１
広野建設（株）

建１
廣野建築

建１
（株）廣部硬器

（株）広成

土１園１

建１
（株）Ｆｉｅｌｄ

屋１板１
（株）ＦＩＸＥＥＤ

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
（株）風香園

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）ＨｉｍｍｅＬ

建１
（株）ファーストクリーン

土１と１解１
（株）ファーストコーポレーション
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011112 吉岡　大輝 法 無 3,000千円 1801

0776-56-3191 〒910-0143 福井県福井市下森田新町１０１６

18-005619 八木　秀之 法 有 10,000千円 1809
0770-22-8027 〒914-0822 福井県敦賀市櫛川町２－１－２７

18-008989 橋本　幸一郎 法 無 3,000千円 1801
0776-50-2007 〒910-0121 福井県福井市定正町９０２

18-009604 深川　三夫 法 無 3,000千円 1809
0770-45-2026 〒919-1331 福井県三方上中郡若狭町鳥浜１２３－５

18-002027 小川　貞信 法 有 50,000千円 1801
0776-23-3350 〒910-0038 福井県福井市三ツ屋２－２０７

18-010026 深見　広治 個 無 1806
0778-23-7558 〒915-0862 福井県越前市国兼町２５－３

18-011252 福井　米雄 法 無 3,000千円 1810
0770-77-1990 〒919-2101 福井県大飯郡おおい町大島１３０－４７－１

18-011617 森野　和之 法 無 40,000千円 1801
0776-38-8505 〒918-8016 福井県福井市江端町２４－２１－２

18-002930 安田　仁一 法 有 23,000千円 1801
0776-34-1234 〒918-8055 福井県福井市若杉３－６１５

18-008936 市橋　唯匡 法 有 3,000千円 1806
0778-42-0772 〒915-0256 福井県越前市赤坂町５０－８－６

18-006515 宮本　隆夫 法 無 10,000千円 1801
0776-56-0224 〒910-0123 福井県福井市八重巻町３０６－２

18-006500 北風　敏明 法 無 10,000千円 1801
0776-56-3888 〒910-0137 福井県福井市栗森１－１０８

18-009500 谷口　淳 法 有 3,000千円 1801
0776-58-3600 〒910-0857 福井県福井市豊島２－７－７

（株）風流工業

管１
（株）ＦＡＣＥ

と１電１機１
（有）フェニックス開発

鋼１
（有）福井エポキシ工業

土１と１石１鋼１舗１し１防１水１
福井エレベーターテクノ（株）

機１
フクイエンジニヤリング（株）

左１タ１
（株）ＦＵＫＵＩ

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
福井アースエンジニアリング（株）

土１と１石１鋼１舗１し１塗１井１水１
福井アルミ工業（株）

土１と１舗１
深川木材（有）

建１
（株）深谷

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園１具２水２解２
深見工業

管１機１
（株）フクイ解体

土１と１解１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-003604 二木　和則 法 有 24,000千円 1801

0776-36-4463 〒918-8068 福井県福井市角折町６－１

18-006877 山本　英治 法 有 10,000千円 1801
0776-26-7411 〒918-8239 福井県福井市成和１－３２０４

18-003311 平　正則 法 無 10,000千円 1803
0779-66-1347 〒912-0403 福井県大野市森政領家２１－７２

18-005062 岡田　和夫 法 無 5,000千円 1801
0776-41-3646 〒919-0302 福井県福井市上細江町２７－３－１

18-005316 二木　和則 法 有 8,900千円 1801
0776-35-4001 〒918-8068 福井県福井市角折町８－３

18-005662 岩＊　新 法 有 20,000千円 1801
0776-24-1150 〒918-8231 福井県福井市問屋町２－３４

18-010344 中山　浩行 法 無 2,500千円 1802
0776-51-1666 〒919-0411 福井県坂井市春江町藤鷲塚３７－９

18-009716 坂川　茂 法 有 8,615千円 1801
0776-21-6471 〒910-0015 福井県福井市二の宮３－２２－１８

18-001666 宮本　透 法 無 20,000千円 1801
0776-21-5300 〒910-0003 福井県福井市松本４－７－１２

18-010571 山田　一義 法 有 10,000千円 1801
0776-34-7617 〒918-8015 福井県福井市花堂南２－１２－８

18-004521 尼田　淳也 法 無 10,000千円 1809
0770-22-5273 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町２－２５０８

18-004909 松田　誠治 法 有 10,000千円 1801
0776-21-5570 〒918-8231 福井県福井市問屋町２－４４

18-008507 井村　裕治 法 有 15,000千円 1801
0776-22-0212 〒910-0842 福井県福井市開発５－２００４

電１管１機１通１
（株）福井建材社

土１電１管２機１水１消１
福井県非破壊検査（同）

機１
福井県屋根工事業（同）

と１機１
（株）フクイ技工

と１鋼１機１
（株）福井気送

管１板１
福井県環境保全（業）

福井環境事業（株）

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
（株）福井機工

電１
福井産機販売（株）

と１管１鋼１
福井シード（株）

土１建１と１石１鋼１舗１し１園１水１

屋１
フクイ鋼業（株）

土２と２鋼２水２
（株）フクイ工芸

内１
（株）福井サーボ
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-006431 藤田　雅子 法 無 10,000千円 1801

0776-24-8748 〒910-0617 福井県福井市文京３－１１－８

18-002192 木村　行雄 法 無 10,000千円 1801
0776-41-2315 〒910-2153 福井県福井市城戸ノ内８－８－１

18-007001 清水　幸信 法 無 10,000千円 1801
0776-22-3435 〒910-0017 福井県福井市文京６－１１－１３

18-011044 吉田　正継 法 有 157,526千円 1801
0776-23-4008 〒910-0017 福井県福井市文京６－１１－１３

18-009327 加藤　幸浩 法 無 3,000千円 1801
0776-35-9086 〒918-8008 福井県福井市有楽町１５－１８

18-009149 菅原　弘之 法 無 5,000千円 1801
0776-54-1365 〒918-8218 福井県福井市河増町２１－１－１７

18-001285 中川　芳男 法 有 10,000千円 1801
0776-53-2650 〒910-0804 福井県福井市高木中央１－１０１６

18-002447 近藤　雅和 法 無 10,000千円 1801
0776-21-5577 〒918-8231 福井県福井市問屋町２－３９

18-010342 田原　祐志 法 有 27,850千円 1801
0776-85-1212 〒910-3138 福井県福井市石新保町２８－６７－２

18-011606 戸田　一茂 法 有 10,000千円 1801
0776-35-8866 〒918-8104 福井県福井市板垣３－１７０７

18-004455 庭本　律雄 法 有 5,000千円 1801
0776-36-4055 〒918-8055 福井県福井市若杉浜３－８０１

18-010944 福岡　竜一 法 無 1,000千円 1801
0776-35-5705 〒918-8026 福井県福井市渕４－９１１

18-002111 宮本　貴章 法 有 20,000千円 1801
0776-36-4311 〒918-8116 福井県福井市大町１３－南江崎２０８

建１
福井修景（株）

園１
（株）福井市緑化木センター

土１建１園１
福井森林組合

福井システム住宅（株）

土１建１左１管１
（有）福一硝子

ガ１具１
（株）福一板金

板１
福井通信建設（株）

管１機１
福井ダイヤエアコン（株）

管１
福井太陽（株）

建１屋１
福井宅建（株）

土１と１石１園１
（有）フクイスケール

内１
（有）福井スタッド

と１
（株）福井製作所

土１と１石１電１鋼１舗１し１塗１通２水１解１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007023 斎藤　裕貴 法 有 51,920千円 1801

0776-23-6356 〒910-0027 福井県福井市豊岡１－１４－２０

18-002532 春田　芳 法 無 10,000千円 1802
0776-51-1001 〒919-0472 福井県坂井市春江町松木１１－１０

00-028385 佐野　洋介 法 有 51,800千円 1801
0776-53-0505 〒910-0831 福井県福井市若栄町７０２

18-004407 水野　翼 法 無 11,200千円 1801
0776-36-6266 〒918-8011 福井県福井市月見２－１３－２０

18-003050 宮本　邦弘 法 無 3,000千円 1809
0770-23-2022 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町２－６－２９

18-004384 村田　敏夫 法 無 3,000千円 1801
0776-26-2591 〒910-0022 福井県福井市花月４－７－２３

18-008913 八ヶ代　勇次 法 有 10,000千円 1801
0776-34-8133 〒918-8007 福井県福井市足羽４－２００６

18-011694 横山　雅人 法 無 10,000千円 1801
0776-41-0950 〒919-0322 福井県福井市上河北町１９－７－２

18-009345 山田　直樹 法 有 30,000千円 1801
0776-33-1616 〒918-8063 福井県福井市大瀬町２０－２０－１

18-001442 柳澤　晋一 法 無 20,000千円 1801
0776-22-5553 〒910-0015 福井県福井市二の宮２－２－７

18-007285 山本　智則 法 有 10,000千円 1801
0776-24-2712 〒918-8239 福井県福井市成和１－１４１５

18-001014 織田　泰介 法 無 10,000千円 1801
0776-36-1523 〒918-8024 福井県福井市舞屋町７－１－２

18-005373 荒木　久嗣 法 有 30,000千円 1801
0776-27-7300 〒918-8231 福井県福井市問屋町４－１２０５

電１
（株）フクイ内装システム

建１内１
フクイパイピングサービス（株）

管１消１
福井ハウス（株）

土２建２と２管２鋼２機２
福井デリカ（株）

左１と１塗１防１
福井電設（有）

電１
フクイ電設（有）

福井ツバメ商事（株）

管１
福井鉄筋工業（株）

建１筋１
福井鐵工（株）

機１井１
福井三菱電機機器販売（株）

電１管１機１

土２建２と２鋼２水２
福井ボイラー工業（株）

管２機２
福井ホーチキ（株）

通１消１
福井ポンプ鑿泉（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-005699 福岡　憲三 法 有 50,000千円 1803

0779-65-2958 〒912-0036 福井県大野市美川町１１－２０

18-005876 荒田　則幸 法 有 15,000千円 1801
0776-33-0388 〒918-8013 福井県福井市花堂東２－１００８

18-003295 近藤　登幹夫 法 無 10,000千円 1801
0776-23-0790 〒910-0018 福井県福井市田原２－２０－１７

18-004698 矢部　富美雄 法 無 10,000千円 1801
0776-34-1130 〒918-8011 福井県福井市月見５－１－２１

18-011473 中山　浩成 法 有 42,000千円 1801
0776-43-6920 〒910-0842 福井県福井市開発４－２０７－１

18-011565 八杉　昌明 法 無 500千円 1801
0776-34-6604 〒918-8025 福井県福井市江守中町９－２１７

18-005133 小西　豊 法 無 10,000千円 1801
0776-35-2055 〒918-8067 福井県福井市飯塚町６－２０

18-010144 酒井　義博 個 無 1801
0776-64-2575 〒910-1305 福井県吉田郡永平寺町竹原１６－２３

18-007187 福岡　賢 法 有 20,000千円 1805
0778-51-3222 〒916-0043 福井県鯖江市定次２７－１－２

18-000689 福岡　秀樹 法 有 20,000千円 1805
0778-51-6912 〒916-0034 福井県鯖江市下新庄町５８－１－２

18-010480 福岡　義美 個 無 1805
0778-51-5183 〒916-0035 福井県鯖江市新町７－７

18-011630 福岡　博美 個 無 1805
0778-52-2594 〒916-0034 福井県鯖江市下新庄町５３－４７

18-010506 福岡　憲二 個 無 1801
0776-26-8531 〒910-0034 福井県福井市菅谷２－２－３

土１と１管１タ１機１水１
福井窯業（株）

建１屋１タ１園１
（株）福井ライン

土１と１鋼１舗１塗１水１
福井緑地建設（株）

（株）フクイヤ

管１水１
福井矢崎サービス（株）

左１タ１
福岡電工

電１
福岡塗装店

塗１

電１通１消１
（株）福岡

建１と１鋼１
（株）福岡組

土２と２園１解２
福岡左官工業所

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１解１
福井冷暖システム（株）

管１
福井レジン（株）

管１機１
福永電機
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007905 坂井　征夫 法 無 3,000千円 1802

0776-73-4867 〒919-0632 福井県あわら市春宮２－１７－２１

18-010346 福澤　栄一 個 有 1801
0776-63-3406 〒910-1222 福井県吉田郡永平寺町諏訪間２７

18-011231 福島　弘一 法 無 300千円 1810
0770-52-5727 〒917-0006 福井県小浜市小松原２－１８－３

18-004056 福嶋　新治 法 無 10,000千円 1801
0776-34-1606 〒918-8104 福井県福井市板垣３－１５０１

18-010312 柳原　研二 個 有 1801
0776-61-0016 〒910-1117 福井県吉田郡永平寺町松岡神明３－２４－１

18-001641 内田　宏治 法 有 20,000千円 1805
0778-52-3355 〒916-0004 福井県鯖江市糺町２９－１３－２

18-010903 鴨林　真市 法 無 1,000千円 1809
0770-47-5591 〒914-0045 福井県敦賀市古田刈６９－４０７

18-004324 玉田　康二 法 有 30,000千円 1802
0776-73-1208 〒919-0615 福井県あわら市池口５－４６

18-011674 白﨑　由浩 法 無 1,000千円 1804
0779-88-3308 〒911-0033 福井県勝山市栄町２－２－１７

18-001503 嶋口　茂和 法 無 30,000千円 1810
0770-52-1232 〒917-0054 福井県小浜市伏原２３－１１－１

18-011256 山本　義哲 法 無 1,000千円 1802
0776-63-5584 〒913-0037 福井県坂井市三国町黒目２０－５－３

18-008571 久米　進 法 無 3,000千円 1802
0776-82-7378 〒913-0037 福井県坂井市三国町黒目２０－５－３

18-011534 福田　賢治 個 無 1803
0779-64-1973 〒912-0433 福井県大野市木本３８－３

（有）福建工業

土１と１鋼１機１解１
福伸工業（株）

管１機１
（株）福伸電気商会

電１
（株）フクセン

絶１
福島屋

電１管１
（株）フクシン

土２建２大２左２と２石２屋２電２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２機１絶２井１具２水１解２
福信工業（株）

土１舗１
福沢鉄工所

建１鋼１
福島建設（株）

と１し１
福嶋断熱工業（株）

左１と１タ１

土２と２管１鋼２舗２塗２園２水２解２
（株）福潜

土１と１
（有）福潜工業

土１と１
福田左官
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009586 福田　茂博 個 有 1806

0778-21-1849 〒915-0861 福井県越前市今宿町２５－６

18-011178 福田　治 法 無 9,000千円 1805
0778-52-1653 〒916-1105 福井県鯖江市吉谷町４５－１２３

18-010933 福谷　淳一 法 有 14,100千円 1810
0770-53-2062 〒917-0054 福井県小浜市伏原３１－２３－１

18-007427 井村　純子 法 有 10,000千円 1801
0776-52-1100 〒910-0842 福井県福井市開発５－２００４

18-006623 笠原　徳史 法 有 5,000千円 1805
0778-53-1210 〒916-0054 福井県鯖江市舟津町２－２－２

18-010114 福田　康平 法 無 10,000千円 1801
0776-54-0111 〒910-0843 福井県福井市西開発４－７１９

18-010445 田中　猛雄 法 有 10,000千円 1801
0776-33-2225 〒918-8188 福井県福井市三尾野町２９－２－１４

18-001743 福地　正宗 法 無 25,500千円 1809
0770-22-4520 〒914-0136 福井県敦賀市砂流４４－７－１

18-001167 清水　栄一 法 無 36,000千円 1801
0776-36-2315 〒918-8012 福井県福井市花堂北２－１５－２１

18-008831 野中　一人 法 無 30,000千円 1801
0776-97-9280 〒910-0138 福井県福井市東森田１－９０７

00-021996 藤井　政志 法 有 50,000千円 1801
0776-57-1120 〒918-8218 福井県福井市河増町第９－１８－１

00-019528 八木　誠一郎 法 有 2,193,900千円 1801
0776-38-8001 〒918-8585 福井県福井市三十八社町３３－６６

18-007650 宇野　勝彦 法 無 10,000千円 1801
0776-54-8250 〒918-8232 福井県福井市荒木別所町８－１７－３

土１舗１
福種（株）

園１
（有）福田木材

建１
福田木材（株）

フクダ住設

建１
福田土木（株）

土１と１鋼１
（株）福谷建材

建１大１屋１タ１内１具１
（有）福飛建設

土１と１舗１

建１
福徳設備工業（株）

土１と１管２舗１水１
福日機電（株）

土２電２管２鋼２機２井１水１消１
フクビ化学工業（株）

建１大１
（株）福地

内１具１
（株）福地組

土２建１大１と２石２管１タ１鋼２筋２舗２し２塗２園２水２
福登建設（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-000285 丹羽　澄男 法 無 20,000千円 1801

0776-54-4060 〒918-8206 福井県福井市北四ッ居町６１４

18-010677 猿渡　和義 法 無 3,000千円 1810
0770-72-6171 〒919-2382 福井県大飯郡高浜町東三松６－３－１

18-009798 田中　博 個 無 1803
0779-65-7340 〒912-0013 福井県大野市堂本２３－６

00-023934 福村　鉄二 法 有 19,000千円 1810
0770-72-6200 〒919-2201 福井県大飯郡高浜町和田１１７－１２－１

18-004995 野口　外志夫 法 有 10,000千円 1801
0776-25-3526 〒910-0032 福井県福井市堀ノ宮１－５１９

18-000778 辻広　絵里子 法 無 16,000千円 1801
0776-35-3127 〒918-8025 福井県福井市江守中町８－１８

18-011284 藤井　智也 法 無 3,000千円 1806
0778-42-2324 〒915-0216 福井県越前市市野々町５－１４

18-004782 藤井　武夫 法 無 10,000千円 1801
0776-34-2240 〒918-8025 福井県福井市江守中７－２０

18-004854 友重　博光 法 無 25,000千円 1802
0776-66-1986 〒910-0361 福井県坂井市丸岡町安田新１３－１－１

18-009805 藤井　洋造 法 有 15,000千円 1806
0778-22-5150 〒905-0076 福井県越前市国府２－５－１０

18-001738 百足　一隆 法 有 20,000千円 1804
0779-87-1235 〒911-0035 福井県勝山市郡町１－２２９

18-006681 藤川　貴浩 法 無 20,000千円 1809
0770-64-1278 〒919-1504 福井県三方上中郡若狭町大鳥羽１３－４８

18-003468 藤倉　寛造 法 無 10,000千円 1802
0776-66-1636 〒910-0224 福井県坂井市丸岡町八ケ郷１３－２０－２

福武電工（株）

電２通１
（有）福舞工業

管１板１
（株）藤井造園

園１
藤井防災エネルギー（株）

消１
藤川建設（株）

建１具１
フクレキ工業（株）

土１と１鋼１舗１解１
藤井空調（株）

管１
（株）フジイ工業

土１建１と１
福美塗装

塗１
フクムラ仮設（株）

と１解１
（株）フクモト商会

土１と１石１舗１園１解１
（有）藤川設備

土１管２水１
（有）藤倉組

土１と１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008846 菅沼　正明 法 有 10,000千円 1801

0776-34-7123 〒918-8013 福井県福井市花堂東１－１７－８

18-011434 藤田　裕一 個 無 1810
0770-72-1225 〒919-2212 福井県大飯郡高浜町鐘寄１２－１－２

18-000976 板谷　道郎 法 無 10,000千円 1802
0776-66-0122 〒910-0243 福井県坂井市丸岡町石城戸町１－３１

18-003717 三屋　啓乃 法 無 10,000千円 1804
0779-88-6016 〒911-0016 福井県勝山市野向町龍谷１３－１

18-007540 野川　正文 法 無 4,000千円 1801
0776-63-2573 〒910-1206 福井県吉田郡永平寺町栃原１９－１０１

18-004409 藤沢　修 個 無 1804
0779-88-0908 〒911-0034 福井県勝山市滝波町３－９３２－１

18-004052 藤澤　幸一 法 有 20,000千円 1809
0770-25-3556 〒914-0065 福井県敦賀市松栄町４－９

18-002198 宮川　誠 法 無 3,000千円 1804
0779-87-1428 〒911-0803 福井県勝山市旭町２－２－２６

18-009293 竹盛　輝 法 無 3,000千円 1810
0770-52-1804 〒917-0072 福井県小浜市千種１－９－１０

18-004532 藤原　加代子 法 無 12,000千円 1810
0770-56-2200 〒917-0027 福井県小浜市生守３９－２

18-008475 藤田　武 法 無 10,000千円 1801
0776-33-7977 〒918-8067 福井県福井市飯塚町２９－１１１

18-010106 藤田　昭博 法 無 10,000千円 1801
0776-63-2604 〒910-1216 福井県吉田郡永平寺町光明寺４１－４

18-010486 藤田　育久 法 無 5,000千円 1810
0770-59-1199 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷４１－１－１

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１水１解１
（有）富士工業所

屋１板１
藤沢建設

土１と１
（株）藤沢事業

管１
フジケン

大１
不二建設（株）

土１と１管１舗１水１
フジ工業（株）

フジクリーン福井（株）

土１と１舗１解１

内１
（株）藤田

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
フジタ（株）

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
（株）フジタ

土１建１と１電１管１鋼１板１塗１機１絶１消１
（有）藤澤造園

園１
（有）富士制電

電１
（株）ふじ装美
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-002444 藤田　安幸 法 有 6,000千円 1809

0770-45-3086 〒919-1312 福井県三方上中郡若狭町相田５５－１０

18-007871 藤田　憲弘 法 有 5,000千円 1809
0770-37-2114 〒919-1205 福井県三方郡美浜町佐田５０－９

18-006804 藤田　昌稔 法 無 3,000千円 1809
0770-38-1555 〒919-1203 福井県三方郡美浜町菅浜９１－２３

18-001978 藤田　賢一 法 無 10,000千円 1801
0776-55-0133 〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町１１－２１－１

18-010108 三浦　博之 法 無 40,000千円 1801
0776-63-1221 〒910-1224 福井県吉田郡永平寺町寺本２４－１

18-006408 三浦　博之 法 無 10,000千円 1801
0776-63-1211 〒910-1224 福井県吉田郡永平寺町寺本２４－１

18-010871 藤田　隆介 法 無 7,000千円 1801
0776-56-2340 〒910-0142 福井県福井市上森田３－３０３

18-011424 藤田　晃司 法 無 3,000千円 1801
0776-43-0407 〒918-8237 福井県福井市和田東１－１７０３－３

18-001143 藤田　武司 法 無 20,000千円 1810
0770-52-0639 〒917-0072 福井県小浜市千種１－１－１１

18-007330 藤田　守夫 個 無 1802
0776-78-6897 〒910-4137 福井県あわら市中番２８－１１

18-010071 藤田　周二 法 無 3,000千円 1801
0776-38-3875 〒918-8154 福井県福井市冬野町５－４２

18-011327 藤田　昇 法 無 3,000千円 1804
0779-88-2215 〒911-0803 福井県勝山市旭町２－６－５１

18-006701 藤本　彰一 法 無 3,000千円 1809
0770-23-8713 〒914-0045 福井県敦賀市古田刈６７－１０２５

（有）藤田組

土１と１管１舗１水１解１
（有）藤田興建

土１建１大１左１と１石１鋼１舗１し１塗１防１解１
（有）藤田工務店

電２
藤田電工

電１
（有）藤田電工

電１
（同）ふじた板金工業所

建１大１
（株）フジタ住建

建１大１屋１タ１内１
（株）藤田設備

管１
藤田電機（株）

建１
藤田さく泉工業（株）

と１管１井１
藤田社寺（株）

建１
藤田社寺建設（株）

板１
（有）フジテクニカル工業

と１管１鋼１機１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-006508 青木　儀雄 法 無 10,000千円 1801

0776-98-4370 〒910-3634 福井県福井市大森町１０８－３－８

18-008222 藤田　洋介 法 無 3,000千円 1801
0776-22-8822 〒910-0015 福井県福井市二の宮１－３－２９

18-004726 城本　重博 法 有 25,000千円 1805
0778-52-3900 〒916-0022 福井県鯖江市水落町１４－７

18-011525 藤井　憲渡 法 無 3,000千円 1801
0776-36-8239 〒918-8037 福井県福井市下江守町３０－４１

18-000417 藤原　義信 法 無 10,000千円 1810
0770-67-2048 〒917-0381 福井県大飯郡おおい町名田庄三重４４－５

18-010705 藤原　経夫 個 無 1806
0778-45-1336 〒919-0118 福井県南条郡南越前町長沢１９－７０

18-010393 勝本　英治 法 有 10,000千円 1801
0776-21-3500 〒918-8239 福井県福井市成和１－１１１

18-003000 藤間　弥栄子 法 無 7,000千円 1804
0779-88-0768 〒911-0804 福井県勝山市元町１－１５－３１

18-010735 藤田　敏美 個 無 1810
0770-501790 〒919-2384 福井県大飯郡高浜町青２０－１－２

18-003539 岩田　芳久 法 無 15,000千円 1803
0779-66-3412 〒912-0022 福井県大野市陽明町２－８０７

18-010879 藤本　政憲 法 無 5,000千円 1801
0776-50-2339 〒910-0067 福井県福井市新田塚２－１６－１

18-000407 藤本　勲 法 有 20,000千円 1810
0770-52-1388 〒917-0075 福井県小浜市南川町１７－１－２

18-005172 藤本　優一 法 無 3,000千円 1809
0770-25-0962 〒914-0131 福井県敦賀市公文名２２－７５－３

土１と１管１舗１塗１解１
藤原工業

と１解１
富士フソー工事（株）

建１屋１
（有）フジマ塗装

電１
（株）冨士土建

土２と２鋼２舗２塗２園１水２解２
（株）藤飛工業

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
（有）藤原組

（株）フジ鉄工

土１建１と１管１鋼１機１水１
藤電機（有）

土１と１石１舗１園１
（株）藤本建設

土２建２と２管１水２解２
（有）藤本建設工業

と１鋼１

塗１
藤美工業

土１と１
（有）伏見屋設備

土１建１と１管１機１水１消１
（株）藤本グリーン
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007048 藤本　豊 個 有 1809

0770-23-8541 〒914-0052 福井県敦賀市清水町１－１０－８

18-007997 藤本　和教 法 無 3,000千円 1809
0770-32-0760 〒919-1132 福井県三方郡美浜町佐柿５７－１４

18-005951 吉田　孝弘 法 有 3,000千円 1805
0778-51-1455 〒916-0021 福井県鯖江市三六町１－４－６

18-005264 藤本　憲一 法 無 3,000千円 1809
0770-22-5707 〒914-0075 福井県敦賀市曙町６－２１

18-008442 村上　誠 法 無 10,000千円 1810
0770-67-2825 〒917-0371 福井県大飯郡おおい町小倉２０－１０

18-001717 牧野　友哉 法 無 3,000千円 1801
0776-53-5327 〒910-0804 福井県福井市高木中央１－２３０１－１

18-004919 前田　悟郎 法 有 3,000千円 1809
0770-23-6588 〒914-0146 福井県敦賀市金山３３－６－１

18-010121 石山　哲雄 法 無 3,000千円 1801
0776-54-6371 〒910-0833 福井県福井市新保３－７１５－１

18-007632 森下　倫子 法 無 10,000千円 1801
0776-27-6306 〒918-8238 福井県福井市和田１－４－１０

18-003969 小林　満只 法 有 10,000千円 1805
0778-51-2360 〒916-0004 福井県鯖江市糺町４４－２８

18-011640 船井　正伯 個 有 1809
0770-23-6211 〒914-0142 福井県敦賀市莇生野８４－３－５

18-006122 船曵　智治 個 無 1801
0776-36-2477 〒918-8056 福井県福井市若杉浜２－３０１－１

18-007257 冨田　洋助 法 無 10,000千円 1810
0770-72-3300 〒919-2222 福井県大飯郡高浜町岩神１５－１９－１

建１
（有）藤本工務店

建１
（有）藤本電機商会

建１電１
（有）藤本塗装店

ふじもと建築

建１解１
船井建築

建１大１内１
船曵左官

左１
（株）冨洋

鋼１
（有）二葉塗装店

塗１
（株）淵之上工務店

建１
（有）不動建設

塗１
富士良建設（株）

土１建１管１
（有）双葉設備工業所

管１
（有）双葉鉄工

建１電１管１内１解１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011611 宮﨑　駿 法 無 5,000千円 1801

0776-24-3682 〒910-0026 福井県福井市光陽１－１１－４

18-010848 漆﨑　勝英 個 無 1801
0776-54-5308 〒910-0801 福井県福井市寺前町３－２２－３

18-011018 松井　吉治 個 有 1802
0776-89-1766 〒910-0303 福井県坂井市丸岡町猪爪７－１０

18-011131 恩地　修一 法 無 2,000千円 1801
0776-76-7002 〒918-8046 福井県福井市運動公園１－４６１２

18-008678 山本　一彦 法 無 10,000千円 1805
0778-52-5521 〒916-0029 福井県鯖江市北野町１２－１０

18-004717 山岸　久人 法 無 10,000千円 1809
0770-23-3696 〒914-0042 福井県敦賀市石ヶ町７－１

18-007940 池上　昌彦 法 無 3,000千円 1801
0776-53-0665 〒918-8202 福井県福井市大東１－７－１３

18-007446 古川　美代子 法 無 8,000千円 1802
0776-66-4000 〒919-0503 福井県坂井市坂井町長屋１９－１２

18-008911 古川　正治 個 有 1803
0779-66-3269 〒912-0061 福井県大野市篠座８９－１６

18-009375 古川　康博 法 無 8,000千円 1801
0776-25-3829 〒910-0017 福井県福井市文京６－１８－１

18-011328 古川　晴康 法 無 300千円 1810
0770-72-2423 〒919-2204 福井県大飯郡高浜町青戸１－１－２９

18-002942 古川　輝則 法 無 10,000千円 1801
0776-35-0422 〒918-8021 福井県福井市門前１－１１０

18-011427 古川　淳也 法 無 5,000千円 1801
0776-52-0160 〒910-0805 福井県福井市高木２－１００１－２０

建１電１管１機１
（株）プリベント

消１
（有）古川建設

土１と１鋼１舗１水１
古川建設工業

建１内１
（株）プランゾ

土１建１
プラントサービス（株）

機１
（株）プラントテクノス

（株）ＰＲＩＤＥＬ

建１大１内１
ブライト

と１
プラスミックス

管１
（株）古川電気工事

電１管１

建１
（有）古川工業

土１建１と１鋼１
（同）古川工業所

機１
（株）古川設備工業
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010595 古木　隆一 個 無 1810

0770-56-3058 〒917-0027 福井県小浜市生守１－３２－３

18-002121 橋口　浩一 法 無 20,000千円 1801
0776-53-0311 〒910-0843 福井県福井市西開発４－６１１

18-007855 古谷　晋吾 法 無 10,000千円 1801
0776-54-0818 〒918-8221 福井県福井市堅達町２４－３９－１

18-011144 島村　真人 法 有 8,880千円 1801
0776-26-1437 〒910-0005 福井県福井市大手２－２２－３０－１０１

18-008043 海道　寛幸 法 無 10,000千円 1801
0776-28-5636 〒918-8231 福井県福井市問屋町２－１１９－１

18-011282 中川　茂雄 法 無 5,000千円 1802
0776-51-0578 〒919-0434 福井県坂井市春江町境元町６－４

18-010615 山形　龍春 法 無 5,000千円 1808
0778-36-0989 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田１５８－２０

18-011721 三寺　康信 法 有 3,000千円 1802
0776-66-3584 〒910-0232 福井県坂井市丸岡町霞ケ丘１－２５

18-008557 山田　誠 法 有 10,000千円 1805
0778-65-0041 〒916-1221 福井県鯖江市西袋町４１１

18-008974 吉川　浩司 法 有 10,000千円 1802
0776-60-0312 〒919-0476 福井県坂井市春江町針原２２－１４－１

18-010124 鈴木　雅之 法 有 3,000千円 1810
0770-56-5651 〒917-0024 福井県小浜市和久里３５－２０－８

18-011675 義基　賢 個 無 1809
0770-25-5315 〒914-0035 福井県敦賀市山泉２８－４－２８

18-003500 河上　剛志 法 無 20,000千円 1801
0776-53-1833 〒910-0804 福井県福井市高木中央２－７１６

建２内２具２解２
（株）古谷工務店

建１
（株）フレア

建１
（有）フレックス

古木工業

機１
（株）古崎

と１解１
平成住宅

建１大１解１
平成電工（株）

電２通１消１

建１
（株）文六

管１
（株）平成ケーワイ

管１
平成実業（有）

電１管１
（株）フローズ

管１
（株）プロテクト

土１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１塗１防１内１水１
（株）フロンティアジャパン
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009055 元井　孝則 法 有 10,000千円 1809

0770-25-5731 〒914-0141 福井県敦賀市莇生野８１－４－２

18-006386 木戸　正導 個 無 1809
0770-22-9200 〒914-0138 福井県敦賀市櫛林１８－１－１

18-010510 東　博幸 法 無 3,000千円 1801
0776-53-8248 〒910-0859 福井県福井市日之出５－１５－２

18-011084 岩倉　弘和 法 無 2,000千円 1801
0776-24-0862 〒910-0016 福井県福井市大宮２－９－１０

18-011507 本間　秀次郎 法 無 500千円 1810
0770-52-5048 〒917-0004 福井県小浜市湊１１－２０－２

18-010257 森口　彰男 法 無 10,000千円 1810
0770-77-1081 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷１４６－１９－１

18-006305 山浦　成暁 法 無 10,000千円 1801
0776-63-5240 〒918-8058 福井県福井市加茂緑苑町８０６

18-011233 籔根　隆広 法 無 1,000千円 1801
0776-97-9499 〒919-0322 福井県福井市上河北町１０－３

18-008845 浦島　俊高 法 有 10,000千円 1801
0776-26-0555 〒918-8231 福井県福井市問屋町３－２１１

18-010286 近藤　誠一郎 法 無 20,000千円 1801
0776-61-4111 〒910-1121 福井県吉田郡永平寺町松岡吉野２３－７－２

18-000474 足立　道男 法 無 100,000千円 1804
0779-87-2660 〒911-0802 福井県勝山市昭和町１－１１－３８

18-010384 高崎　貴義 個 無 1802
0776-65-0759 〒919-0631 福井県あわら市高塚１－５４－１

18-010497 山口　薫 法 無 20,000千円 1809
0770-22-3006 〒914-0016 福井県敦賀市余座４－１－１

（株）平成ポンプクリート

塗１
（株）ヘリオスフィア

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）ボイラ整備センター

管１機１絶１
（株）宝永

塗１
（株）ＢＡＳＥ

土１と１舗１
（株）ヘクセルテクノサービシズ

電１消１
（株）ベストワーク

と１
ペインターＫＩＤＯ

塗１
ペイントアズマ（株）

塗１
（株）ペイントイワクラ

土２と２舗２解１

と１
（株）豊栄建設

土２建２と２石２鋼２舗２し２解２
望建

建１大１屋１タ１内１
（株）豊国工務店
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009212 木村　和聖 法 無 10,000千円 1801

0776-36-2626 〒918-8106 福井県福井市木田町２５０７－２

18-011538 中谷　史恵 法 無 5,000千円 1803
0779-64-5780 〒912-0015 福井県大野市中挾２－１０２

18-011230 宝泉　一彦 法 無 3,000千円 1801
0776-98-3268 〒910-3634 福井県福井市大森町１９－４－１

18-005841 木下　勝元 法 有 10,000千円 1801
0776-27-0001 〒910-0056 福井県福井市里別所新町５０５

18-006201 荒井　洋平 法 無 10,000千円 1801
0776-54-7801 〒910-0843 福井県福井市西開発３－７１９

18-008567 堀居　大輔 法 有 10,000千円 1809
0770-20-1188 〒914-0061 福井県敦賀市蓬莱町１４－７

18-011408 奥野　将充 法 無 9,600千円 1802
0776-50-3645 〒910-0273 福井県坂井市丸岡町長畝１５－１－１

18-010632 坂口　一男 法 有 10,000千円 1801
0776-53-7395 〒910-0837 福井県福井市高柳２－１６０５

18-009562 片山　禎久 法 無 3,000千円 1801
0776-33-3090 〒918-8046 福井県福井市運動公園１－４５０１

18-011115 山本　丈雄 法 有 30,000千円 1801
0776-55-1302 〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町３９－１１

18-007791 斎藤　政幸 個 無 1805
0778-62-1150 〒916-0075 福井県鯖江市漆原町１－１－１

18-008262 福島　宏 法 有 10,000千円 1806
0778-22-9331 〒915-0892 福井県越前市氷坂町２１－５－１

18-009172 野﨑　良浩 法 有 3,000千円 1806
0778-45-1571 〒919-0125 福井県南条郡南越前町宇津尾３６－１

筋１
（株）法美社

建１鋼１塗１防１内１具１
（株）宝来社福井

建１大１内１
（株）ホーエイ

豊國福井（株）

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
（合）豊実

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
（有）宝泉鉄筋工業

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１解１
ホクエーメンテナンス（有）

土１と１園１

建１
（株）ホームセンターみつわ

建１
ホームビルダー幸建

建１
（有）ホクエー産業

土１と１石１
（株）ポーテック

土１と１
（株）ホーマー電機

電１
（有）ホームクリーン福井
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-000634 北出　政憲 法 有 10,000千円 1802

0776-77-2260 〒910-4105 福井県あわら市舟津１－１２－１

18-001997 飯田　ひとみ 法 無 20,000千円 1804
0779-64-5171 〒911-0841 福井県勝山市鹿谷町発坂１５－３４

18-010427 土田　和哉 法 有 10,000千円 1801
0776-24-5511 〒910-0015 福井県福井市二の宮３－２６－１５

18-004123 増田　敏二 法 有 30,000千円 1801
0776-54-3321 〒910-0831 福井県福井市若栄町３０８

18-010267 土田　淳一 法 有 10,000千円 1806
0778-21-3433 〒915-0802 福井県越前市北府１－１－８６

00-019414 惠美　健一 法 有 50,000千円 1801
0776-38-3833 〒918-8152 福井県福井市今市町６６－２０－２

18-010250 茂原　健夫 法 有 20,000千円 1801
0776-29-1166 〒918-8231 福井県福井市問屋町１－３３

18-000726 伊林　健吾 法 有 20,000千円 1806
0778-22-1305 〒915-0084 福井県越前市村国２－１－１１

18-003797 若杉　清文 法 有 10,000千円 1801
0776-36-2678 〒918-8018 福井県福井市大島町１字北蔵８

18-009257 北川　貞純 法 無 9,000千円 1805
0778-54-0078 〒916-0081 福井県鯖江市石田下町３７－１１－２

18-009128 北川　清則 法 無 3,000千円 1801
0776-98-4251 〒910-3607 福井県福井市清水杉谷２６－９８

18-004617 二宮　紀仁 法 無 10,000千円 1809
0770-24-2728 〒914-0042 福井県敦賀市石ヶ町２－１

18-010821 高崎　智央 法 有 9,750千円 1801
0776-22-2331 〒918-8239 福井県福井市成和２－１１１８－２

北越建設（株）

建１
北越道路（株）

土２建２左２と２石２管２鋼２塗２防２内２園２水２解２
北新電機（株）

電１管１
（株）北成

筋１
（有）北清工業

電１管１機１
ホクコンマテリアル（株）

と１
（株）ホクシス

内１
北信建設（株）

土２と２鋼２舗２し２塗２
ホクカプロ（株）

電１鋼１内１
北鋼産業（株）

解１
ホクコンエンジニアリング（株）

と１
北星産業（株）

管１鋼１機１
（株）ほくたい

土１と１石１鋼１舗１し１水１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007868 真柄　省三 法 有 10,000千円 1801

0776-36-0302 〒918-8122 福井県福井市下馬３－１２０９

18-011091 北　美男 法 無 4,000千円 1801
0776-55-1389 〒910-0101 福井県福井市つくし野３－７１２

00-015642 宮本　功 法 無 20,000千円 1802
0776-51-5858 〒919-0464 福井県坂井市春江町江留上錦１４７

18-009406 佐々木　賢一 法 無 10,000千円 1801
0776-34-3288 〒918-8016 福井県福井市江端町５－１１

18-000710 酒井　修 法 無 20,000千円 1801
0776-52-2640 〒910-0843 福井県福井市西開発３－３０１－１０

18-011472 中村　彰宏 法 有 3,000千円 1801
0776-76-3268 〒910-0125 福井県福井市石盛１－５０９

18-011375 前田　武彦 法 有 9,000千円 1806
0778-24-2414 〒915-0857 福井県越前市四郎丸町２２－１９－２

18-011229 森谷　利規 法 有 7,500千円 1801
0776-23-6401 〒918-8238 福井県福井市和田２－９２３－２

18-011125 田渕　博 法 有 5,000千円 1801
0776-89-1536 〒910-0138 福井県福井市東森田１－１９０１

18-006129 堀川　喜量 法 有 10,000千円 1801
0776-21-9810 〒910-0061 福井県福井市舟橋新１－９０１

18-006740 歸山　秀幸 法 無 3,000千円 1801
0776-23-7780 〒910-0853 福井県福井市城東４－１１－３

18-006866 木下　高廣 法 有 30,000千円 1801
0776-97-2515 〒910-3511 福井県福井市白滝町６７－２

18-005686 藤澤　千秋 法 無 10,000千円 1809
0770-23-3245 〒914-0821 福井県敦賀市櫛川２９－１６－４

屋１
（株）北陸アロー機器

管２機１井１水１消１
（株）北陸遺品整理

解１
北陸ウインドウ（有）

建１と１具１
北美（合）

土１
（株）北陽製作所

機１
（有）ホクヨ瓦工業

（株）ホクト

建１と１管１塗１機１絶１

と１
北陸架設工業（有）

機１
（株）北陸環境サービス

土１と１鋼１舗１し１水１
北陸機工（株）

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１具１
北陸運輸興業（株）

機１
北陸エコシステム（株）

電１通１
ホクリクオーケイ（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010606 仲倉　史弘 法 有 15,000千円 1805

0778-62-4330 〒916-0068 福井県鯖江市二丁掛町１４－３－１

18-000532 野坂　敬治 法 無 10,000千円 1801
0776-22-8631 〒910-0057 福井県福井市里別所町９－７

18-008392 織田　政一 法 無 3,000千円 1801
0776-56-2422 〒910-0142 福井県福井市上森田２－３０２

18-006052 和田　博克 法 無 20,000千円 1809
0770-22-2122 〒914-0125 福井県敦賀市若葉町１－７０５

18-004154 砂長谷　佳幸 法 有 15,000千円 1801
0776-21-4766 〒910-0015 福井県福井市二の宮４－３７－３２

00-003430 谷根　雅彦 法 有 32,000千円 1801
0776-24-1700 〒910-0004 福井県福井市宝永４－６－３

18-008020 大橋　俊雄 法 有 10,000千円 1801
0776-24-9478 〒910-8231 福井県福井市問屋町１－１１４

18-011041 菊川　賢彦 個 無 1801
0776-22-2501 〒910-0806 福井県福井市高木町２４－３７－２

18-011080 中谷　晃 個 無 1801
0776-34-0903 〒918-8007 福井県福井市足羽５－１２－４１

18-010805 橋本　忠志 法 有 35,000千円 1805
0778-51-6785 〒916-0022 福井県鯖江市水落町７－２２－２

18-006425 牧野　洋之 法 有 10,000千円 1801
1776-24-2309 〒910-0015 福井県福井市二の宮１－９－２１

00-023141 佐々木　伸 法 有 55,000千円 1801
0776-54-4455 〒910-0846 福井県福井市四ツ井１－１４－５

18-011052 宮前　新一 法 有 3,000千円 1809
0770-25-3206 〒914-0821 福井県敦賀市櫛川９３－３１１

北陸技術サービス（株）

電１
（株）北陸建機

土１と１鋼１塗１解１
（株）北陸建工

解１
北陸電機（株）

電１
北陸電装工業（株）

電１通１
北陸東工シャッター（株）

土２建２と２電２管２鋼２機２井１水２消２
（株）北陸ダンハイト

内１絶１
北陸テクニード

板１
北陸デモリション企画

具１
（株）北陸サーマル

土２建２大２と２管２機１水２消１
北陸サニーリフト販売サービス（株）

電１管１機１消１
北陸設備工業（株）

具１
（有）北陸美装

と１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-005895 山崎　清忠 法 有 10,000千円 1802

0776-82-6312 〒913-0016 福井県坂井市三国町三国東３－１－２６

18-011168 小坂　一仁 法 無 3,000千円 1801
0776-25-3312 〒918-8231 福井県福井市問屋町１－１５２

18-011404 福野　耕治 法 有 5,000千円 1804
0779-87-0756 〒911-0033 福井県勝山市栄町３－７－６

18-010383 森　大輔 法 有 10,000千円 1801
0776-53-6585 〒910-0831 福井県福井市若栄町８０１

18-001991 山崎　康生 法 無 10,000千円 1801
0776-97-6887 〒910-0851 福井県福井市米松１－１４－１１

18-002577 坪井　眞 法 有 40,000千円 1806
0778-23-7403 〒915-0806 福井県越前市本保町２４－４３

18-011304 松山　晋也 法 無 5,000千円 1804
0779-87-2753 〒911-0804 福井県勝山市元町３－４－３６

18-011259 星原　淳 法 無 3,000千円 1802
0776-97-5499 〒919-0604 福井県あわら市自由ヶ丘２－１１－１８

18-011698 ベイカー　ダコタ 法 無 20千円 1801
0776-92-0517 〒918-8067 福井県福井市飯塚町８－１１２－１

18-008375 細井　吉美 法 無 5,500千円 1807
0778-42-1933 〒915-0251 福井県越前市東庄境４２－１０－４

18-004351 細井　勝弘 法 無 10,000千円 1802
0776-51-6535 〒919-0487 福井県坂井市春江町正善６

18-000127 細川　隼人 法 無 10,000千円 1806
0778-22-0090 〒915-0091 福井県越前市高木町２５－８－１

18-007539 細川　光男 法 無 10,000千円 1808
0778-34-1709 〒916-0144 福井県丹生郡越前町佐々生５３－５１－１

土１と１園１
北陸ロード（株）

土２と２鋼２塗２
（株）ＨＯＪＩ

通１
（株）ほしはら

建１管１
（株）北陸無線

管１
（株）北陸溶接検査事務所

機１
北陸緑化（株）

北陸ビルサービス（株）

園１
（有）北陸プランニング

鋼１
細川電気工事（株）

電１
（有）細川電工

電１管１機１通１消１

園１
（株）ポセイドン

管１
（有）細井設備

管１水１
細井鉄司（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011496 細田　正信 法 無 3,000千円 1801

0776-41-1754 〒919-0302 福井県福井市上細江町１６－５

18-001600 黒澤　広行 法 無 20,000千円 1804
0779-89-1888 〒911-0043 福井県勝山市荒土町新保１字池田１０１

18-011306 保田　幸蔵 法 無 4,440千円 1801
0776-61-6543 〒910-1125 福井県吉田郡永平寺町松岡西野中２６－３０４

18-010809 保田　裕士 法 有 1,000千円 1801
0776-61-6044 〒910-1127 福井県吉田郡永平寺町松岡吉野堺１０－６６－２

18-006396 濱野　達巳 法 有 20,000千円 1809
0770-23-1033 〒914-0272 福井県敦賀市赤崎４４－８－１

18-007019 堀田　英美子 法 無 7,000千円 1803
0779-64-1007 〒912-0414 福井県大野市野中１０－３

18-000988 堀居　秀夫 法 有 20,000千円 1809
0770-21-7060 〒914-0061 福井県敦賀市蓬莱町１０－１７

18-001084 堀井　文照 法 無 10,000千円 1801
0776-26-3076 〒910-0856 福井県福井市勝見２－５－１８

18-008502 堀岡　一也 法 無 10,000千円 1801
0776-36-1361 〒918-8037 福井県福井市下江守町８－１５

18-011516 堀口　仁 個 無 1810
0770-50-1260 〒919-2224 福井県大飯郡高浜町薗部５５－１６

18-000424 堀　和雄 法 無 35,000千円 1808
0778-36-0203 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田１７－１８

18-004104 堀　正人 法 無 40,000千円 1801
0776-59-1536 〒910-3112 福井県福井市御所垣内町８－３１

18-009693 堀田　達也 法 有 3,000千円 1801
0776-35-2156 〒918-8005 福井県福井市みのり１－８－２１

建１
（株）細野建設

土１と１
（株）保田建築板金工業

板１
（株）保田工業

（株）細田建築

建１大１左１と１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１具１
堀建設（株）

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
堀建設（株）

土１建１大１と１
（株）堀田製作所

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
（株）堀井工務店

建１
ホリオカ機工（株）

と１鋼１機１
堀口建設ＢｌｕｅＬｅａｆ

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１解１
（株）北興

土１と１鋼１舗１解１
（有）堀田組

土１鋼１水１
（株）堀居組

鋼１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011683 堀田　淳 法 無 3,000千円 1801

0776-28-1587 〒910-0029 福井県福井市日光２－２７１０

18-004121 堀　真人 法 無 10,000千円 1801
0776-22-0325 〒910-0022 福井県福井市花月４－１０－１６

18-010291 堀　敬彦 個 無 1810
0770-56-1716 〒917-0241 福井県小浜市遠敷８－３１０－１

18-006836 大畑　史郎 法 有 10,000千円 1802
0776-73-0390 〒919-0621 福井県あわら市市姫５－１－３９

18-000387 笹岡　一 法 無 15,000千円 1801
0776-83-0561 〒910-3255 福井県福井市大年町４３－１７

18-007323 山田　君子 法 無 3,000千円 1802
0776-77-3113 〒910-4134 福井県あわら市上番４０－１２－２９

18-005611 本夛　成彦 法 有 10,000千円 1802
0776-82-1030 〒913-0047 福井県坂井市三国町神明２－１０－３２

18-011206 本多　仁 法 無 10,000千円 1801
0776-26-4466 〒910-0063 福井県福井市灯明寺３－１２０

18-001545 本多　徹 法 無 10,000千円 1802
0776-79-1508 〒910-4272 福井県あわら市北潟２５３－４３－１

18-006021 本多　幸雄 法 無 5,000千円 1801
0776-41-2178 〒910-2143 福井県福井市宿布町３－１６－６

18-007764 本多　繁広 法 無 10,000千円 1802
0776-79-1145 〒910-4272 福井県あわら市北潟５９－１５－１

18-008500 本間　朝吉 法 無 8,000千円 1810
0770-53-1610 〒917-0004 福井県小浜市湊１１－２０－２

18-011143 内田　龍 法 有 5,000千円 1801
0776-88-2216 〒910-3404 福井県福井市大丹生町１１８－６－２

土１と１舗１
（株）本夛

ガ１機１具１
（株）本多家具工業

内１具１
（株）本多工務店

電１
（株）ぼん

建１内１
本郷土建（株）

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
本荘建設（有）

（株）ホリタ板金

屋１板１
（株）ホリチューボー

管１機１
堀電気工事

土１と１石１鋼１舗１し１塗１機１水１解１
マーレファクトリー（株）

建１

建１鋼１内１
（有）本多プラント

管１機１水１
本多木材（株）

建１
本間建設（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011401 牧野　智樹 法 有 10,000千円 1801

0776-50-2743 〒910-0122 福井県福井市石盛町８１２

18-007862 山田　龍基 法 無 10,000千円 1801
0776-33-3501 〒918-8106 福井県福井市木田町１９１４

18-007711 前川　進蔵 法 無 10,000千円 1803
0779-66-4067 〒912-0044 福井県大野市桜塚町１０１

18-000015 前川　保広 法 無 10,000千円 1804
0779-88-1284 〒911-0813 福井県勝山市猪野口１４－３

18-004002 前川　幸雄 法 無 20,000千円 1804
0779-89-2988 〒911-0042 福井県勝山市荒土町松田２０－１５

18-010931 前川　直樹 法 有 200千円 1802
0776-74-2323 〒919-0742 福井県あわら市瓜生１６－２２

18-008909 前川　裕則 法 無 3,000千円 1802
0776-66-6150 〒910-0384 福井県坂井市丸岡町四ッ屋６－１６－１

18-011380 前川　利全 個 無 1806
0778-48-2753 〒915-1114 福井県南条郡南越前町糠１０６－１－１９

18-007885 前川　宏之 法 無 10,000千円 1802
0776-68-0330 〒919-0516 福井県坂井市坂井町福島４１－２４

18-006926 上川　晴司 法 無 3,000千円 1803
0779-66-1692 〒912-0021 福井県大野市中野２４－２４

18-000497 長谷川　和弘 法 無 20,000千円 1801
0776-35-3058 〒918-8134 福井県福井市下莇生田町２－９

18-011191 前澤　光紀 法 無 10,000千円 1806
0778-22-5087 〒915-0804 福井県越前市新保町１９－１５

18-006094 前沢　佳男 法 無 10,000千円 1805
0778-52-9338 〒916-0019 福井県鯖江市丸山町１－２－１０

建１
（株）マエガワ

土１と１石１管１鋼１舗１し１機１井１水１消１解１
（有）前川組

土１と１石１鋼１し１水１
（有）前川建設工業

まいほむ（株）

建１大１屋１電１タ１内１
（株）マイン企画

土２と２舗２塗２水２
（株）前澤組

と１
（株）前沢工務店

建１

管１消１
（有）前川造園

土１と１舗１園１
（有）前川鉄筋工業

筋１
（株）前建

土２建２と２管２鋼２塗２防２機１水２
（株）前川住宅

建１
（有）前川設備

管１
マエカワ設備工業

235/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-000399 前田　利尚 法 無 30,000千円 1803

0779-65-5588 〒912-0051 福井県大野市日吉町１９－６

18-011339 前田　善栄 個 無 1801
0776-56-2282 〒910-0123 福井県福井市八重巻町１１０

18-007429 前田　和彦 法 無 10,000千円 1808
0778-32-2333 〒916-0273 福井県丹生郡越前町小曽原１６－４１－１

18-008498 前田　義孝 個 無 1801
0776-54-7060 〒918-8214 福井県福井市東今泉町５－３－１１

18-011222 前田　孝 個 無 1805
0778-62-2505 〒916-0061 福井県鯖江市平井町６２－４８

00-025200 前田　尚宏 法 有 3,472,349千円 1802
0776-51-3535 〒919-0422 福井県坂井市春江町沖布目３８－３

18-010651 前田　信行 法 有 3,000千円 1803
0779-65-1661 〒912-0042 福井県大野市東中１０－２９

18-000944 片山　禎久 法 無 20,000千円 1806
0778-24-3100 〒915-0852 福井県越前市松森町３４－１４

18-008665 前田　幸雄 個 無 1802
0776-73-4641 〒919-0621 福井県あわら市市姫４－６－５５

18-008812 西川　光彰 法 無 7,000千円 1801
0776-22-2258 〒910-0055 福井県福井市上伏町１２－２２

18-000986 前田　良治 法 有 80,000千円 1809
0770-45-0248 〒919-1314 福井県三方上中郡若狭町能登野３５－２６－１

18-006746 前田　正信 法 無 3,000千円 1806
0778-23-8603 〒915-0001 福井県越前市中新庄町５６－１８

18-001809 江戸　真一 法 無 20,000千円 1809
0770-23-2174 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町１－７－２７

（株）前田組

建１内１
（株）前田工務店

土１建１と１石１鋼１舗１解１
前田工務店

建１
（有）マエダサクセン

建１大１屋１タ１内１
前田建築

建１
前田工繊（株）

土２建１大１と２石２屋１タ１鋼２舗２塗２内１園２
（有）マエダ工房

土２と２石２鋼２舗２し２園２水２
前田クレーン

と１
前田建設（株）

土１建１と１解１
マエダ建築

土２電１管２機１水２消１

井１
（株）前田産業

土２建２大２と２石２管１鋼２筋２舗２内２園１解２
（有）マエダ設備

管１
前田設備工業（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-003084 前田　基博 法 無 6,000千円 1802

0776-82-2089 〒913-0017 福井県坂井市三国町竹松１－１１

18-005973 前田　強志 法 無 3,500千円 1801
0776-64-2410 〒910-1326 福井県吉田郡永平寺町牧福島３５－１１

18-006387 前田　信一郎 法 無 3,000千円 1809
0770-25-5478 〒914-0136 福井県敦賀市砂流４２－１２－４

18-000274 前田　幸一 法 無 8,000千円 1803
0779-65-3560 〒912-0011 福井県大野市南新在家２０－４

18-004415 前田　宏枝 法 無 70,000千円 1803
0779-65-0532 〒912-0014 福井県大野市中保２１－１２

18-005478 前田　勉 法 無 20,000千円 1802
0776-66-3480 〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所２０－３－１

18-004757 前田　将示 法 無 10,000千円 1805
0778-52-6111 〒916-0057 福井県鯖江市有定町３－３－２１

18-010831 前田　浩希 個 無 1805
0778-29-3661 〒916-0073 福井県鯖江市下野田町３５－３－２

18-011351 前田　美津子 法 無 5,000千円 1810
0770-56-3782 〒917-0245 福井県小浜市忠野５－１０

18-010725 前田　豊 法 無 9,000千円 1801
0776-76-6387 〒918-8035 福井県福井市江守の里２－１４０１

18-010558 前田　孝夫 個 無 1803
0779-66-3143 〒912-0021 福井県大野市中野３－３０－１

18-009922 前田　真樹 法 無 10,000千円 1801
0776-58-3560 〒918-8025 福井県福井市江守中１－１４２０

18-010564 前田　史文 個 無 1801
0776-56-1896 〒910-0134 福井県福井市上野本町４－２６１０

建１
（有）前田通信

通１
前田電気（株）

電２管２機１通１消１
前田電工（株）

（有）前田造園

園１
（有）前田創建

土１と１石１舗１水１解１
（有）前田創建

塗１防１
前田史文建築

建１大１

土１と１
（株）前田土木建設

土１と１石１鋼１舗１し１水１
前田板金工業所

屋１板１
（株）前田美装工業

電２
前田電設（株）

電１
マエダ塗装

塗１
（株）前田土木
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007134 前田　弘行 法 有 5,000千円 1801

0776-41-1995 〒919-0315 福井県福井市西袋町１０－１８

18-007565 真柄　智弘 法 無 20,000千円 1806
0778-24-0385 〒915-0832 福井県越前市高瀬１－１－２５

18-011550 槇　健太 法 無 3,000千円 1810
0770-64-5633 〒917-0083 福井県小浜市小浜清滝８４－１

18-004386 深田　嘉之 法 無 30,000千円 1802
0776-74-1179 〒919-0742 福井県あわら市瓜生２４－９－１

18-010893 牧田　俊一郎 法 無 5,000千円 1802
0776-66-5137 〒910-0375 福井県坂井市丸岡町南横地１７－３－１

18-007154 南　輝明 法 無 3,000千円 1801
0776-27-2207 〒910-0034 福井県福井市菅谷２－６－３０

18-010127 牧田　克彦 個 無 1806
0778-21-0504 〒915-0805 福井県越前市芝原５－２０－２０

18-011333 牧田　信之 法 無 5,000千円 1802
0776-97-6478 〒910-0241 福井県坂井市丸岡町柳町１－３

18-004699 牧田　きさ代 法 無 8,000千円 1802
0776-74-1980 〒919-0749 福井県あわら市北１１－１８３

18-011361 牧田　直裕 法 無 8,000千円 1801
0776-26-2229 〒910-0853 福井県福井市城東１－１－１１

18-009070 牧野　博 個 無 1803
0779-65-1006 〒912-0021 福井県大野市中野町１－１－３

18-011314 牧野　恭行 法 無 3,000千円 1802
0776-73-4002 〒919-0628 福井県あわら市大溝１－１６－８

18-008293 牧野　利治 法 無 8,000千円 1805
0778-62-1839 〒916-0088 福井県鯖江市川去町３７－６

前田木材（有）

建１
（株）真柄組

管１
（有）牧田鉄筋工業所

筋１
牧田板金（株）

屋１板１
牧野造園

建１屋１板１
（有）牧田興業

と１
マキタ設備

管１
（株）牧田設備

土２と２舗２解２
（株）槇建匠

建１
（株）牧島組

土２建２大２と２屋２管２タ２鋼２舗２し２内２園２水２解２
まきだ建築（株）

園１
（株）牧野電工

電１
（株）牧野塗装店

建１塗１防１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008487 白﨑　雅之 法 無 16,000千円 1801

0776-56-0521 〒910-0158 福井県福井市八重巻中町１０－１

18-009436 山形　佳江 法 無 10,000千円 1801
0776-35-5731 〒918-8046 福井県福井市運動公園３－１２０７

18-010955 藤本　真 法 無 5,000千円 1810
0770-72-0406 〒919-2201 福井県大飯郡高浜町和田１２８－２９

18-011264 岩﨑　真樹 法 無 3,000千円 1802
0776-82-1724 〒913-0001 福井県坂井市三国町池上２３－４－６

18-011140 木戸口　将友 法 無 100千円 1803
0779-65-1613 〒912-0055 福井県大野市高砂町１２－１３

18-003551 正木　李沙 法 無 3,000千円 1809
0770-23-6421 〒914-0145 福井県敦賀市野坂４３－１－２

18-008778 正木　弘 個 無 1810
0770-57-1780 〒919-1558 福井県三方上中郡若狭町中野木１９－１７－１

18-010622 野口　昌彦 法 無 1,000千円 1801
0776-25-7157 〒910-0004 福井県福井市宝永１－１１－１８

18-009233 木下　政和 法 無 5,000千円 1809
0770-22-6862 〒914-0035 福井県敦賀市山泉２８－１２－１６

18-003391 増田　貴 法 有 20,000千円 1809
0770-22-5110 〒914-0075 福井県敦賀市曙町３－５

18-007893 増田　敏夫 法 無 10,000千円 1802
0776-51-5359 〒919-0463 福井県坂井市春江町江留上昭和１０１

18-003119 増田　英一 法 有 10,000千円 1801
0776-85-1511 〒910-3136 福井県福井市川尻町４１－５８－１

18-001892 増田　丁也 法 有 20,000千円 1801
0776-36-2257 〒918-8007 福井県福井市足羽１－３－６

建１大１屋１タ１内１
（株）将木興業

と１
正木工業（有）

と１管１機１
正木鉄工

土１舗１
誠建設（株）

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
まこと工務店（株）

建１
マサキ建設（株）

（株）マコト運送

管２

電１管２機１
（株）増田工業

建１屋１板１
（株）増田材木店

建１
（株）増田商会

鋼１
（株）昌建築板金

板１
（有）マサミツテック

管１機１
（株）増田空調
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-003353 増田　孝嘉 法 無 3,000千円 1806

0778-23-0576 〒915-0885 福井県越前市大虫町１４－２６－１

18-010157 増田　和夫 個 無 1803
0779-66-0486 〒912-0825 福井県大野市塚原１３－２４

18-009882 増田　利治 個 無 1803
0779-65-5555 〒912-0053 福井県大野市春日２－４－７

18-004718 増田　浩平 法 無 5,000千円 1809
0770-25-5476 〒914-0037 福井県敦賀市道口１５－４５

18-011575 高橋　伸一郎 法 無 5,000千円 1801
0776-50-9810 〒910-0826 福井県福井市上中町３４－５

18-000205 増永　和良 法 無 20,000千円 1809
0770-22-1281 〒914-0056 福井県敦賀市津内町２－３－２０

18-011353 増永　真也 法 無 100千円 1801
0776-97-9674 〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町１７－１３－１

18-009148 増田　美好 法 有 3,000千円 1802
0776-51-8286 〒919-0482 福井県坂井市春江町中庄１－６－４

18-009866 向本　健一 法 有 19,000千円 1801
0776-52-0731 〒910-0823 福井県福井市重立町２８－４８

18-001638 松井　信政 個 無 1803
0779-66-3387 〒912-0022 福井県大野市陽明町３－１１０１

18-000200 山田　猛司 法 有 10,000千円 1801
0776-38-1138 〒918-8181 福井県福井市浅水町１２６－１

18-011248 松井　友則 法 無 5,000千円 1801
0776-63-5205 〒910-0015 福井県福井市二の宮５－２－１

18-004083 松浦　智章 法 無 20,000千円 1802
0776-66-8390 〒910-0363 福井県坂井市丸岡町下安田７－４

（有）マスダ鉄筋

筋１
増田塗装

塗１
増田板金工業所

機１
松井建設

土１と１石１
松井策建設（株）

土１建１大１と１管１舗１し１塗１水１解１
松井ハウジング（株）

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
（株）増永工業

と１
（有）マスモリ

建１
（株）マダックス

屋１板１
（有）増田保温工業

絶１
ＭＵＳＴ（株）

と１
（株）増永組

建１
（株）松浦組

土２と２管１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011693 奥野　誠 個 無 1809

090-6817-1283 〒914-0013 福井県敦賀市谷口８－５

18-011073 松浦　実雄 法 無 3,000千円 1802
0776-67-1146 〒910-0341 福井県坂井市丸岡町四ッ柳５－７－１

18-002016 松村　誠一 法 無 24,000千円 1801
0776-56-0485 〒910-0137 福井県福井市粟森２－２３０５

18-004666 松村　一志 法 無 76,500千円 1802
0776-51-0600 〒919-0411 福井県坂井市春江町藤鷲塚４０－２９

18-005880 竹田　重幸 法 無 20,000千円 1802
0776-66-3015 〒910-0253 福井県坂井市丸岡町一本田中３８－１－１

18-000857 松岡　芳孝 法 有 20,000千円 1810
0770-56-2488 〒917-0241 福井県小浜市遠敷５－２０１－２

18-010405 岡部　晴治 個 無 1801
0776-61-0285 〒910-1133 福井県吉田郡永平寺町松岡春日３－１１２

18-002700 松ケ谷　恒夫 法 無 10,000千円 1806
0778-42-1411 〒915-0243 福井県越前市千原町７ー１

18-011652 松川　勲 法 無 1,000千円 1809
0770-25-5894 〒914-0136 福井県敦賀市砂流５０－３７－２４

18-007690 松川　幸治 個 有 1801
0776-64-2197 〒910-1303 福井県吉田郡永平寺町藤巻２－８－１

18-010103 松川　幸雄 法 無 10,000千円 1801
0776-61-0229 〒910-1133 福井県吉田郡永平寺町松岡春日１－２０

18-003966 松田　千敏 法 無 10,000千円 1802
0776-66-0175 〒910-0243 福井県坂井市丸岡町石城戸３－７

18-010175 松村　早己 法 無 1,000千円 1809
0770-23-8892 〒914-0121 福井県敦賀市敦賀市野神２６－２４－８

電２
（株）松岡工務店

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２塗２防２内２具２水２解２
松岡設備

土１管１
松ケ谷鉄工建設（株）

土１建１と１鋼１筋１水１解１
（株）マツエイ

土２建２大２と２石２屋２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２
松栄建設（株）

建２大２内２
（株）松江電気商会

松浦建築

建１大１
松浦鉄筋工業（株）

電１管１
（株）松木商会

電１
（株）松建

機１

建１鋼１
（株）Ｍａｔｓｕｋａｗａ．

土１と１舗１
松川電機

土１と１石１電１管１鋼１舗１し１水１消１
（株）松川電機
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011224 松倉　正史 個 有 1801

0776-63-2752 〒910-1218 福井県吉田郡永平寺町轟１８－２３

18-003081 竹内　幸男 法 無 20,000千円 1802
0776-66-2736 〒910-0265 福井県坂井市丸岡町朝陽２－１０５

18-011384 松村　憲司 法 有 10,000千円 1802
0776-67-2255 〒919-0514 福井県坂井市坂井町田島窪８－１

18-011673 松下　祥丈 個 無 1801
0776-43-0953 〒918-8037 福井県福井市下江守町２字２２－４

18-011298 松下　佳敬 法 無 1,000千円 1802
0776-51-4238 〒919-0431 福井県坂井市春江町為国２２－３－３６

18-010724 松永　勇次 法 有 3,000千円 1809
0770-24-1510 〒914-0821 福井県敦賀市櫛川３４－２８－１

18-004529 坪田　昌宗 法 無 7,000千円 1801
0776-61-0349 〒910-1103 福井県吉田郡永平寺町上合月６－１２０－１

18-005858 松田　邦裕 法 有 6,000千円 1803
0779-66-2107 〒912-0081 福井県大野市元町７－２０

18-010438 松田　正幸 法 無 50,000千円 1801
0776-23-3541 〒910-0017 福井県福井市文京１－１５－１

18-001755 松田　永郎 法 無 20,000千円 1809
0770-23-6133 〒914-0053 福井県敦賀市舞崎町２－１９－１２

18-000187 岡本　徹 法 有 20,000千円 1801
0776-86-1121 〒910-3377 福井県福井市浜住町８－１

18-006046 松田　沢弘 法 無 20,000千円 1808
0778-34-2525 〒916-0133 福井県丹生郡越前町気比庄３－１

18-008750 松田　信夫 法 無 5,000千円 1801
0776-25-5411 〒910-0005 福井県福井市大手２－１６－３６

土１と１石１鋼１舗１し１水１
マツケン工業（株）

土１建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
マツケン不動産（株）

土１と１
松下圧送工業

松建

土２と２石２鋼２舗２し２水２
（株）松田（幸）組

土２建２と２管２鋼２舗２し２水２解２
（株）松田工務店

土１建２と１鋼１板１塗１内１具１解２
（有）松田テント装飾

土１と１管１舗１
（有）松田金物店

土１建１と１石１鋼１舗１し１板１具１水１解１
（株）松田組

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園２具２水２解２
（株）松田建設

と１
（株）松下コーポレーション

塗１
（株）松伸

と１鋼１
松膳建興（有）

建１内１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-002417 松田　春幸 法 無 10,000千円 1805

0778-52-4198 〒916-0022 福井県鯖江市水落町１－１３－２７

18-011719 松田　勝広 法 無 3,000千円 1803
0779-66-3871 〒912-0053 福井県大野市春日２－７－６

18-010644 松葉　都司明 法 無 5,000千円 1810
0770-52-0025 〒917-0042 福井県小浜市東勢５６－７－５

18-003894 西野　孝幸 法 有 10,000千円 1809
0770-22-5105 〒914-0811 福井県敦賀市中央町２－１１－２５

18-009869 松宮　和彦 法 無 100,000千円 1801
0776-26-7392 〒910-0034 福井県福井市菅谷２－２－１０

18-000271 松村　智章 法 無 15,000千円 1805
0778-65-2113 〒916-1112 福井県鯖江市中戸口町１５－１２

18-007313 松村　雄一 法 無 5,000千円 1801
0776-41-1075 〒910-2177 福井県福井市稲津町７２－１１

18-010239 松本　久麿 法 無 20,000千円 1803
0779-66-5310 〒912-0068 福井県大野市茜町１２４

18-009620 松本　博之 法 無 7,000千円 1802
0776-66-7627 〒919-0512 福井県坂井市坂井町宮領３７－１－７５

18-005360 松本　芳夫 法 無 5,000千円 1809
0770-25-5114 〒914-0141 福井県敦賀市莇生田８３－２－９

18-005805 松本　邦夫 個 無 1810
0770-72-3399 〒919-2204 福井県大飯郡高浜町青戸２－１－３９

18-009217 松本　章嗣 法 無 3,000千円 1801
0776-54-6009 〒910-0842 福井県福井市開発１－１３１５

18-003454 松本　嘉玉 法 無 20,000千円 1809
0770-22-0037 〒914-0072 福井県敦賀市金ヶ崎町１９－１

土１建１大１と１石１管１
（有）松村土木

土１と１舗１水１
松本建設工業（株）

土１と１
（有）松本工業

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）松原園

園１
松宮ダイヤ工業（株）

と１
松村建設（株）

（株）松田塗装店

塗１
（有）松田優工業

左１
（株）松葉

建１大１屋１タ１内１
（有）松本鉄工所

建２と１鋼２

土１と１石１管１鋼１舗１水１
（有）松本工業

管１
松本工務店

建１
（有）松本工務店
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-005689 松本　卓也 法 無 3,000千円 1802

0776-67-2267 〒910-0368 福井県坂井市丸岡町磯部新保４－１０

18-010432 松森　静治 個 無 1803
0779-64-1419 〒912-0415 福井県大野市稲郷４７－１３

18-008011 松屋　和裕 法 無 3,000千円 1801
0776-37-0244 〒918-8076 福井県福井市本堂町３５－１－４９

18-011034 松山　元基 法 無 20,000千円 1809
0770-22-1756 〒914-0028 福井県敦賀市中１３－５－１

18-000943 松山　正則 法 無 10,000千円 1804
0779-89-2004 〒911-0048 福井県勝山市荒土町別所３２－３７

18-001885 松山　謙二 法 無 3,000千円 1809
0770-23-7302 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町２－９－１

18-011697 松羅　宏和 個 無 1801
0776-33-0935 〒918-8023 福井県福井市西谷３－８０５クレドール西谷Ａ－２０３

18-008785 宮本　又男 法 無 5,000千円 1806
0778-23-5522 〒915-0885 福井県越前市大虫町８－５

18-010948 大纒　義哲 個 無 1806
0778-21-1462 〒915-0894 福井県越前市丹生郷町７－４－１

18-010900 齋藤　勇志 個 無 1801
0776-76-6528 〒918-8067 福井県福井市飯塚町２９－１０２

18-011702 竹中　秀男 法 無 5,000千円 1810
0770-72-0622 〒919-2384 福井県大飯郡高浜町青６－２４－２

18-011428 伊藤　千太郎 法 有 3,000千円 1806
0778-29-0715 〒915-0875 福井県越前市塚原２４－５－１３

18-008615 井伊　裕憲 法 無 25,000千円 1802
0776-67-0250 〒910-0347 福井県坂井市丸岡町熊堂１－４１

建１大１屋１タ１内１
松屋電機（有）

電１機１
（株）松山組

土２と２
松山建設（株）

（株）松本板金工作所

管１
松森装飾

大１内１具１
（有）マルアイ企画

土１と１石１園１
（株）丸井工業

鋼１機１

具１
まとい設備

管１
マネージ

土１建１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
馬淵住宅（株）

建１大１
（有）松山鉄工所

管１
松羅内装

内１
（有）マデラミヤモト
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-002083 伊井　博規 法 有 20,000千円 1805

0778-52-3200 〒916-0057 福井県鯖江市有定町１－１０－３

18-008205 内田　博文 法 無 3,000千円 1807
0778-42-0651 〒915-0242 福井県越前市粟田部３８－３－５

18-001046 山本　久徳 法 無 10,000千円 1803
0779-65-7770 〒912-0022 福井県大野市陽明町３－１１０４

18-005569 中島　新治 法 無 3,000千円 1809
0770-25-5625 〒914-0045 福井県敦賀市古田刈５２－２－１

18-001405 久保田　安隆 法 無 30,000千円 1802
0776-66-0164 〒910-0227 福井県坂井市丸岡町荒町１３－２

18-000006 内海　幹嗣 法 有 35,000千円 1801
0776-36-0090 〒918-8106 福井県福井市木田町２３０３－２

18-003091 西尾　研二 法 無 10,000千円 1801
0776-36-4100 〒918-8034 福井県福井市南居町８１－１－１０

18-000649 手鹿　哲夫 法 有 20,000千円 1805
0778-62-0088 〒916-0067 福井県鯖江市下氏家町１３－３３

18-003571 齊藤　徳蔵 法 無 3,000千円 1801
0776-35-7820 〒918-8021 福井県福井市門前１－１６１６

18-006075 丸木　豪 法 無 5,000千円 1801
0776-63-3803 〒910-1206 福井県吉田郡永平寺町栃原１－１２６－１

18-007770 西尾　俊一 法 有 10,000千円 1801
0776-35-9500 〒918-8015 福井県福井市花堂南２－７－１０

18-005815 木下　信一 法 無 15,000千円 1801
0776-24-0348 〒910-0854 福井県福井市御幸４－１５－１

18-006847 幸池　京美 法 無 10,000千円 1810
0770-56-0277 〒917-0241 福井県小浜市遠敷７－２０１－２

マルイ設備工業（株）

建１大１と１屋１鋼１板１ガ１塗１防１内１具１
（株）丸喜建設

土２建１と１管１鋼１園１解１
マルキ電機（有）

電１
（有）丸木電工

機１
丸岡土建（株）

土２と２石２鋼２舗２し２園２水２解２
丸勝建築（株）

建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２解２
マルキ建材（株）

土１と１石１管２鋼１舗１し１機１井１水１
（有）丸栄建設

建１
丸栄電工（株）

電１消１
（有）丸栄工業

土１と１石１鋼１舗１し１水１

電１通１
（株）マルキファニチャー

建１と１屋１タ１内１
（株）マルキヤ宣広社

土１建１と１鋼１塗１内１水１解１
（株）丸幸建設
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-000264 小刀祢　益男 法 有 40,000千円 1801

0776-89-2226 〒910-3551 福井県福井市大味町５３－４３

18-008605 鈴木　庄之助 個 有 1803
0779-66-2844 〒912-0088 福井県大野市水落町７－５

18-000801 坂下　新吾 法 無 2,000千円 1808
0778-32-2608 〒916-0255 福井県丹生郡越前町江波４８－３６－１

18-003381 酒井　孝徳 法 無 3,000千円 1801
0776-53-0303 〒910-0843 福井県福井市西開発３－３１０

18-008038 小坂　憲一 法 有 10,000千円 1801
0776-52-3470 〒910-0816 福井県福井市中ノ郷町３２－１－１

18-009913 山下　隆之 法 無 3,000千円 1801
0776-25-1602 〒910-0001 福井県福井市大願寺１－３－２４

18-011727 清水　秀一 個 無 1804
0779-64-4427 〒911-0035 福井県勝山市郡町１－２－５１

18-008573 高橋　則幸 法 有 10,000千円 1801
0776-35-8545 〒918-8004 福井県福井市西木田１－４－４

00-018987 梅田　剛弘 法 有 40,000千円 1806
0778-27-7200 〒915-0016 福井県越前市岩内町３０－２－３３

18-008028 田中　義浩 法 無 3,000千円 1803
0779-69-7755 〒912-0061 福井県大野市篠座３８－１４１－１

18-008513 森谷　祐一郎 法 無 3,000千円 1806
0778-21-1335 〒915-0852 福井県越前市松森町２３－１３－２

18-003310 辻　偉射蒸 法 無 20,000千円 1803
0779-78-2501 〒912-0216 福井県大野市上大納２１－４

18-006666 松葉　忠夫 法 無 20,000千円 1808
0778-36-0699 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田１１９－３－１

土１と１石１水１
（有）マルサ電機

電１
（株）マルサン

内１機１
マルサン建設（有）

（株）丸越建設

土２と２鋼２舗２し２
丸五製材所

建１
（資）丸坂建設

土１と１管１鋼１水１
丸善工務店（株）

土２と２石２管１鋼２し２水２解２

土１と１機１
（有）丸進工務店

建１
（有）マルセイ住宅産業

土１建１と１
丸善建設（株）

土１と１鋼１
まる秀商会

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
（株）丸正

電１通１消１
（株）マルジン
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-003265 井美　二美男 法 有 20,000千円 1805

0778-51-2130 〒916-0028 福井県鯖江市小黒３－９－４

18-002537 高岸　武雄 個 有 1807
0778-42-1336 〒915-0264 福井県越前市野岡５－５

18-010957 土谷　高歳 法 無 10,000千円 1801
0776-26-0729 〒910-0857 福井県福井市豊島２－７－４

00-018207 土谷　高歳 法 有 20,000千円 1801
0776-27-3302 〒910-0857 福井県福井市豊島２－６－７

18-004268 富本　哲男 法 有 20,000千円 1809
0770-20-0001 〒914-0015 福井県敦賀市津内１１４－４－１

18-007357 中村　一明 法 無 10,000千円 1803
0779-67-1184 〒912-0131 福井県大野市南六呂師４０－８－２

18-004942 中村　敏和 法 無 5,000千円 1805
0778-52-7545 〒916-0022 福井県鯖江市水落町１－１０－１６

18-006968 中山　敏夫 法 無 3,000千円 1802
0776-66-7922 〒910-0315 福井県坂井市丸岡町小黒６８－６－３

18-001154 久保　福雄 個 有 1808
0778-34-0051 〒916-0156 福井県丹生郡越前町東内郡２－１１６

18-007525 佐々木　一高 法 有 29,000千円 1806
0778-23-8884 〒915-0803 福井県越前市平出２－１－２３

18-011591 畔田　政樹 個 無 1802
0776-76-4103 〒910-0254 福井県坂井市丸岡町一本田４－２２－１

18-010641 松川　義典 個 無 1804
0779-87-1374 〒911-0034 福井県勝山市滝波町２－９０１

18-005788 村田　欣弥 法 有 20,000千円 1801
0776-55-1234 〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町６２－９－１

（有）丸善電気商会

電２
丸高電気商会

内１
丸福建設

土１建１
丸福木材（株）

建１
丸政保温工業

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
丸中建設（有）

土１と１石１鋼１舗１し１水１
丸中工業（有）

建１と１鋼１解１
（有）マルナカ工芸

電１
（株）マルツ設備

管１
（株）マルツ電波

電２管１鋼１機１通２消１
（株）マルトミ工業

絶１
まるまつ

と１
マルミ建材（株）

ガ１具１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-002855 伊部　美之 法 有 10,000千円 1805

0778-62-2929 〒916-0065 福井県鯖江市当田町１０－２－１

18-010490 道木　宏昌 法 無 20,000千円 1802
0776-66-3607 〒910-0234 福井県坂井市丸岡町今市９－１

18-008074 清水　一美 法 無 35,000千円 1808
0778-34-0469 〒916-0131 福井県丹生郡越前町乙坂２２－７－１

18-010036 高原　誠 法 無 3,000千円 1801
0776-34-7225 〒918-8013 福井県福井市花堂東１－４－５

18-005847 山岸　敏昭 個 無 1801
0776-98-3102 〒910-3641 福井県福井市平尾２５－８２

18-004900 丸山　博導 法 有 10,000千円 1804
0779-88-4733 〒911-0035 福井県勝山市郡町３－４１２

18-004131 丸山　和美 法 無 10,000千円 1809
0770-22-0041 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町１－７－１２

18-000765 水上　清冶 法 無 10,000千円 1806
0778-22-0659 〒915-0084 福井県越前市村国３－２３－９

18-011529 丸山　幸洋 個 無 1802
0776-82-3580 〒913-0046 福井県坂井市三国町北本町２－１－４７

18-002529 武安　英夫 法 無 10,000千円 1806
0778-42-2285 〒915-0211 福井県越前市室谷町１６－６－２

18-007260 吉村　修 法 有 3,000千円 1801
0776-22-5332 〒918-8237 福井県福井市和田東１－１０１４

18-007529 渡邉　信幸 法 有 20,000千円 1801
0776-21-2355 〒918-8231 福井県福井市問屋町１－１９

18-010477 矢田　耕平 法 有 8,000千円 1809
0770-22-3355 〒914-0141 福井県敦賀市莇生野７３－１－１

土１と１
丸山建設

土１建１と１舗１水１
（有）丸山工務店

建１
丸山重機（株）

土１建１と１舗１水１
（株）丸道工務店

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２
（株）丸安建設

土２と２管２舗２水２
マルヤ通信（株）

丸美建設不動産（株）

建１大１と１

電１
（有）丸吉電機

電１
（株）丸和

内１
（有）丸和製材所

土１と１鋼１
丸山鉄工建設（株）

建１大１屋１タ１鋼１内１
丸山塗装商会

塗１
マルヨシ電気（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011179 松川　敏昭 法 有 10,000千円 1801

0776-21-8000 〒910-0003 福井県福井市松本４－１１－１１

18-011436 天谷　賢作 法 有 5,000千円 1801
0776-83-1752 〒910-3103 福井県福井市三宅町２０－１００

18-010569 東中野　豊 個 無 1806
0778-23-0636 〒915-0041 福井県越前市葛岡町１３－８－４

18-011598 三枝　篤史 法 無 5,000千円 1805
0778-62-4310 〒916-0072 福井県鯖江市冬島町１７－１－１３

18-006245 坪川　孝志 法 有 10,000千円 1801
0776-53-0330 〒918-8205 福井県福井市四ツ居１－１－１

18-005910 小川　隆史 法 有 3,000千円 1809
0770-22-1771 〒914-0078 福井県敦賀市桜町４－９

18-005772 鳥居　幸一 法 無 5,000千円 1809
0770-45-1490 〒919-1303 福井県三方上中郡若狭町気山２４－３

18-002585 江戸　丈晴 法 有 10,000千円 1809
0770-45-0046 〒919-1303 福井県三方上中郡若狭町三方３４－５

18-006067 角　実 法 有 10,000千円 1801
0776-34-3040 〒918-8027 福井県福井市福１－２６０３

18-011358 三上　裕司 法 無 3,000千円 1801
0776-27-2482 〒910-0067 福井県福井市新田塚２－１０－１７

18-008396 三上　政晴 個 無 1801
0776-98-5074 〒910-3612 福井県福井市清水山９－１６

18-008713 三川　英基 個 無 1801
0776-52-5180 〒910-0826 福井県福井市上中町３６－２０－１

18-009157 坂本　和彦 法 有 30,000千円 1802
0776-81-3600 〒913-0031 福井県坂井市三国町新保４０－６

マンション経営保障（株）

建１内１
マンダーラ（有）

内１
万葉リフォーム

土１と１園１解１
（株）三上

塗１
ミカミ看板

と１鋼１
ミカワ塗装店

土１管１
（有）三方板金店

屋１板１
三方林材（株）

建１大１管１
（株）ミカド開発

建１
（株）ミエダ仮設

と１
（株）三笠商会

機１
（有）三笠屋

塗１
（株）三国

土１建１と１石１電１管１鋼１舗１し１塗１機１水１解１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011271 古宅　亮一 法 無 2,000千円 1802

0776-82-3919 〒913-0052 福井県坂井市三国町運動公園１－４－７０

18-007415 三國　貴弘 法 無 3,000千円 1810
0770-53-1164 〒917-0066 福井県小浜市小浜神田１０－２

18-002271 金井　一夫 法 無 3,000千円 1802
0776-81-3455 〒913-0062 福井県坂井市三国町陣ヶ岡７－５－３

18-010736 三國　之裕 法 無 3,000千円 1810
0770-57-1212 〒917-0234 福井県小浜市上野２９－９－１

18-003612 山﨑　英生 法 有 3,000千円 1802
0776-82-0061 〒913-0021 福井県坂井市三国町楽円５１－１３－２

18-011567 奥野　剛志 法 有 3,000千円 1806
0778-42-6638 〒915-0801 福井県越前市家久町１０２－２－９

18-009460 見奈美　智寿留 法 無 5,000千円 1802
0776-51-2330 〒919-0411 福井県坂井市春江町藤鷲塚２－４０

18-009426 三崎　義則 法 無 8,000千円 1801
0776-56-3343 〒910-0122 福井県福井市石盛町４２０

18-000370 笠原　幸子郎 法 無 20,000千円 1808
0778-37-0210 〒916-0311 福井県丹生郡越前町梅浦５６－６２

18-002131 河上　淳一 法 無 40,000千円 1801
0776-98-3388 〒910-3634 福井県福井市大森町４０－５－２

18-011211 須賀原　衛 法 無 1,000千円 1809
0770-24-0273 〒914-0058 福井県敦賀市三島町１－１－３２

18-011685 三島　新一 法 無 10,000千円 1809
0770-23-3602 〒914-0141 福井県敦賀市莇生野１１２－３３－３

18-011376 三島　朋之 個 無 1810
0770-56-3423 〒917-0241 福井県小浜市遠敷１０－５０１

建１
（株）神輿

機１
（有）ミコワテック

鋼１
（有）ミサキ

管１
（有）三国造園

土１と１舗１園１
（有）三国電気商会

電１
（有）三国木工所

三国エルピーガス販売（同）

管１消１
（有）三国設備

土１と１鋼１塗１解１
三島興業（株）

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１舗１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１
三島設備

管１

大１
岬建設（株）

土２建１と２管１鋼２舗２し２園１水２解２
三崎屋電工（株）

土１と１石１電２管１鋼１舗１し１機１通１水１消１
（株）ＭＩＳＨＩＭＡ
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-001492 水江　幹広 法 無 20,000千円 1810

0770-64-1504 〒919-1513 福井県三方上中郡若狭町三田２８－３８

18-011213 水上　勉 法 有 3,000千円 1801
0776-33-5322 〒918-8056 福井県福井市若杉浜２－１０５

18-004725 水上　達也 法 無 10,000千円 1805
0778-51-2007 〒916-1105 福井県鯖江市吉谷町２－９６

18-009479 水上　航ニ郎 個 無 1805
0778-62-0035 〒916-0075 福井県鯖江市漆原町１４－４－２

18-011553 水上　健 個 無 1801
0776-26-0180 〒910-0033 福井県福井市三郎丸３－１３０２－１

18-011203 水上　心 法 無 3,000千円 1801
0776-98-8298 〒910-3635 福井県福井市志津が丘１－１７５

18-011414 水上　寛 法 無 4,500千円 1801
0776-53-1062 〒910-0807 福井県福井市高木北１－４０９

18-008980 水上　公男 個 無 1806
0778-42-2165 〒915-0264 福井県越前市野岡３０－２８－１３

18-002685 水口　豪 法 有 10,000千円 1801
0776-27-1150 〒910-0855 福井県福井市西方２－１１－８

18-007425 水上　彰治 法 無 29,000千円 1801
0776-27-5686 〒910-0068 福井県福井市舟橋新２－７０３

18-009274 水嶋　武左ヱ門 個 無 1808
0778-36-0618 〒916-0204 福井県丹生郡越前町中１８－６

18-011036 水谷　典正 法 無 3,000千円 1805
0778-43-6174 〒916-0033 福井県鯖江市中野町２５７－９

18-008914 水野　洋太郎 法 有 20,000千円 1802
0776-51-6900 〒919-0476 福井県坂井市春江町針原７０－４

土２建１と２管１鋼２舗２園２解２
（有）水上技建

と１
水上建設（株）

土１建１と１鋼１解１
みずかみ建築

（株）ミズエ

土２建１と２石２管１鋼２舗２園２解２
水嶋造園

園１
（株）ミズタニ工業

管１鋼１
（株）水野硝子店

土１と１石１電１鋼１舗１し１塗１通１水１
水上土木

土１と１石１
水口木材（株）

建１
（有）水建

建１
水上建築

建１大１
水上総建（株）

建１
水上電設（株）

ガ１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-006156 水間　久一 法 無 10,000千円 1801

0776-86-1105 〒910-3383 福井県福井市糸崎町２－１

18-008137 水元　一暁 法 無 3,000千円 1801
0776-27-5335 〒910-0804 福井県福井市高木中央１－４０６

18-008433 水本　貴広 個 無 1801
0776-98-5473 〒910-3604 福井県福井市グリーンハイツ１－１５２

18-009737 溝口　隆史 法 無 5,000千円 1809
0770-25-2326 〒914-0063 福井県敦賀市神楽町２－５－１３

18-002259 宮地　修平 法 有 60,000千円 1801
0776-24-0500 〒918-8556 福井県福井市問屋町４丁目９０１番地

00-023901 近藤　康 法 無 50,000千円 1801
0776-23-2255 〒910-0006 福井県福井市中央３－１－５

18-011537 森岡　稔晴 法 無 700千円 1810
0770-52-3838 〒917-0077 福井県小浜市駅前町１５－２

18-001534 見谷　貞次 法 無 20,000千円 1801
0776-54-1165 〒910-0834 福井県福井市丸山１－１１１８

00-002142 三谷　聡 法 有 5,008,696千円 1801
0776-20-3111 〒910-8510 福井県福井市豊島１－３－１

00-004167 三谷　進治 法 有 2,146,067千円 1801
0776-20-3333 〒910-8571 福井県福井市豊島１－３－１

18-010475 松代　憲和 法 有 60,000千円 1801
0776-20-3450 〒910-0857 福井県福井市豊島１－３－１

18-006615 見谷　雅彦 法 有 10,000千円 1801
0776-53-0256 〒910-0832 福井県福井市新保町９－２０

18-011539 三谷　靖夫 個 無 1808
0778-34-5071 〒916-0111 福井県丹生郡越前町小倉７７－２１－１０

土１と１タ１内１絶１解１
（株）ミタニエンジニアリング

と１機１
（株）見谷組

土２建２と２解２
三谷商事（株）

絶１
（株）溝口電気通信

電１
（株）ミタス

建２電１管２内２機１
三谷エンジニアリング（株）

水間石材工業（株）

石１
（株）水元工務店

建１
水本保温

園１
三谷配管工業

管１

建１左１と１石１屋１電１管１タ１鋼１板１塗２内１機１絶１通１具１
三谷セキサン（株）

土２と２舗２
三谷設備（株）

土２電１管２機２通１井１水２消１
（有）見谷ナーセリー
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008187 川原　正貴 法 有 90,000千円 1801

0776-23-2300 〒910-0006 福井県福井市中央３－１－５

18-007072 三田村　一郎 法 無 3,000千円 1805
0778-51-5459 〒916-0034 福井県鯖江市下新庄町５２－７０

18-009362 三田村　久光 法 無 40,000千円 1806
0778-22-0560 〒915-0066 福井県越前市神明町４－８

18-011578 三田村　和 個 有 1805
0778-52-3658 〒916-0015 福井県鯖江市御幸町１－２－５１－４

18-000449 三田村　淳市 法 無 10,000千円 1806
0778-27-1236 〒915-0012 福井県越前市清水頭町１－４４

18-008270 道上　昌則 法 無 3,000千円 1804
0779-88-1084 〒911-0804 福井県勝山市元町１－１３－７

18-002420 道下　美明 法 無 20,000千円 1806
0778-23-0312 〒915-0882 福井県越前市上太田２１－７－２

18-009376 小林　浩 法 無 8,000千円 1806
0778-28-1226 〒915-1204 福井県越前市都辺町３２－８－２

00-013422 道端　健太 法 有 50,000千円 1801
0776-54-0993 〒910-0844 福井県福井市長本町２０９

18-000577 光川　勝 法 無 10,000千円 1806
0778-27-1128 〒915-0021 福井県越前市北小山町１－８

18-010488 貢　繁幸 法 有 5,000千円 1806
0778-45-1999 〒919-0131 福井県南条郡南越前町今庄１１５－１－２

18-010983 山本　光昭 法 有 10,000千円 1802
0776-51-7480 〒919-0465 福井県坂井市春江町江留上新町３

18-010695 秤谷　久則 法 無 10,000千円 1801
0776-35-1451 〒918-8002 福井県福井市左内町８－１５

建１
（株）三田村工務店

建２大２鋼２内２解２
三田村造園

園１
三田村土建（株）

三谷不動産（株）

建１
三田村建築工房（有）

建１
（株）光翔

土１と１塗１
（株）ミツバ商会

電１管１

電１
（株）道端組

土２建２大２と２石２屋２管２タ２鋼２舗２し２塗２内２水２解２
（株）光川組

土１と１解１
（株）みつぐはうす工房

土１と１石１解１
（有）道上石材工業

石１
道下電機（株）

電２
（有）道下電設
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010927 植本　和美 法 有 3,000千円 1809

0770-24-3850 〒914-0061 福井県敦賀市蓬莱町４－９

18-010660 山下　和真 個 無 1810
0770-53-1777 〒917-0094 福井県小浜市丸山４２－５４－１

18-011137 三ツ谷　悟 個 無 1801
0446-63-6253 〒910-0138 福井県福井市東森田２－１００８

18-003241 野尻　悦嗣 法 無 16,000千円 1801
0776-23-6447 〒910-0017 福井県福井市文京６－１３－２７

18-009106 竹内　大策 法 無 5,300千円 1801
0776-57-4128 〒918-8218 福井県福井市河増町１５－３８－２

18-011160 室木　等 法 有 1,000千円 1802
0776-76-7433 〒910-0375 福井県坂井市丸岡町南横地１０－５０－２

18-011020 平本　歩 法 無 5,000千円 1805
0778-51-8066 〒916-0001 福井県鯖江市吉江町７１７

18-002264 小松　慎 法 無 3,000千円 1801
0776-26-3220 〒910-0002 福井県福井市町屋２－９－１０

18-011123 吉川　英一 法 有 3,000千円 1809
0770-47-5892 〒914-0803 福井県敦賀市新松島町３－９

18-011449 内藤　直樹 個 無 1806
0778-22-4532 〒915-0803 福井県越前市平出１－１０－３

18-005309 河田　健一 法 無 20,000千円 1809
0770-23-6610 〒914-0121 福井県敦賀市野神４３－１０

18-004099 西尾　等 法 有 50,000千円 1806
0778-27-2626 〒915-0016 福井県越前市岩内町３０－２－２７

18-007682 南　信博 法 無 10,000千円 1802
0776-78-4488 〒913-0023 福井県坂井市三国町石丸２８－１９－乙

（有）みつばち

電１消１
（有）ミドリヤ

内１
（株）ミナト

土１と１鋼１塗１
湊組

建１
緑造園（有）

土１と１園１
（株）ミドリノミカタ

土１と１し１
（株）ミドリ防災

土１と１
三ツ矢建設

建１
三ツ谷設備

管１
みどり建設（株）

建１

と１
港工業（株）

土１電１管１鋼１機１
港屋重機建設（株）

土２と２石２管２鋼２舗２し２塗２水２解２
（有）ミナミ工務店
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-000463 南　雅義 法 無 7,000千円 1802

0776-82-3983 〒913-0025 福井県坂井市三国町川崎１２５－１－１

18-010542 南　芳紀 法 無 3,000千円 1802
0776-66-7024 〒910-0234 福井県坂井市丸岡町今市９－３

18-002490 南出　昭男 法 無 10,000千円 1801
0776-21-3750 〒910-0002 福井県福井市町屋３－５－５

18-006059 南　徳雄 法 無 8,000千円 1801
0776-27-4552 〒910-0034 福井県福井市菅谷２－６－３６

18-007217 南　繁樹 法 無 5,000千円 1803
0779-67-1432 〒912-0148 福井県大野市八町６－１３

18-009242 南　哲治 法 無 10,000千円 1802
0776-89-1460 〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所２６－３－１

18-010721 源　茂 法 無 3,000千円 1802
0776-51-3517 〒919-0474 福井県坂井市春江町西太郎丸８－３７－１

18-011573 山口　佳孝 法 無 3,150千円 1801
0776-53-0555 〒918-8216 福井県福井市殿下町２３－１－１

18-002407 峰田　眞之 法 無 12,000千円 1805
0778-51-5571 〒916-0015 福井県鯖江市御幸町４丁目６－１７

18-011389 美濃　友樹 法 無 8,000千円 1806
0778-23-6377 〒915-0054 福井県越前市小野谷町１－２

18-008003 本田　宏樹 法 無 3,000千円 1802
0776-82-4239 〒913-0022 福井県坂井市三国町油屋２２－１６

18-000830 松田　和也 法 無 10,000千円 1801
0776-35-3113 〒918-8011 福井県福井市月見４－７－８

18-009980 岸　道彦 個 無 1801
0776-33-5932 〒918-8005 福井県福井市みのり４－５－２６

具１
（有）ミナミ電工

電１消１
（有）南土建

土１と１石１鋼１し１
（株）ミナミプランテック

（有）南造園

土１と１舗１園１水１
（有）南鉄工

鋼１
（株）南出木工所

建１大１屋１タ１内１
みのり住建

建１

土１と１解１
（株）ＭＩＮＯ建設

土１建１と１水１解１
（有）みのり会

園１
みのり建築（株）

土１管１鋼１機１
（有）源塗装

塗１
（有）ミニック

と１
峰田土建（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008518 家倉　実 法 無 20,000千円 1809

0770-23-8988 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町１丁目１７番１０号

18-011597 江守　稔 法 無 1,000千円 1801
0776-34-3457 〒918-8026 福井県福井市渕３－２６０１－２

18-010568 岩佐　實 法 有 10,000千円 1801
0776-36-4401 〒918-8188 福井県福井市福井県福井市三尾野町２９－２－８

18-009852 木原　崇成 法 無 3,000千円 1809
0770-32-0715 〒919-1138 福井県三方郡美浜町河原市３１－１－２５

18-010818 山形　辰夫 法 無 3,000千円 1809
0770-38-9777 〒919-1207 福井県三方郡美浜町山上３－３２－３

18-006187 山本　浩士 法 無 10,000千円 1809
0770-20-0515 〒914-0058 福井県敦賀市三島町１－３－２５

18-003521 小野田　正彦 法 有 12,000千円 1801
0776-23-8150 〒910-0034 福井県福井市菅谷２－１６－２０

18-009024 松本　義彦 法 無 3,000千円 1803
0779-66-1291 〒912-0021 福井県大野市中野４丁目６０４

18-010409 三村　尚司 法 無 3,000千円 1805
0778-52-2210 〒916-0016 福井県鯖江市神中町３－４－８

18-010728 三村　敏之 個 無 1801
0776-61-1775 〒910-1132 福井県吉田郡永平寺町松岡葵１－１８－６

18-005056 水島　憲若 法 有 5,000千円 1808
0778-34-5650 〒916-0111 福井県丹生郡越前町小倉４０－１１

18-001121 宮内　周三 個 無 1802
0776-77-3001 〒910-4124 福井県あわら市田中々３１－１９

18-005130 宮下　和之 個 無 1803
0779-65-6399 〒912-0017 福井県大野市東中野２－７０６

ミノルエンジニアリング（株）

土１と１管２鋼１機１水１消１
（株）ＭＩＮＯＲＵ建装

土１と１管１水１
（株）ＭＩＭＵＲＡ

塗１
三村住宅設備

管１
（有）みもく

と１
（株）三広

と１管１機１
三福土建（株）

土１と１
（有）三松設備

塗１
みのる産業（株）

機１
（有）みはま検査

管１
美浜防災（株）

土１建１
宮内工務店

建１
宮和建材

土１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-000248 宮川　和紀 法 無 5,000千円 1801

0776-41-3080 〒910-2177 福井県福井市稲津町４０－９－１

18-005401 宮川　正義 法 無 3,000千円 1808
0778-34-1295 〒916-0144 福井県丹生郡越前町佐々生６７－２７

18-003989 宮川　孝 法 有 12,000千円 1809
0770-25-6789 〒914-0056 福井県敦賀市津内町２－１１－９

18-006043 宮川　昭治 法 無 6,000千円 1809
0770-38-1512 〒919-1205 福井県三方郡美浜町佐田５７－３７

18-003908 宮川　秀輝 法 無 15,000千円 1809
0770-25-4540 〒914-0135 福井県敦賀市長谷４４－２３－１

18-005069 宮川　修二 法 無 10,000千円 1801
0776-41-3098 〒910-2177 福井県福井市稲津４２－１４

18-010389 三宅　達雄 個 無 1810
0770-56-3332 〒917-0028 福井県小浜市野代１１－１－４

18-009438 三宅　勇三 個 無 1810
0770-56-0821 〒917-0033 福井県小浜市須縄第２号１番地の４

18-009658 宮郷　雅男 法 無 3,000千円 1801
0776-22-3660 〒910-0024 福井県福井市照手４－５－１６

18-004512 宮腰　一裕 法 無 10,000千円 1801
0776-56-1023 〒910-0138 福井県福井市東森田１－２５０８

18-009946 宮腰　祐一 法 無 4,000千円 1802
0776-73-0132 〒919-0632 福井県あわら市春宮２－１４－１８

18-008175 宮越　正弘 法 無 3,000千円 1805
0778-51-2497 〒916-0005 福井県鯖江市杉本町３６－２

18-011319 宮﨑　孝造 個 無 1802
0776-82-0189 〒913-0043 福井県坂井市三国町錦３－２－１２

土１建１管１水１
（株）宮川造園

園１
（株）宮川電機

電１
三宅住まいファクトリー

土１と１舗１
（有）宮川建設

土１建１と１解１
宮川興業（株）

と１管１機１
（有）宮川住設

（有）宮川組

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１

管１
（有）宮腰建築

建１
（有）宮越道路

と１舗１
宮﨑企画

建１
ミヤケ舗装

と１舗１
宮郷シーリング（有）

防１
（株）宮腰

257/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009768 宮﨑　建雄 法 無 5,000千円 1810

0770-52-7124 〒917-0001 福井県小浜市福谷５－１９

18-009564 宮崎　武士 法 無 3,000千円 1810
0770-56-2033 〒917-0241 福井県小浜市遠敷４丁目４０２番地

18-000043 宮崎　政右衛門 法 有 20,000千円 1803
0779-65-6815 〒912-0043 福井県大野市国時町３２０

18-009655 宮崎　誠 法 無 10,000千円 1801
0776-21-8476 〒910-0001 福井県福井市大願寺１－４－１０

18-009414 宮崎　祥喜 法 有 3,000千円 1806
0778-42-0441 〒915-0233 福井県越前市岩本町５－１３

18-009573 宮澤　百合子 法 有 7,000千円 1803
0779-64-1812 〒912-0433 福井県大野市木本４９－９

18-009360 宮澤　弘貞 個 無 1801
0776-53-6196 〒918-8203 福井県福井市上北野１－３１－８

18-005301 宮下　宜幸 法 無 10,000千円 1801
0776-41-8290 〒918-2164 福井県福井市深見町５５－３－２

18-002713 宮下　清史 法 無 3,000千円 1801
0776-23-4829 〒910-0022 福井県福井市花月４－８－３

18-000872 宮下　雅老 法 無 10,000千円 1801
0776-56-0814 〒910-0143 福井県福井市下森田新町２２２２

18-009933 宮下　隆幸 個 無 1801
0776-28-5775 〒910-0063 福井県福井市灯明寺４－２５０３

18-007126 宮下　政友 法 無 5,000千円 1801
0776-98-2926 〒910-3608 福井県福井市三留７２－９

18-005402 宮下　喜代隆 個 無 1808
0778-34-0015 〒916-0146 福井県丹生郡越前町朝日１１－１５

（有）宮﨑建設

建１
（有）ミヤザキ興業

電１機１
（株）宮崎工務店

土１建１と１
宮下建築（株）

建１
宮下建築

建１
（有）宮下設備工業

土１と１石１鋼１舗１し１水１
宮澤設備

管１
ミヤシタ基礎（有）

と１
（有）宮下組

土２と２石２鋼２水２
宮崎トーヨー住器（株）

具１
（有）宮崎材木店

建１
（有）宮澤建設

管１
宮下電機商会

電１

258/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010861 宮田　活弘 法 無 5,000千円 1810

0770-52-1309 〒917-0041 福井県小浜市青井１３－３１

18-010783 宮田　高志 法 無 3,000千円 1802
090-2372-5656 〒919-0621 福井県あわら市市姫１－１６－８

18-011374 宮谷　一成 法 無 3,000千円 1810
0770-56-1535 〒917-0013 福井県小浜市太良庄４９－３

18-004318 宮司　和久 法 無 5,000千円 1803
0779-65-4207 〒912-0021 福井県大野市中野町１－２－１６

18-011542 宮永　真孝 法 有 10,000千円 1801
0776-50-2813 〒910-0026 福井県福井市光陽３－１－３０

18-011514 籔　恭輔 法 無 1,000千円 1802
0776-63-5479 〒919-0633 福井県あわら市花乃杜４－９－２２

18-006627 前川　和也 法 無 3,000千円 1801
0776-54-0841 〒910-0851 福井県福井市米松１－１３－８

18-001057 尾崎　輝男 法 無 20,000千円 1801
0776-93-2711 〒910-2464 福井県福井市中手町５－２３－１

18-008975 渡辺　一夫 法 有 49,505千円 1801
0776-90-3331 〒910-2351 福井県福井市美山町６－２５－１

18-004269 宮本　勝利 法 無 3,000千円 1809
0770-23-2316 〒914-0131 福井県敦賀市公文名４－３４－３

18-009602 宮本　武朋 法 無 5,000千円 1801
0776-35-5229 〒918-8116 福井県福井市大町１－３１４－２

18-006886 宮本　英樹 法 無 3,000千円 1806
0778-24-2645 〒915-0082 福井県越前市国高１－１７－１６

18-008351 宮本　賢司 個 無 1803
0779-66-0050 〒912-0006 福井県大野市庄林３６－２７

建１
（株）雅設備工業

管１
（有）美山組

建１大１
（有）美山建設

塗１
（株）宮谷工業

と１電１管１機１
（有）ミヤツカ

園１
（株）宮永不動産

（株）宮田建設

土１と１
宮田興業（株）

と１
（有）宮本左官工業所

左１
宮本設備

土１管１水１

土１と１石１水１
美山町森林組合

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１内１水１
（有）宮本組

と１
（有）宮本工業
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007469 本多　一男 法 無 3,000千円 1806

0778-27-1908 〒915-0026 福井県越前市五分市町１１－３０

18-006813 宮本　忠男 法 無 10,000千円 1801
0776-41-3073 〒910-2148 福井県福井市篠尾町４７－１－１

18-008848 杉原　毅彦 法 無 20,000千円 1809
0770-23-4857 〒914-0124 福井県敦賀市市野々町１－６０５

18-009890 中村　和弘 法 無 5,000千円 1803
0779-65-5118 〒912-0021 福井県大野市中野３１－２２－９

18-009828 三好　勝 法 有 8,000千円 1806
0778-23-5528 〒915-0805 福井県越前市芝原３－６－５０

18-010196 三好　正之助 法 無 10,000千円 1801
0776-34-3443 〒918-8002 福井県福井市左内町１－１６

18-005943 三好　甚一 個 有 1806
0778-22-1800 〒915-0893 福井県越前市片屋町１３－１２

18-006599 三好　和枝 法 有 20,000千円 1801
0776-56-2917 〒910-0134 福井県福井市上野本町３－８０８

18-011491 松村　泰一郎 法 有 5,000千円 1801
0776-43-0609 〒918-8025 福井県福井市江守中２－１１０３　セクトビル２階

18-001825 山本　斉 法 有 25,000千円 1806
0778-22-0392 〒915-0051 福井県越前市帆山町１９－７－３

18-009656 田中　建介 法 無 10,000千円 1801
0776-38-1911 〒918-8176 福井県福井市三十八社町３２－１９

00-017862 星田　典行 法 有 98,000千円 1801
0776-52-8000 〒910-8560 福井県福井市長本町２０２

18-006687 大久保　長充 法 有 10,000千円 1801
0776-53-5671 〒910-0844 福井県福井市長本町２０２

土１と１園１
（有）宮本電設

電１
（有）ミュートス

管２機１
（株）三幸営繕

（有）宮本造園

土１建１と１管１舗１水１
ミラテック（株）

と１塗１
（株）ミルコン

土１建１と１鋼１塗１内１
（株）ミルタニ工業

土１と１園１
（株）三好土木

土２と２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
（株）未来クリエイト

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
（株）未來住建

土１左１と１管１
（株）ミヨシ

土１と１鋼１園１水１解１
みよし建設（株）

建１
三好庭園

土１と１舗１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011510 粟井　隆裕 法 無 5,000千円 1801

0776-65-6135 〒910-0026 福井県福井市光陽３－１４－５キュアメロディ２０６

18-006186 兵庫　賢一 法 無 3,000千円 1809
0770-32-0111 〒919-1132 福井県三方郡美浜町佐柿５８－３－１

18-009779 向井　弘 法 無 3,000千円 1806
0778-22-4328 〒915-0847 福井県越前市東千福町１３－３１

18-005064 向　富美吉 法 無 38,000千円 1802
0776-73-0772 〒919-0816 福井県あわら市山十楽６３－２３－１

18-007918 池田　聖太 法 無 3,000千円 1809
0770-62-2001 〒919-1523 福井県三方上中郡若狭町安賀里５７－３－１

18-000660 向瀬　浩 法 無 10,000千円 1809
0770-23-1497 〒914-0801 福井県敦賀市松島町８－３

18-006821 武藏　弘之 法 無 10,000千円 1801
0776-54-0307 〒910-0805 福井県福井市高木２－１４１０－１

18-010995 向瀨　寛幸 法 有 500千円 1805
0778-42-6290 〒916-0085 福井県鯖江市大倉町１３－１－２１

18-005035 武藤　仰 法 無 3,000千円 1809
0770-23-8149 〒914-0145 福井県敦賀市野坂４３－１－２６

18-006729 棟田　幸夫 法 無 8,000千円 1807
0778-42-1230 〒915-0233 福井県越前市岩本１７－８

18-010176 村上　武重 法 無 1,000千円 1802
0776-67-1011 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄３－９６－３

18-009244 村上　繁則 個 無 1805
0778-52-2073 〒916-0047 福井県鯖江市柳町４－５－７

18-008579 村上　直之 法 有 10,000千円 1805
0778-62-0882 〒916-0064 福井県鯖江市下司町１１－３２－１

建１管１
武蔵板金（株）

屋１タ１板１
（株）ムック

管１
（有）ムトウ設備

建１大１
（株）向農園

土１と１園１
夢源建築（有）

建１
向瀬設備（株）

（株）ＭｉｌｌｅｔＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ

と１
（有）美和木工

建１大１内１具１
（有）向井工務店

板１
村上商事（株）

機１

土１と１石１管１舗１し１水１
（有）棟田板金工業

屋１板１
（株）ＭＵＲＡＫＡＭＩ

土１建１と１屋１鋼１筋１舗１塗１防１内１具１解１
村上建築板金
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-001074 村上　宗夫 法 無 5,000千円 1801

0776-41-1031 〒918-8132 福井県福井市上六条町１７－３６

18-005668 村上　重則 法 無 10,000千円 1801
0776-22-3098 〒910-0022 福井県福井市花月３－１１－１１

18-010701 村上　英樹 個 無 1801
0776-41-3341 〒910-2148 福井県福井市篠尾町８２－２４－５２

18-003910 水野　勝志 法 無 10,000千円 1805
0778-52-6389 〒916-0056 福井県鯖江市住吉町３－４－５

18-009507 村崎　毅 法 無 10,000千円 1801
0776-26-9786 〒918-8231 福井県福井市問屋町４－１０２

18-006650 村下　修一 法 有 10,000千円 1803
0779-66-4777 〒912-0815 福井県大野市下麻生嶋３２－１

18-011692 村田　和大 法 無 1,000千円 1801
0776-76-6562 〒910-0826 福井県福井市上中町７－２３－１

18-000356 村田　友祐 法 無 10,000千円 1801
0776-34-8878 〒918-8013 福井県福井市花堂東１－２７－１

18-008865 廣瀬　勝 法 無 3,000千円 1810
0770-72-1033 〒919-2386 福井県大飯郡高浜町関屋７２－１４－１

18-007649 村田　元次 法 無 5,000千円 1801
0776-56-0430 〒910-0124 福井県福井市天池町４１－２２

18-010469 村田　隆幸 法 無 5,000千円 1801
0776-22-5355 〒918-8235 福井県福井市和田中町１１３－３２

00-024197 村中　昌弘 法 無 41,000千円 1801
0776-22-0845 〒910-0859 福井県福井市日之出３－２－１

18-009551 村中　信吉 法 無 3,000千円 1809
0770-23-1667 〒914-0123 福井県敦賀市和久野１４－１９

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１園１水１
村上電工

電１
（株）ムラケン

建１
（株）村崎

（有）村上宗組

土１と１鋼１舗１水１
村上大理石（株）

屋１
村中建設（株）

土２建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２舗２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
（有）村中建築

建１大１と１内１

と１
（有）村田住宅設備

土１管１
（有）村田設備

管１
ムラタルーフ（株）

内１
（株）村下建築

土１建１
（株）村田仮設

と１
村田工業（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009938 村中　甚孝 個 無 1803

0779-67-1441 〒912-0146 福井県大野市落合３－４

18-010492 村西　邦彦 個 無 1801
0776-41-3026 〒910-2177 福井県福井市稲津町２８－２２

18-007457 村松　徹哉 法 無 5,000千円 1810
0770-52-1360 〒917-0067 福井県小浜市小浜鹿島３５

18-009854 村松　幸雄 個 無 1810
0770-52-3750 〒917-0046 福井県小浜市雲浜１－５－３７

18-006747 室田　秀洋 法 無 3,000千円 1802
0776-74-1056 〒919-0741 福井県あわら市中川６－１０－５

18-009068 田中　則之 法 有 3,000千円 1809
0770-25-4037 〒914-0042 福井県敦賀市石ヶ町２０－１６（長沢）

18-010279 南部　勇人 法 無 3,000千円 1801
0776-23-3228 〒918-8236 福井県福井市和田中２－１７１８

00-015219 塩谷　和宏 法 有 30,000千円 1806
0778-23-1181 〒915-0041 福井県越前市葛岡町７－１６－１

18-009697 簗川　浩主 法 無 3,000千円 1803
0779-66-5556 〒912-0017 福井県大野市東中野２－９０１

18-008794 上中　浅利 個 無 1810
0770-67-3650 〒917-0364 福井県大飯郡おおい町名田庄虫鹿野３ー２ー１

18-010136 曽我　真司 法 無 3,000千円 1809
0770-23-5448 〒914-0807 福井県敦賀市松葉町３２－３

18-004301 平山　洋史 法 無 6,000千円 1802
0776-51-2553 〒919-0464 福井県坂井市春江町江留上錦１２

18-008985 林　正夫 法 無 3,000千円 1801
0776-53-2336 〒918-8234 福井県福井市曽万布町１０－１－３

村中建築

建１
（株）明光建商

土１建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１板１ガ１塗１防１内１絶１具１水１解１
（有）明光電業

電１
名上土建

土１建１と１石１電１管１鋼１舗１し１塗１機１園１井１水１消１解１
（有）室田設備工業

土１管１水１消１
（有）メイク

土１と１石１鋼１舗１し１園１水１
（株）メイコウ

建１
村西組

土１と１
（株）村松建築

建１大１
村松設備

土１建１

土１と１石１
（株）明進機械設備

管１機１
明新建設（有）

土１と１
（有）明正建設
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009103 寺田　伸行 法 無 10,000千円 1809

0770-21-1532 〒914-0045 福井県敦賀市古田刈６９－１９０３－２

18-001531 上野　友嗣 法 有 20,000千円 1801
0776-25-0001 〒910-0063 福井県福井市灯明寺２－７０３

18-010891 川端　慎哉 法 無 3,000千円 1803
0779-65-6232 〒912-0006 福井県大野市庄林２２－３－６

18-010224 名村　政博 法 有 3,000千円 1802
0776-81-2796 〒913-0016 福井県坂井市三国町三国東１－６－１７

00-014948 土本　謙吾 法 無 30,000千円 1801
0776-54-6665 〒910-0826 福井県福井市上中町２６－３６－１

18-008146 小寺　宏修 法 無 3,000千円 1802
0776-51-8462 〒919-0482 福井県坂井市春江町針原３８－２１－１

18-010826 宇野　司 法 無 3,000千円 1809
0770-23-9911 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町２－１６－４

18-008444 鈴木　栄作 法 無 5,000千円 1801
0776-43-6987 〒918-8114 福井県福井市羽水３－１１０

18-011338 大石　和弘 法 無 3,000千円 1801
0776-28-5227 〒910-0061 福井県福井市船橋新２－７０１

18-004406 黒川　剛陽 法 有 10,000千円 1801
0776-52-0222 〒910-0842 福井県福井市開発５－８０６

18-009646 佐々木　俊治 法 無 8,000千円 1801
0776-52-2811 〒918-8232 福井県福井市荒木別所町６－２－２

18-008277 佐々木　明人 法 無 20,000千円 1801
0776-29-1221 〒918-8231 福井県福井市問屋町４－１１１２

18-009830 廣部　隆弘 法 有 12,000千円 1801
0776-36-9559 〒911-8007 福井県福井市足羽４－１８－２２

建１
（有）名和

土１建１管１鋼１塗１機１
明和工業（株）

土２と２
（株）明和工業

（株）明総管工

管１
明電設備（株）

土１建１と１電１管２舗１内１機１水１
（株）明倫舎建築事務所

電１通２
（株）メディカルジャパン

通１

塗１
メゾンデザイン工房（株）

建１大１内１
メタルプレート・ササキ（有）

大１左１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
メディアボックス（株）

と１管１鋼１
明和工業（株）

管１
（株）メート工房

建１大１内１
恵工業（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-005263 毛利　幸夫 法 無 3,000千円 1809

0770-25-3261 〒914-0145 福井県敦賀市野坂４６－５－３９

18-011426 窪田　将史 法 無 1,000千円 1801
0776-97-8863 〒918-8105 福井県福井市木田１－３４１３シダーテラスＣ－２

18-011405 辻　一憲 法 無 1,000千円 1809
0770-62-2778 〒919-1526 福井県三方上中郡若狭町関５８－１４

18-001643 竹本　裕喜 法 有 10,000千円 1806
0778-42-7124 〒915-0082 福井県越前市国高１－１－９国高ハイツ１Ｆ

18-010244 森下　晃一 個 無 1810
0770-53-2339 〒917-0007 福井県小浜市下竹原２－１３

18-007856 梅木　裕次 法 無 10,000千円 1801
0776-26-0018 〒910-0854 福井県福井市御幸４－１９－３０

18-009290 荻野　隆弘 法 無 3,000千円 1810
0770-62-1882 〒919-1531 福井県三方上中郡若狭町新道７１－１５

18-007925 田中　佳光 法 無 20,000千円 1809
0770-57-1187 〒919-1556 福井県三方上中郡若狭町玉置１１－３２

18-000613 元井　康治 法 有 20,000千円 1802
0776-66-1595 〒910-0332 福井県坂井市丸岡町下久米田４－２３－２

18-009098 元嶋　浩之 個 無 1810
0770-72-5427 〒919-2382 福井県大飯郡高浜町東三松１０－１９－１

18-005285 元矢　信一 法 有 10,000千円 1801
0776-53-6130 〒910-0843 福井県福井市西開発３－７１１－２

18-004295 元山　和彦 法 無 10,000千円 1801
0776-36-7075 〒918-8025 福井県福井市江守中町１－７－３

18-000189 元結　一郎 法 無 10,000千円 1801
0776-24-2178 〒910-0024 福井県福井市照手２－８－８

（有）毛利工業

大１と１管１タ１鋼１筋１
（株）ＭＯＫ

土２と２舗２
（株）元井建設工業

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
モトジマ建設

土１
（株）元矢工務店

管１
（株）モジュールホーム

建１
（有）ＭＯＤＥＬ

建１大１内１具１
（株）モトイ

建１
（同）木創

建１
（株）ＭＯＣＬＡＳ

建１
ＭＯＣＯプランズ

建１
元山内装工業（株）

内１
元結管工（株）

管１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010428 樅山　裕昭 個 無 1801

0776-55-1214 〒914-0109 福井県福井市二日市町３５－１９

18-011043 牧野　和義 法 無 3,000千円 1801
0776-27-1019 〒910-0067 福井県福井市新田塚２－７－４

18-007777 森内　廣秋 法 無 5,000千円 1804
0779-87-1045 〒911-0035 福井県勝山市郡町３－９０３

18-010742 森岡　誠二 法 有 3,000千円 1802
0776-81-4246 〒913-0021 福井県坂井市三国町楽円２－２５

18-000568 森尾　義治 法 無 30,000千円 1803
0779-78-2025 〒912-0206 福井県大野市板倉１－４－２

18-001297 森景　義広 法 無 40,000千円 1804
0779-88-1387 〒911-0803 福井県勝山市旭町２－１－１４

18-011060 加藤　英世 法 無 500千円 1801
0776-55-0537 〒910-0109 福井県福井市二日市町３６－１５

18-007276 森木　栄樹 法 有 3,000千円 1801
0776-98-2296 〒910-3634 福井県福井市大森町７１－１－２２

18-000167 森口　新太郎 法 有 45,000千円 1809
0770-23-5551 〒914-0821 福井県敦賀市櫛川３４－２２

18-007262 森國　とし枝 法 無 3,000千円 1801
0776-98-5577 〒910-3622 福井県福井市風巻町１－１１－１

18-001300 森　嘉明 法 無 20,000千円 1807
0778-44-6517 〒910-2516 福井県今立郡池田町山田３１－１７

18-007437 森越　直一 法 無 3,000千円 1809
0770-23-5126 〒914-0051 福井県敦賀市本町２－１２－２

18-003413 森下　幸蔵 法 有 30,000千円 1801
0776-34-1222 〒918-8016 福井県福井市江端町６－３７

建１
（株）森尾組

土２と２石２鋼２舗２し２塗２園２水２
（株）森景組

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２園１水２解２
（株）森川通信

建１大１
（株）モランザ

土１と１石１鋼１舗１し１防１水１
森内建設（有）

土１と１管１
（株）モリオカ

樅山建築

建１大１と１屋１タ１内１

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）森組

土２建１と１管１解１
（有）森越板金

屋１板１
（株）モリシタ

通１
（有）森木工務店

建１大１内１
森口建設（株）

土２建２大２左２と２石２屋２電２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園２具２水２解２
（有）モリクニ建設
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-001922 森下　定幸 法 無 20,000千円 1808

0778-34-0068 〒916-0123 福井県丹生郡越前町天宝１－６－１

18-008588 森下　薫 法 無 13,000千円 1810
0770-53-2720 〒917-0045 福井県小浜市加斗１８－４５

18-008530 森下　晃壱 法 無 3,000千円 1810
0770-53-2643 〒917-0072 福井県小浜市千種１－３－２６

18-009766 吉田　清一 法 無 40,000千円 1801
0776-38-1171 〒918-8152 福井県福井市今市町１３－８－４

18-000593 森下　敏幸 法 無 20,000千円 1801
0776-24-5312 〒910-0034 福井県福井市菅谷２－３－１９

18-011273 森口　純平 法 有 10,000千円 1803
0779-66-3056 〒912-0071 福井県大野市鍬掛７－３７－１

18-010869 上田　行雄 法 有 20,000千円 1807
0778-44-6290 〒916-2502 福井県今立郡池田町野尻１９－１３－１

18-008902 森田　稔 個 無 1810
0770-52-1873 〒917-0107 福井県小浜市甲ヶ崎２５－１３

18-007961 西浦　武晴 法 無 5,000千円 1801
0776-37-0605 〒918-8027 福井県福井市福２－１７０９－４

18-008448 森田　賢介 個 無 1807
0778-44-7631 〒910-2502 福井県今立郡池田町野尻１４－５

18-010813 森忠　理 法 無 8,000千円 1801
0776-35-8590 〒918-8114 福井県福井市羽水２－３０２

18-006331 森　勲 法 無 3,000千円 1802
0776-72-0236 〒919-0404 福井県坂井市春江町西長田４３－３－２

18-010647 森　佳宏 法 無 1,850千円 1801
0776-35-8154 〒918-8007 福井県福井市足羽５－２－１２

（株）森下組

土２と２管１舗２水２
（有）森下組

土１
森下建材（有）

左１
森田塗装工業

塗１
（株）モリチュウＣＬ

塗１
（有）森電機商会

内１具１
森田建設（株）

土１と１
森田建築

建１
（有）森田工業

管１具１
（株）森下設備工業

管２機１水１
森下電気工事（株）

電２通１消１
（株）森正インテリア

電１
（株）森電工

電１

267/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-003136 森　嘉治 法 無 20,500千円 1802

0776-66-5369 〒910-0381 福井県坂井市丸岡町舟寄１０－３－２６

18-011459 植村　友保 法 無 3,000千円 1810
0770-56-1183 〒917-0027 福井県小浜市生守６－１５－５

18-010178 森永　克弘 個 無 1801
0776-90-1775 〒910-2333 福井県福井市野波町４９－１５－１

18-003264 森永　靖晃 法 無 3,000千円 1803
0779-65-0734 〒912-0043 福井県大野市国時町５０２－１

18-004832 森永　修康 法 有 10,000千円 1801
0776-56-0546 〒910-0151 福井県福井市栄町２－２５

18-005015 森口　悦男 法 無 3,000千円 1810
0770-56-0239 〒917-0243 福井県小浜市竜前２６－１－３

18-009495 森本　正弘 法 無 3,000千円 1810
0770-67-2698 〒917-0382 福井県大飯郡おおい町名田庄久坂１１－２７－１

18-011669 森　英男 法 無 9,000千円 1801
0776-74-0523 〒910-2174 福井県福井市上東郷町１６－６

18-010559 森山　博有 法 無 3,000千円 1810
0770-72-4479 〒919-2381 福井県大飯郡高浜町西三松７－４

18-011114 森脇　守 個 無 1810
0770-67-3026 〒917-0382 福井県大飯郡おおい町名田庄久坂１１－１１－１

18-001263 文珠四郎　崇之 法 無 20,000千円 1801
0776-21-0292 〒910-0003 福井県福井市松本１－５６－１０

18-003965 矢尾　秀士 個 無 1802
0776-51-2218 〒919-0484 福井県坂井市春江町安沢１７－１６

00-022564 八木　信二郎 法 有 25,384千円 1801
0776-22-3300 〒910-0024 福井県福井市照手２－６－１６

筋１
（有）森弘建設

土１建１
（有）森本建築

建１
森康建設（株）

と１電１機１
森永建築

建１大１屋１タ１鋼１内１
（有）森永左官工業

左１と１
（株）森永鉄筋

（株）森土建

土２と２石２鋼２舗２し２水２
（株）森長組

土２と１管２舗１機２井１水１消１
矢尾工務店

建１
（株）八木熊

塗１防１内１

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（有）森山工業

と１機１解１
森脇塗工店

塗１
（株）文珠四郎管工商会
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011332 鰐渕　旭志 法 有 3,000千円 1801

0776-97-5583 〒910-0038 福井県福井市三ツ屋１－４１４

18-011062 藥眞寺　憲康 法 無 3,000千円 1809
0770-23-5015 〒914-0141 福井県敦賀市莇生野１０３－６－１１

18-009605 矢路　弥 法 無 5,000千円 1809
0770-21-1064 〒914-0122 福井県敦賀市新和町１－１４－９

18-006332 矢倉　正弘 個 無 1805
0778-51-3859 〒916-0056 福井県鯖江市住吉町２－７－２１

18-000796 矢佐　晃一郎 法 無 10,000千円 1806
0778-22-0083 〒915-0067 福井県越前市住吉町３－２２

18-011638 ヤシモト　アドリアノ 個 無 1801
0776-28-6791 〒910-0132 福井県福井市河合寄安町１１１０

00-016460 安田　政光 法 有 50,000千円 1809
0770-23-3300 〒914-0041 福井県敦賀市津内８３－５－１

18-007385 安田　信彦 法 無 3,000千円 1803
0779-65-8468 〒912-0021 福井県大野市中野町２－２－２１

18-010495 安田　修 法 無 5,000千円 1809
0770-21-5966 〒914-0141 福井県敦賀市莇生野１１２－１６－３

18-009382 安田　剛志 法 無 6,000千円 1804
0779-88-2000 〒911-0812 福井県勝山市猪野６－２－１

18-009636 安田　昌史 法 有 20,000千円 1810
0770-72-0724 〒919-2201 福井県大飯郡高浜町和田１０１－４－５

18-010421 安田　祥二 法 無 5,000千円 1804
0779-87-2000 〒911-0812 福井県勝山市猪野６－２－１

18-001454 安間　義剛 法 無 22,000千円 1803
0779-66-1027 〒912-0041 福井県大野市菖蒲池５０－３２－２

電１管１機１
（有）ヤクシン興業

管１
（有）矢組

と１筋１解１
ヤクラ保温工業

（株）ヤギテック

建１内１
（株）安田電気工業

電２管１通１消１
（株）安田電工

電１
（株）安間鉄工所

土２と２石２鋼２舗２し２水２解２
（有）安田建設

大１
（株）安田工務店

土１大１と１石１鋼１舗１し１水１解１
（有）安田商店

絶１
（株）矢佐組

建１
ヤシモト工業

と１
（株）安田建設

土２建２と２鋼２塗２機１解２
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010835 八十　正哲 法 無 3,000千円 1810

0770-72-7025 〒919-2381 福井県大飯郡高浜町西三松１３－４０－４

18-008261 川内　陽子 法 無 3,000千円 1801
0776-53-0283 〒910-0801 福井県福井市寺前町１－９－４１

18-008737 矢田　哲也 法 有 10,000千円 1801
0776-28-0055 〒910-0067 福井県福井市新田塚２－３４－３４

18-001425 谷内　輝雅 法 無 5,000千円 1801
0776-36-6330 〒918-8025 福井県福井市江守中町７－８－１

18-010981 梁川　昇権 法 有 3,000千円 1804
0779-89-2545 〒911-0042 福井県勝山市荒土町松田２３－１０

18-001560 金岡　致明 法 無 5,000千円 1803
0779-65-8667 〒912-0035 福井県大野市有明町５－１

18-008376 白鳥　春基 法 無 10,000千円 1809
0770-22-2334 〒914-0024 福井県敦賀市吉河１０－２１－１

18-004925 柳原　丈哲 法 有 20,000千円 1801
0776-54-9677 〒910-0835 福井県福井市丸山町４２－２

18-009449 梁瀬　勝元 法 無 3,000千円 1809
0770-36-2269 〒914-0033 福井県敦賀市鳩原７－２

18-011024 下畑　将彦 個 無 1810
0770-77-1107 〒919-2106 福井県大飯郡おおい町犬見２８－１５

18-004696 猪嶋　具幸 法 無 10,000千円 1803
0779-66-3627 〒912-0061 福井県大野市篠座町５－６

18-005338 矢野　喜一 法 有 20,000千円 1802
0776-66-1369 〒910-0262 福井県坂井市丸岡町栄１－６１０

18-011106 山崎　博之 法 無 3,000千円 1801
0776-43-9007 〒918-8067 福井県福井市飯塚町７－４０

土１と１
（有）柳建設

土１と１舗１解１
（株）柳原興業

土２と２管２舗２機１水１解２
ヤナセ工業（有）

建１
（有）谷内工業所

管１
（有）やな川重量

土１建１大１と１石１屋１タ１鋼１舗１し１塗１内１機１水１
（有）柳建設

（有）八十工業

電１管１機１消１
（有）八十嶋工業

屋１板１
（株）ヤタケン

と１解１
（株）ヤヒロ

土１建１大１左１と１石１屋１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１

機１
屋根工房シモハタルーフ

屋１
（株）やねやの猪島

建１屋１
（株）矢野商店
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008777 籔内　尚大 法 無 10,000千円 1808

0778-32-2211 〒916-0273 福井県丹生郡越前町小曽原３９－３

18-005028 薮　慶一郎 法 無 3,000千円 1802
0776-51-0593 〒919-0443 福井県坂井市春江町正蓮花９－１２

00-015323 薮下　泰德 法 無 10,000千円 1810
0770-76-1317 〒919-2365 福井県大飯郡高浜町神野２６－２３

18-006775 籔本　晃一 法 無 10,000千円 1810
0770-72-2737 〒919-2213 福井県大飯郡高浜町畑７－１

18-007236 山崎　栄一 法 無 30,000千円 1801
0776-41-0626 〒919-0314 福井県福井市生部９－１

18-005874 山内　登 法 無 10,000千円 1801
0776-53-5155 〒910-0807 福井県福井市高木北２－８０１－２

18-008663 山内　一栄 個 無 1804
0779-87-1620 〒911-0824 福井県勝山市平泉寺町大矢谷２２－１３

18-010557 山内　彰 法 無 5,000千円 1801
0776-56-8485 〒910-0146 福井県福井市下森田桜町６１０

18-000849 山内　章光 法 無 10,000千円 1808
0778-32-2134 〒916-0255 福井県丹生郡越前町江波２５－４５－２

18-008771 山内　勝司 法 無 20,000千円 1803
0779-66-3803 〒912-0031 福井県大野市月美町５－１９

18-006927 山内　政男 法 無 10,000千円 1806
0778-28-1537 〒915-1201 福井県越前市安養寺町９６－２５－７

18-007857 山内　大典 法 無 20,000千円 1804
0779-89-2956 〒911-0843 福井県勝山市鹿谷町本郷２７－１２

18-000934 山岡　正和 法 無 20,000千円 1806
0778-42-0348 〒915-0242 福井県越前市粟田部町１６－１０

建１大１屋１タ１内１
（株）薮下電業

電１消１
（株）籔本興業

土１と１機１
（有）山一建設

薮内建設（株）

建１
（有）薮組

建１鋼１
（株）山内土建

土２と２石２
（株）山岡組

土２と２石２解２

と１
山内建設（株）

建１解１
（株）山内建設

土２と２石２管１鋼２舗２し２塗２水２解２
（株）山内工業

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１解１
（株）ヤマウチ

塗１防１
山内建設

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（有）山内仮設
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010793 山内　徳人 法 無 5,000千円 1804

0779-89-2226 〒911-0848 福井県勝山市鹿谷町保田２１－１９

18-002882 山岡　秀樹 法 無 10,000千円 1801
0776-54-3633 〒910-0852 福井県福井市松城町８－１５

18-010080 山形　秀勝 個 有 1801
0776-36-8453 〒918-8037 福井県福井市下江守町２６－５－１

18-011121 山形　浩一郎 個 無 1806
0778-23-0395 〒915-0803 福井県越前市平出３－２１－２２

18-005643 山形　孝太 法 無 10,000千円 1801
0776-28-6020 〒918-8236 福井県福井市和田中２－１１２

18-006546 山形　総 法 有 10,000千円 1801
0776-36-0249 〒918-8014 福井県福井市花堂中２－２－２３

18-007679 山本　博靖 法 有 20,000千円 1805
0778-52-9120 〒916-0016 福井県鯖江市神中町２－５０１－１５

18-007804 山岸　恒一 法 無 10,000千円 1801
0776-22-3296 〒910-0028 福井県福井市学園２－６－８

18-002338 杉本　一彦 法 有 20,000千円 1806
0778-24-4520 〒915-0806 福井県越前市本保２１－１０

18-007838 北　仁美 法 無 3,000千円 1801
0776-56-2010 〒910-0134 福井県福井市上野本町４－２６１２

00-004168 山下　真寛 法 有 98,000千円 1801
0776-36-2288 〒918-8511 福井県福井市左内町４－１５

18-011490 山口　安啓 法 有 7,500千円 1806
0778-42-3777 〒915-0242 福井県越前市粟田部町８１－５－３

18-005558 朝日　裕友 法 無 11,000千円 1801
0776-41-2337 〒910-2171 福井県福井市荒木町３６－１

（株）山岡建設

ガ１内１具１
山岸硝子（株）

ガ１具１
（株）山岸組

土２建２と２石２タ２鋼２舗２し２水２
（有）山岸工業所

土１と１塗１防１
山形工業（株）

土１と１鋼１舗１
（株）山形商店

と１解１
山壁産業（株）

土１と１石１
（株）山岡保温工業所

絶１
山形建設工業

建１
ヤマガタ建装

と１

土１と１
山金工業（株）

建２電１鋼１板１ガ１塗１内１具１
（株）山口エンジニア

機１
（有）山口基礎工業
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008093 上坂　孝紀 個 無 1808

0778-36-0322 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田１０１－２１

18-011097 山口　晃 法 無 5,000千円 1805
0778-42-7939 〒916-0019 福井県鯖江市丸山町２－１１０－１

18-010355 山口　智久 法 有 10,000千円 1809
0770-23-3320 〒914-0041 福井県敦賀市津内８５－５－１

18-010827 山口　浩司 法 無 1,000千円 1801
0776-76-0030 〒910-0842 福井県福井市開発２－６０２－４

18-008739 山口　拓雄 個 無 1804
0779-88-2266 〒911-0811 福井県勝山市片瀬１８－１

18-010014 山口　竹寛 個 無 1806
0778-21-3592 〒915-0894 福井県越前市丹生郷町１１－１６－１

18-003168 斉藤　豊 法 無 10,000千円 1805
0778-51-1095 〒916-0018 福井県鯖江市幸町２－１－５

18-010135 山口　和仁 個 有 1806
0778-27-1355 〒915-0026 福井県越前市五分市町２－１６

18-007700 東　俊彦 法 無 3,000千円 1802
0776-51-5231 〒919-0483 福井県坂井市春江町石塚２９－２７－１

18-003154 山口　喜博 法 有 3,000千円 1801
0776-61-0340 〒910-1133 福井県吉田郡永平寺町松岡春日３－３２

18-010702 山口　正明 個 無 1805
0778-65-0466 〒916-1221 福井県鯖江市西袋町７１４

18-000825 山口　和夫 法 無 20,000千円 1802
0776-73-1708 〒919-0814 福井県あわら市青ノ木３９－１６－１

18-011520 山下　博文 法 無 3,000千円 1803
0779-65-0737 〒912-0021 福井県大野市中野２８－６－９

と１管１機１
（株）山口工業

と１
山口工務店

建１
ヤマグチＣ．Ｅ．

山口組

土１と１石１鋼１舗１水１
山口建設塗装（株）

塗１
（株）山口工業

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１
（株）山建

土１

管１鋼１
（有）山口電気工業

電１管１機１
山口電気商会

電１
（株）山口土木

土１と１
山口商店（株）

屋１板１
山口製材所

建１
（有）山口テクニカル
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008590 山本　幸雄 法 無 5,000千円 1801

0776-27-4776 〒910-0039 福井県福井市三ツ屋町１２－２－１

18-011624 山﨑　篤史 個 無 1810
0770-57-1316 〒917-0226 福井県小浜市平野３０－２４

18-000827 山崎　正弘 法 有 30,000千円 1801
0776-22-1500 〒910-8518 福井県福井市宝永２－１１－３

18-000183 山＊　隆弘 法 無 10,000千円 1808
0778-36-0095 〒916-0215 福井県丹生郡越前町織田８５－３－７

18-002634 山﨑　哲嗣 法 無 55,000千円 1801
0776-35-7700 〒918-8025 福井県福井市江守中町７－１７

18-009325 山崎　正仁 法 無 5,000千円 1810
0770-52-5430 〒917-0042 福井県小浜市東勢５０－３０

18-010968 山﨑　信一 個 無 1803
0779-64-5716 〒912-0015 福井県大野市中挾１－１０４

18-011601 山﨑　和美 個 無 1805
0778-51-2204 〒916-0047 福井県鯖江市柳町３－２－６

18-011477 山﨑　崇弘 法 有 3,000千円 1805
0778-51-0741 〒916-0034 福井県鯖江市下新庄町１２６－７

18-011153 山崎　隆次 法 有 3,000千円 1801
0776-56-4445 〒910-0138 福井県福井市東森田１－２１２０

18-009715 山﨑　恒広 法 無 6,000千円 1801
0776-37-3787 〒918-8237 福井県福井市成和１－２１０６

18-003868 山崎　秀雄 法 無 10,000千円 1801
0776-35-5413 〒918-8014 福井県福井市花堂中１－１２－１５

00-006009 小林　俊明 法 無 70,000千円 1801
0776-24-2088 〒910-0017 福井県福井市文京２－２－１

（有）ヤマコウ建設

土１と１石１鋼１舗１し１水１
ヤマザキ

と１
（株）山﨑工務店

建１
山崎サッシ（有）

具１
ヤマザキジュウコウ（株）

土１建１と１解１
（有）山崎工業

土１と１管１水１
山﨑工業

と１
山﨑興業

と１
山崎金属（株）

土１建１と１屋１電１管１タ１鋼１筋１板１塗１内１機１
（株）山＊組

土１と１
山﨑建設（株）

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
山崎鉄工建設（株）

建１鋼１機１
（株）山崎塗装店

土２建１左１と２屋１鋼２塗２防１具１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007275 山＊　英己 法 無 8,000千円 1806

0778-43-1350 〒915-0253 福井県越前市中津山２３－９－５

18-001184 石塚　国治 法 無 15,000千円 1803
0779-65-5055 〒912-0022 福井県大野市陽明町３－４０１

18-001389 山下　広太郎 法 有 20,000千円 1810
0770-52-0368 〒917-0095 福井県小浜市城内１－１－２０

18-005101 山下　憲一 法 有 10,000千円 1801
0776-22-7765 〒910-0049 福井県福井市花月３－１２－１７

18-008877 山下　栄一 個 無 1801
0776-22-6665 〒910-0002 福井県福井市町屋２－３－２２

18-009437 山下　学 個 無 1809
0770-32-2433 〒919-1126 福井県三方郡美浜町日向３－１－４

18-009241 山下　大 法 無 5,000千円 1809
0770-28-1366 〒914-0263 福井県敦賀市横浜２８－１０－１

18-011012 山下　英喜 法 無 3,000千円 1810
0770-59-1355 〒917-0021 福井県小浜市竹原２９－２４

18-011051 山下　敏明 法 無 1,000千円 1801
0776-54-3497 〒910-0801 福井県福井市寺前町１－２９－２１

18-008298 山品　秀昭 個 無 1806
0778-22-6224 〒915-0816 福井県越前市小松２－１１－２

18-011397 諭山　武蔵 法 無 5,000千円 1809
0770-47-5331 〒914-0028 福井県敦賀市中２４－２０－４

18-008735 山内　正美 法 無 10,000千円 1801
0776-85-1038 〒910-3126 福井県福井市深坂町１２－４２－１

18-011465 山岡　正 法 無 3,000千円 1801
0776-22-8238 〒910-0853 福井県福井市城東３－１５－１５

土１と１水１
山下建材

建１と１
山下設備

土１と１管１水１
（有）山下鉄工

屋１板１
（株）ヤマシゲ建設

土１と１石１鋼１し１塗１水１
（株）山下組

土２と２石２鋼２舗２し２園１水２解２
（株）山下組

（有）山＊板金工業

絶１

土１
（株）山商

と１管１
（株）ヤマショウ建設

土１と１石１舗１し１水１
（有）山正断熱工業所

管１機１
（株）山下塗装

塗１防１
（株）山下土木

土１と１石１
ヤマシナ地建
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010210 北　光仁 法 無 5,000千円 1802

0776-89-1663 〒913-0056 福井県坂井市三国町宿１－２－１６

18-008800 山川　直樹 法 無 3,000千円 1802
0776-77-1500 〒910-4134 福井県あわら市上番９９－２６

18-000156 原　真一 法 有 30,000千円 1806
0778-23-3510 〒915-0095 福井県越前市稲寄町５－３－１

18-000573 山本　清勝 法 無 10,000千円 1804
0779-88-0327 〒911-0814 福井県勝山市若猪野３４－７０

18-006917 野村　勇夫 法 有 10,000千円 1810
0770-52-5000 〒917-0096 福井県小浜市雲浜１－５－１

18-004149 山本　尚也 法 有 21,000千円 1801
0776-35-1021 〒918-8025 福井県福井市江守中町８－１３－１

18-006610 山本　暁士 法 無 3,000千円 1809
0770-25-2345 〒914-0815 福井県敦賀市平和町１６－２３

18-008399 山本　篤 法 無 70,000千円 1810
0770-72-5677 〒919-2371 福井県大飯郡高浜町中山第５０号２２番地５

18-007568 山田　忠幸 法 有 10,000千円 1801
0776-36-0460 〒918-8015 福井県福井市花堂南２－５－１２

18-007243 山田　喜世英 法 無 5,000千円 1803
0779-66-5936 〒912-0053 福井県大野市春日３－１４－２２

18-000125 山田　元成 法 有 20,000千円 1802
0776-77-3636 〒910-4144 福井県あわら市中浜１－１２

18-000945 山田　一泰 法 有 20,000千円 1806
0778-22-2466 〒915-0852 福井県越前市松森町７

18-000502 山田　久幸 法 無 8,000千円 1803
0779-65-0294 〒912-0044 福井県大野市桜塚町３０４

ヤマシン建設（株）

土１と１舗１
（有）ヤマシン電気通信

電１通１
山清建設（株）

電１機１
（有）山田業務店

土１建１左１と１
（株）山田組

土２建２と２管１鋼２舗２園２水１解２
（株）山田組

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
（有）山善工務店

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
山惣ホーム（株）

土２建２大１と２電１管１内１園１水１解２
山田技研（株）

土２建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
山清建設（株）

土１と１石１
（株）山清ハウジング

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
（株）ＹＡＭＡＺＥＮ

土２建２大２左２と２石２屋２管１タ２鋼２筋２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
（有）山田建設

土１と１石１し１水１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009056 高津　高志 法 無 3,000千円 1801

0776-96-4812 〒910-2204 福井県福井市美山大谷町１８－１７

18-007390 山田　幸博 法 有 3,000千円 1809
0770-45-1724 〒919-1323 福井県三方上中郡若狭町倉見２７－３５

18-006714 山田　篤 法 無 3,000千円 1801
0776-26-3932 〒918-8238 福井県福井市和田３－９２１

18-006966 山田　益廣 法 無 10,000千円 1801
0776-43-9360 〒910-3603 福井県福井市片粕町２８－４－１

18-004528 山田　泰弘 法 無 10,000千円 1801
0776-36-5366 〒918-8026 福井県福井市渕２－１８１１

18-010895 山田　章弘 個 無 1802
0776-77-3143 〒910-4125 福井県あわら市堀江十楽１－５８－１

18-011093 山田　誠司 個 無 1806
0778-23-5942 〒915-0893 福井県越前市片屋町２７－３４

18-001464 山田　秀毅 法 有 20,000千円 1806
0778-21-0122 〒915-0847 福井県越前市東千福町３－１８

18-007502 山田　一仁 法 有 3,000千円 1801
0776-43-6977 〒910-0134 福井県福井市上野本町４－２８２７

18-010617 山本　忠男 個 無 1805
0778-51-0287 〒916-0029 福井県鯖江市北野町２－７－２１

18-011541 坪川　光 法 有 3,000千円 1801
0776-53-3699 〒910-0833 福井県福井市新保２－１０６

18-002698 山元　雅文 法 無 10,000千円 1802
0776-73-3290 〒919-0628 福井県あわら市大溝２－３７－３２

18-011047 水井　大輔 法 無 500千円 1805
0778-42-6959 〒916-0073 福井県鯖江市下野田町４－２－１７

電１
山田電気商会

電１
山田塗装

と１塗１
山田土木（株）

土１建１と１解１
ヤマダ工業（有）

管１
（株）ヤマダ鐵工

建１鋼１
（株）山田電機

（有）山田建設

土１と１石１
（有）山田建築店

内１
（株）山鉄工業

筋１
大和建設工業（株）

と１

土２建１と２石２管１鋼２舗２解２
（有）山田土木

土１
山忠でんぱ

電１
（有）ヤマツボ
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-005891 大和　恵一 個 無 1810

0770-52-4222 〒917-0001 福井県小浜市福谷２４－６－６

18-011183 齊藤　朋久 法 無 8,000千円 1803
0779-66-3260 〒912-0082 福井県大野市大和町３－２０

18-003432 東　正純 法 有 3,000千円 1810
0770-56-3713 〒917-0241 福井県小浜市遠敷９－２０２－２

18-000035 伊藤　功一 法 有 20,000千円 1806
0778-45-0950 〒919-0101 福井県南条郡南越前町湯尾１９－３－７２

18-009926 山中　正之 個 有 1809
0770-45-0056 〒919-1303 福井県三方上中郡若狭町三方３１－５０

18-009299 堀　正路 法 無 20,000千円 1808
0778-36-0254 〒916-0225 福井県丹生郡越前町上山中４８－２５－１

18-006864 林　良一 個 無 1808
0778-36-0276 〒916-0225 福井県丹生郡越前町上山中２３－４

18-003648 山田　拓郎 法 有 40,000千円 1803
0779-65-5231 〒912-0053 福井県大野市春日１６１－１２－１

18-010380 山西　敏憲 法 無 5,000千円 1806
0778-22-1776 〒915-0873 福井県越前市池ノ上町８－４

18-005976 山本　春彦 法 無 5,000千円 1801
0776-55-0661 〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町５７－１３

18-010992 橘　寛 法 無 5,000千円 1809
0770-22-6263 〒914-0131 福井県敦賀市公文名３４－３８

18-010854 山　東洋和 個 無 1803
0779-66-2949 〒912-0083 福井県大野市明倫町６－１１

18-008303 山＊　薫 法 無 3,000千円 1802
0776-67-0134 〒910-0369 福井県坂井市丸岡町新九頭竜２－７

左１
大和ブロック建設工業（株）

土１と１管１タ１
（有）ヤマト防災

電１消１
山友建設（株）

大和左官

土１大１と１石１タ１鋼１筋１舗１し１水１解１
（有）ヤマバン

屋１板１
山板金工業所

屋１板１
（有）山博組

電１
山二工業（株）

土２建２と２電２管２鋼２塗２機１井１水２消１解２
（有）ヤマニシ

建１鋼１
（有）山春組

土２と２水２
山中金物店

管１
山中建設（株）

土２と２管１舗２塗２園１水２
山中電気商会

と１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009877 山下　日出夫 法 無 12,500千円 1806

0778-21-1910 〒915-0805 福井県越前市芝原５－１４－２９

18-000955 山本　厚 法 無 40,000千円 1801
0776-21-1323 〒910-0027 福井県福井市豊岡１－４－１６

18-003226 山本　智也 法 無 20,000千円 1805
0778-52-2288 〒916-0028 福井県鯖江市小黒町１－１４－３０

18-000094 山本　博樹 法 有 20,000千円 1810
0770-78-1417 〒919-2133 福井県大飯郡おおい町久保３３－１７

18-000650 山本　芳見 法 無 10,000千円 1805
0778-65-0180 〒916-1222 福井県鯖江市河和田町７－２５－１

18-000844 奥山　貴博 法 無 39,936千円 1806
0778-22-1185 〒915-0083 福井県越前市押田１－１４－１４

18-007861 山本　雄仁 法 有 10,000千円 1801
0776-23-3023 〒910-0026 福井県福井市光陽１－１１－２６

18-007870 山本　正二 法 無 40,000千円 1803
0779-66-0246 〒912-0066 福井県大野市南春日野２５－１８

18-011099 山本　達雄 法 無 600千円 1809
0770-25-8144 〒914-0035 福井県敦賀市山泉３９－６－１５

18-010619 山本　智裕 法 有 3,000千円 1802
0776-67-0755 〒910-0367 福井県坂井市丸岡町羽崎１２－１３－４

18-011572 山元　祐介 法 有 2,000千円 1801
0776-43-6529 〒910-0121 福井県福井市定正町９０１－１

18-002672 山本　善一 法 有 26,000千円 1810
0770-53-2678 〒917-0023 福井県小浜市府中１６－１０

18-009582 山本　公啓 法 有 3,000千円 1803
0779-66-2156 〒912-0052 福井県大野市弥生町８－９

土２と２水２
（株）山本建材

土１と１
山本建設工業（株）

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
（株）山本建設ＣＯ

ガ１具１
（株）山本組

土２と２管１鋼２舗２塗２水２
（株）山本組

土１と１石１
（株）山本組

（株）ヤマホーム

建１
（株）ヤマモト

土２と２電２鋼２舗２塗２園２解２
（株）山本硝子工業

土１建２解１
（有）山本材木店

建１

土１と１石１電１鋼１舗１し１機１水１
（有）山本工業

と１
山元工業（株）

建１大１屋１タ１内１解１
（有）山本工務店
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011149 山本　英樹 法 無 3,000千円 1804

0779-88-1268 〒911-0803 福井県勝山市旭町２－１－５８

18-009722 山本　庸一郎 法 有 20,000千円 1801
0776-36-1148 〒918-8024 福井県福井市舞屋町１５－５－１

18-001165 山本　修 法 無 10,000千円 1801
0776-24-2351 〒918-8238 福井県福井市和田１－５－１２

18-009837 山本　泰弘 法 無 10,000千円 1801
0776-23-5334 〒910-0003 福井県福井市松本１－１２－５

18-005881 山本　純一 法 無 10,000千円 1805
0778-51-2604 〒916-0057 福井県鯖江市有定町１－８－６

18-002452 山本　英樹 法 無 6,000千円 1801
0776-23-4000 〒910-0024 福井県福井市照手３－９－２０

18-007995 山本　裕史 法 無 5,000千円 1806
0778-23-7188 〒915-0801 福井県越前市家久町１０５－４２

18-002000 山本　泰司 法 有 10,000千円 1804
0779-88-0572 〒911-0804 福井県勝山市元町３－１１－２３

18-009192 青野　雅也 法 有 26,250千円 1810
0770-56-2002 〒917-0241 福井県小浜市遠敷７－３０３

18-007644 山本　浩 法 無 3,000千円 1809
0770-23-4252 〒914-0035 福井県敦賀市山泉２０－６－２

18-000657 山本　利幸 法 無 20,000千円 1807
0778-44-6521 〒910-2517 福井県今立郡池田町寺谷８－４

18-006881 山本　光広 法 無 3,000千円 1801
0776-90-3390 〒910-2351 福井県福井市美山町５－３７－１

18-003674 山本　清左衞門 法 無 20,000千円 1806
0778-27-2200 〒915-0013 福井県越前市宮谷町４８－１－３

土１と１鋼２
山本設備工業（株）

管１
（株）山本台組

土１と１石１鋼１舗１塗１水１解１
（株）山本畳本店

（株）ヤマモト左官

左１タ１
（株）ヤマモトスチール

土２建１と２石２管１解１
（有）山本土木

土１建１大１左１と１石１屋１管１タ１鋼１筋１舗１し１板１ガ１塗１防１内１機１絶１園１井１具１水１
（有）山本ハウス工業

土１建１と１

土１建１と１管１鋼１機１水１消１
山本電気工事（株）

土１電２通１
（有）山本塗装

塗１
山本土木（株）

内１
（有）山本建具店

具１
（有）山本鉄工

鋼１
（有）山本鉄工所
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011240 山本　英里 法 無 5,000千円 1801

0776-38-1600 〒918-8174 福井県福井市上江尻町７－３

18-003696 山本　惠司 法 無 10,000千円 1805
0778-52-0748 〒916-0028 福井県鯖江市小黒町１－２－１７

18-007603 山本　治 法 無 3,000千円 1805
0778-52-8545 〒916-0028 福井県鯖江市小黒町１－１５－１３

18-005730 山本　清澄 個 有 1808
0778-32-3130 〒916-0268 福井県丹生郡越前町陶の谷１３－２１

18-002512 山森　剛 法 有 10,000千円 1801
0776-36-8424 〒918-8046 福井県福井市運動公園３－１０２２

18-001860 中山　正祥 法 無 10,000千円 1807
0778-44-6162 〒910-2533 福井県今立郡池田町東俣１９－１６

18-010420 山岸　正明 法 無 10,000千円 1801
0776-24-7071 〒918-8238 福井県福井市和田２－３１１

18-010767 山脇　正見 個 無 1803
0779-65-4492 〒912-0404 福井県大野市猪島３２－１８－１

18-006173 矢谷　博和 法 無 3,000千円 1801
0776-89-2912 〒910-3553 福井県福井市蒲生１０－１８－５

18-002870 荒木　宏信 法 有 20,000千円 1801
0776-21-5111 〒918-8231 福井県福井市問屋町２－７

18-010550 湯浅　重春 個 無 1810
0770-56-1063 〒917-0241 福井県小浜市遠敷５－９１２

18-009342 山中　正弘 法 無 4,000千円 1809
0770-25-5608 〒914-0131 福井県敦賀市公文名１８－７

18-010113 柚木　哲 個 無 1810
0770-58-0488 〒917-0036 福井県小浜市中井９－４

（株）山本斫り解体業

大１ガ１内１具１
山脇板金

板１
（有）矢谷設備

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
ユアサ（株）

建１
（株）山森電気

電１消１
山弥建設（株）

土１と１石１管１
ヤマヨシ木工（株）

と１解１
山本ボイラー工業（株）

管１機１
（有）山本防災設備

電１管１消１
山本木材ハウジング

屋１

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１機２水１
湯浅工業

管１
（有）友栄工業

土１左１と１
柚木瓦工業
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008465 遊亀　順也 法 有 5,000千円 1806

0778-23-0494 〒915-0882 福井県越前市上太田町２４－１－１

18-011505 中島　栄造 個 無 1805
0778-62-3853 〒916-0073 福井県鯖江市下野田町５－１５－９

18-008623 堀江　敏弘 法 無 3,000千円 1801
0776-30-7070 〒910-0029 福井県福井市日光２－９－４

18-007597 結城　義男 法 有 10,000千円 1806
0778-22-1443 〒915-0873 福井県越前市池ノ上町４９－１－７

18-006336 山田　賢治 法 有 3,000千円 1809
0770-23-3493 〒914-0131 福井県敦賀市公文名７５－３５－３３

18-010674 渡辺　雄一 法 無 10,000千円 1802
0776-72-3660 〒919-0544 福井県坂井市坂井町東中野１３－１１－１０

18-010052 林　寛 個 無 1801
0776-26-6677 〒910-0016 福井県福井市大宮６－１３－２

18-011662 清水　健生 個 無 1802
0776-76-6180 〒910-0374 福井県坂井市丸岡町北横地３８－４－３

18-004680 山本　拓広 法 無 10,000千円 1801
0776-38-6660 〒919-0323 福井県福井市太田町３４－１７

18-011429 笠松　祐也 法 無 2,000千円 1801
0776-43-6796 〒910-1202 福井県吉田郡永平寺町下浄法寺８－２１

18-010664 板倉　雄一 法 有 5,000千円 1801
0776-21-2670 〒910-0024 福井県福井市照手４－１２－１

18-010276 前田　哲 法 有 300千円 1810
0770-53-4238 〒917-0107 福井県小浜市甲ヶ崎２７－１－１０

18-011585 漆崎　仁志 法 無 1,000千円 1801
0776-65-4201 〒918-8026 福井県福井市渕３－１０１０ループヤシロ１－２０２

建１タ１
（株）結城鉄工所

鋼１
（有）友希電設工業

電１機１
（株）ユー・キュービック

遊亀クレーン工業（株）

土１と１
ユウキ工業

管１
（株）ユウキ工房

と１機１
（株）Ｕ－Ｓｔｙｌｅ

と１

建１大１と１屋１タ１板１塗１防１内１
祐建設工業（株）

と１解１
（株）ユウシュウ

内１
（株）ユーシン

土１と１
ＹＯＵ空間建築

建１
ゆうけん

建１大１
優建工務店（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-002708 油田　博嗣 法 無 3,500千円 1801

0776-41-8257 〒910-2165 福井県福井市東郷二ケ町３１ー６ー１

18-006925 上田　善之 法 有 5,000千円 1802
0776-51-5750 〒919-0474 福井県坂井市春江町西太郎丸２０－８－１

18-011594 吉田　英一 法 無 1,000千円 1801
0776-23-5052 〒910-0003 福井県福井市松本１－５６－１５アパガーデンコート松本６０５号

18-011101 高橋　厚至 法 無 3,000千円 1810
0770-76-1678 〒919-2363 福井県大飯郡高浜町小黒飯５４－１８

18-010991 山本　康則 法 有 6,000千円 1809
0770-47-6318 〒914-0035 福井県敦賀市山泉７３－９０８

18-008013 湯川　信男 個 無 1802
0776-66-6033 〒910-0332 福井県坂井市丸岡町下久米田３８－１９－１

18-010251 織田　博之 法 有 3,000千円 1801
0776-61-4601 〒910-1111 福井県吉田郡永平寺町松岡志比堺２４－２０２

18-010485 湯口　英一 個 無 1801
0776-85-1600 〒910-3136 福井県福井市川尻町２７－１８

18-010197 高﨑　豊 法 有 16,000千円 1801
0776-90-1021 〒910-2352 福井県福井市小宇坂町１８－４１－１

18-010753 村田　敬治 法 有 10,000千円 1802
0777-72-2465 〒919-0526 福井県坂井市坂井町上兵庫４８－２

18-009781 中川　純一 法 無 3,000千円 1801
0776-76-5007 〒910-2156 福井県福井市鹿俣町４８－１

18-010053 島田　信弘 法 無 6,000千円 1801
0776-27-5705 〒918-8237 福井県福井市和田東１－１８０５

18-010339 牛若　正夫 法 無 1,000千円 1801
0776-33-0011 〒918-8055 福井県福井市若杉２－２０８

油田造園（有）

園１
（株）Ｙｕｔｅｃｈｎｏ

建１
ユタカ（株）

土１建１と１石１鋼１舗１し１水１
（株）ユナイテッド

電１管１
（有）ユニ産業

と１解１
湯川建築

建１
（株）ユキケン

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
湯口製材建設

電１
（株）祐飛企画

土１
（株）祐豊組

と１
優和総業（株）

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１機１水１
（株）ユニット

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１
（株）夢ハウス工房

建１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011113 阪井　智之 法 有 3,000千円 1801

0776-35-7705 〒918-8054 福井県福井市加茂河原町３０－３１－８

18-009755 松田　伸一 法 無 3,000千円 1803
0779-65-1085 〒912-0022 福井県大野市陽明町４－７０２

18-000505 横井　敬典 法 無 20,000千円 1804
0779-89-3510 〒911-0056 福井県勝山市北郷町坂東島１８－７２

18-008939 横井　昭雄 個 無 1810
0770-62-1607 〒919-1536 福井県三方上中郡若狭町三宅６９－１６

18-008142 横住　庄治 法 無 3,000千円 1806
0778-43-0133 〒915-0242 福井県越前市粟田部町４４－６－９

18-008312 横田　則孝 法 有 20,000千円 1810
0770-72-3131 〒919-2385 福井県大飯郡高浜町横津海３３－９

18-009425 横田　直人 法 無 3,000千円 1802
0776-82-5599 〒913-0002 福井県坂井市三国町加戸１１３－４７

18-000585 横田　憲一 法 有 20,000千円 1803
0779-66-5650 〒912-0053 福井県大野市春日３－１８－９

18-007786 横田　昌育 法 無 10,000千円 1801
0776-27-0665 〒918-8239 福井県福井市成和１－１１１９

18-011504 横田　憲一 法 無 5,000千円 1803
0779-66-3310 〒912-0053 福井県大野市春日３－１８－９

18-010691 横田　伊太郎 個 有 1803
0779-66-2523 〒912-0088 福井県大野市水落町９－３

18-009713 横山　裕史 法 有 10,000千円 1810
0770-53-4580 〒917-0023 福井県小浜市府中１８－１１

18-008581 横山　純治 法 無 5,000千円 1801
0776-26-1022 〒910-0017 福井県福井市文京５－１６－１３

建１
（株）ヨコズミ

電１管１
（株）ヨコタ

電１
（有）横田かわら店

管１
（有）陽明内装

内１
横井建設（株）

土２と２石２管１鋼２舗２塗２機１園１水２解２
横井建築

溶機工業（有）

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１解１

内１
横田木材

建１
（株）横山

土１と１
（有）ヨコヤマアーキテック工業

屋１
横田建設（株）

建２と２鋼２具２解２
横田建築設計（株）

建１と１
（株）よこた不動産
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008626 横山　久雄 法 無 3,000千円 1809

0770-62-0332 〒919-1553 福井県三方上中郡若狭町堤６４－４

18-003919 横山　茂夫 法 無 30,000千円 1804
0779-87-2232 〒911-0034 福井県勝山市滝波町３－１０９

18-009850 横山　剛史 法 有 24,000千円 1801
0776-36-8881 〒918-8112 福井県福井市下馬２－２０４

18-009478 植中　敬二 法 無 3,000千円 1809
0770-32-0081 〒919-1138 福井県三方郡美浜町河原市９－３

18-002938 横山　博保 法 無 40,000千円 1806
0778-23-8046 〒915-0084 福井県越前市村国４－１７－１

18-002868 横山　真二 法 有 20,000千円 1801
0776-98-2140 〒910-3602 福井県福井市竹生町２７－６

18-008899 鳥居　成光 法 無 3,000千円 1801
0776-35-1798 〒918-8011 福井県福井市月見１－１２－１２

18-003183 吉岡　正盛 法 有 48,500千円 1801
0776-22-2211 〒910-8622 福井県福井市宝永３－２２－５

18-010860 杉本　与志一 法 有 10,000千円 1806
0778-24-2411 〒915-0054 福井県越前市小野谷町４－３－１５

18-004700 吉川　吉一 法 無 10,000千円 1802
0776-51-3055 〒919-0443 福井県坂井市春江町正蓮花７－２－１

18-006771 吉川　知宏 法 無 3,000千円 1801
0776-23-7796 〒910-0064 福井県福井市新田塚町１１０６－１

18-010855 吉川　英晴 法 無 1,000千円 1801
0776-37-4120 〒918-8182 福井県福井市浅水二日町７０３

18-011614 吉川　昌伸 法 有 1,000千円 1801
0776-54-0447 〒918-0212 福井県福井市北今泉２３－１－３

（有）横山工業

機１
（有）横山テクノ

土１建２と２電１管２鋼２塗２防２内２機１園１井１消１解２
横山電機（株）

と１
吉川建設（株）

建１
吉川コーク（有）

防１
（株）吉川造園

建１
（有）吉英組

土１と１石１鋼１舗１し１水１
吉岡幸（株）

建２と１管１鋼２筋２機１
（株）ヨシカワ金物機工

電２管２機１通１消１
（有）横山電気工事

電１消１
横山電設（株）

電１
横山木材工業（株）

土１と１舗１園１
ヨシカワ塗工（株）

塗１防１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-002647 宮前　俊一 法 無 3,000千円 1809

0770-23-2421 〒914-0051 福井県敦賀市本町１－４－９

18-007930 吉川　邦夫 法 無 10,000千円 1801
0776-24-7896 〒910-0017 福井県福井市文京４－２５－１２

18-011315 吉村　清隆 法 無 2,000千円 1810
0770-59-1168 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷９３－２５－１

18-009844 吉田　幸治 個 無 1801
0776-38-1178 〒919-0324 福井県福井市帆谷町２８－２－６９

18-007310 吉川　則人 法 無 10,000千円 1801
0776-26-8565 〒910-0017 福井県福井市文京１－４－２２

18-001201 吉島　孝志 法 無 10,000千円 1803
0779-65-6572 〒912-0053 福井県大野市春日３－２０－９

18-001910 吉嶋　光生 法 無 20,000千円 1802
0776-82-3380 〒913-0023 福井県坂井市三国町石丸３２－１２

18-001361 吉田　宗久 法 無 20,000千円 1801
0776-24-2236 〒910-0015 福井県福井市二の宮１－１３－６

18-000774 吉田　信義 法 有 20,000千円 1801
0776-21-4480 〒910-0017 福井県福井市文京６－１１－１

18-001417 吉田　篤史 法 有 44,000千円 1809
0770-32-0079 〒919-1141 福井県三方郡美浜町郷市２４－４－５

18-000242 吉田　みつえ 法 無 3,000千円 1801
0776-61-0458 〒910-1124 福井県吉田郡永平寺町上吉野３０－２６

18-011132 吉田　和斗 法 無 5,000千円 1809
0770-47-5781 〒914-0123 福井県敦賀市和久野８－５－３

18-011243 吉田　岳生 個 無 1805
0778-78-9123 〒916-0066 福井県鯖江市上氏家町１８－８－１

電１
（株）吉島組

土１と１
（株）吉島組

土２と２石２管２鋼２舗２し２水２
吉田錺工業（株）

左１タ１
（株）吉建

土１と１舗１解１
吉幸クレーン

と１
（株）吉興電設

（有）吉川塗装店

塗１
（株）ヨシクニ

土１と１管１舗１水１
（株）吉田建築

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
吉田工業

大１と１

屋１板１
（株）吉田組

土２と２舗２
（株）吉田組

土２建１と１石１管１舗１し１園１水１解１
（有）吉田建設
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009682 吉田　光雄 法 無 3,000千円 1802

0776-51-5199 〒919-0471 福井県坂井市春江町金剛寺４－１－１０

18-010374 吉田　明弘 法 無 5,000千円 1801
0776-58-7161 〒910-3608 福井県福井市三留町８－１－１

18-009956 吉田　英幸 法 無 3,000千円 1802
0776-51-8323 〒919-0454 福井県坂井市春江町江留上日の出１－１８

18-009878 吉田　勝 個 無 1801
0776-22-0705 〒910-0022 福井県福井市花月３－１２－１０

18-000063 吉田　邦雄 法 無 10,000千円 1803
0779-66-0135 〒912-0826 福井県大野市井ノ口１０－３１－１

18-009607 吉田　雅二 法 有 3,000千円 1808
0778-34-2360 〒916-0151 福井県丹生郡越前町金谷１８－１６２－１６

18-008169 吉田　勝英 法 有 10,000千円 1801
0776-35-2750 〒918-8007 福井県福井市足羽３－３３０５

18-007008 吉田　修一 個 無 1805
0778-51-1546 〒916-0006 福井県鯖江市西番町５－３０

18-000246 吉田　真一 法 無 10,000千円 1801
0776-64-2198 〒910-1323 福井県吉田郡永平寺町浅見２－１６

18-009955 吉田　和行 法 無 3,000千円 1806
0778-24-0542 〒915-0857 福井県越前市四郎丸町３１－４－６

18-007470 吉田　幸市 法 無 3,000千円 1801
0776-26-9209 〒910-0003 福井県福井市松本１－１２－２３

18-000177 吉田　公一郎 法 有 7,000千円 1806
0778-43-1267 〒915-0233 福井県越前市岩本１０－５

18-009931 深田　富美子 法 有 1,000千円 1802
0776-74-1861 〒919-0742 福井県あわら市瓜生２４－９－１

板１具１
（株）吉田重量

機１
（有）吉田ステン工業

鋼１
吉田タイル

（有）吉田工設所

と１
（有）ヨシダファミリィ

建１と１
（有）吉田木材

建１
（株）嘉成組

電１機１消１
吉田土建

土１
吉田土建工業（株）

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（有）吉田土木

タ１
（株）吉田鉄工

鋼１
（有）吉田電機

電１
（株）吉田電気機械工業所

土１と１石１鋼１舗１し１水１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011495 田中　一男 個 有 1801

0776-61-0908 〒910-1123 福井県吉田郡永平寺町松岡湯谷１１－２４

18-009829 吉野　功 個 無 1801
0776-54-2212 〒910-0845 福井県福井市志比口３－７－１

18-003953 五十嵐　正彦 法 無 5,000千円 1801
0776-21-6510 〒910-0854 福井県福井市御幸４－１８－１５

18-008508 竹内　榮吉 法 無 3,000千円 1806
0778-23-1432 〒915-0801 福井県越前市家久町４９－２１－１

18-005545 田中　徹 法 無 15,000千円 1801
0776-54-0044 〒910-0804 福井県福井市高木中央２－４１０３－１

18-006950 吉水　かおり 法 無 30,000千円 1801
0776-21-6633 〒918-8239 福井県福井市成和１－３００２

18-005414 吉田　知志 法 無 10,000千円 1801
0776-54-0706 〒910-0804 福井県福井市高木中央２－５１０

18-003889 吉村　俊紀 法 有 10,000千円 1801
0776-21-0331 〒910-0018 福井県福井市田原１－９－１７

18-000116 吉村　良恵 法 無 20,000千円 1801
0776-41-3366 〒910-2148 福井県福井市篠尾町４５－３５

18-009348 芳村　知洋 法 無 3,000千円 1809
0770-24-3873 〒914-0136 福井県敦賀市砂流３６－６－１１

18-007654 吉村　武光 法 無 9,000千円 1803
0779-65-4467 〒912-0021 福井県大野市中野２８－乙１１

18-008832 吉村　竜二 法 無 3,000千円 1801
0776-27-6424 〒910-0063 福井県福井市灯明寺３－１１５

18-004497 吉村　一夫 法 無 10,000千円 1801
0776-54-6400 〒910-0846 福井県福井市四ツ井１－６－１４

土１電２管２鋼１塗１機２通１井１水１消１
（株）吉光工業

建１屋１タ１板１
（株）吉村

左１塗１防１
（株）吉村組

電１
（有）吉野電設

電１
（株）よしはる商店

内１
吉水建機（株）

吉野産業

建１
吉野シーリング

防１
（有）吉野電気商会

屋１板１
吉村設備工業（株）

管１

土１と１石１鋼１舗１水１解１
（有）芳村計装

電１管１
吉村建設（有）

土１と１舗１水１
（有）ヨシムラ建築板金

288/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011400 吉本　達郎 法 無 1,000千円 1809

0770-47-6288 〒914-0123 福井県敦賀市和久里２５－３６－３

18-000564 吉本　英浩 個 無 1801
0776-22-2977 〒910-0859 福井県福井市日之出３－６－２３

18-003060 吉本　陽子 法 有 10,000千円 1801
0776-53-0595 〒910-0843 福井県福井市西開発４－４２２

18-004776 吉本　剛一 法 有 10,000千円 1802
0776-82-2336 〒913-0016 福井県坂井市三国町三国東６－２－３３

18-007366 吉山　重 個 無 1801
0776-35-3713 〒918-8115 福井県福井市別所町６－３２

18-011603 世継　一之 個 無 1805
0778-52-4288 〒916-0034 福井県鯖江市下新庄町１７－６２－６

18-010536 米原　敏男 法 無 3,000千円 1809
0770-24-1626 〒914-0051 福井県敦賀市本町１－１－１２

18-009842 米村　信 法 無 3,000千円 1802
0776-60-0180 〒919-0512 福井県坂井市坂井町宮領５０－２２－２

18-011394 中川　治彦 法 有 1,000千円 1802
0776-43-0415 〒919-0411 福井県坂井市春江町藤鷲塚４０－３０

18-011646 吉中　大智 法 無 3,000千円 1801
0776-50-3846 〒910-0826 福井県福井市上中町２６－３４－１

18-011460 松本　幹生 法 有 1,060千円 1801
0776-92-0379 〒910-0854 福井県福井市御幸２－２２－７

18-011194 岩永　貴裕 個 無 1801
0776-33-1102 〒918-8013 福井県福井市花堂東１－８－１５－２０３

18-011392 宮川　友快 法 有 3,000千円 1801
0776-97-5159 〒910-0134 福井県福井市上野本町１－４００５

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（有）吉本重建

土１と１解１
吉本木材（株）

建１
ヨシヤマ建築

（株）ヨシモトアート

塗１
吉本建設

土１と１電１鋼１舗１通１
Ｌｉｇｈｔ　Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ

建１
Ｌｉｆｅ　ｉｓ（株）

建１

土１と１
（株）よもや

建１
（合）ｒｉｓｅ

土１と１石１鋼１舗１し１水１
（合）らいでん設計

建１
世継設備

管１
（有）米原工業

電１
（有）ヨネムラ土木
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007299 加藤　勝治 法 無 3,000千円 1806

0778-47-7000 〒919-0223 福井県南条郡南越前町東大道２－４２－１

18-009671 小林　孝則 法 無 10,000千円 1801
0776-54-5152 〒918-8021 福井県福井市南四ツ居町１－１２１

18-010715 山内　徳彦 法 有 5,500千円 1801
0776-63-6788 〒910-0804 福井県福井市高木中央１－５０６

18-005718 酒井　和幸 法 無 30,000千円 1801
0776-83-0580 〒910-3254 福井県福井市八幡町３２－６４

18-008708 浅野　秀代 個 無 1805
0778-62-1210 〒916-0061 福井県鯖江市平井町４１－１－４４

18-011528 金森　祐治 法 有 3,000千円 1801
0776-65-3405 〒910-0854 福井県福井市御幸３－１０－５－４－Ｂ

18-011710 岡　良太 個 無 1801
0776-43-6818 〒910-0842 福井県福井市開発３－２００６－１

18-011665 楽間　一泰 個 無 1801
090-7085-4994 〒910-1111 福井県吉田郡永平寺町松岡志比堺１１－１１－１

18-009031 酒井　浩一 法 無 10,000千円 1801
0776-26-5551 〒910-0016 福井県福井市大宮６－５－１２

18-011466 山内　正吾 法 無 5,000千円 1801
0776-43-9177 〒918-8057 福井県福井市加茂河原３－１１－７

18-009758 堂前　守 法 有 50,000千円 1809
0770-24-5081 〒914-0058 福井県敦賀市三島３８－２－８

18-009166 道場　則和 法 有 10,000千円 1810
0770-52-0726 〒917-0054 福井県小浜市伏原３１－７－１３

18-003569 黒田　真弘 法 有 10,000千円 1801
0776-33-1000 〒918-8054 福井県福井市加茂河原２０－１７－２

ライフ企画設備（有）

建１大１左１と１石１屋１タ１鋼１筋１板１ガ１塗１防１内１絶１具１
楽間工業

と１
（株）ＲＡＳＴＡＧＥ

建１
（株）ＷＲＡＰ

土２と２管２水２
らいふでざいん室・秀

建１内１
（株）来夢コンサル

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
楽信建築

土１管１水１消１
（株）ライフ・コアデザインオフィス

建１
（株）ライフサークル

建１
（有）ライフ産業

管１

絶１
（株）ラビット

土１
（株）ラボ

内１
（株）ラボー
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008782 小林　利雅 法 無 10,000千円 1803

0779-65-8820 〒912-0095 福井県大野市下丁２－１

18-008940 井上　亮二 法 有 10,000千円 1801
0776-33-3361 〒918-8058 福井県福井市加茂緑苑町９１７

18-011158 高橋　健治 法 無 500千円 1806
0778-43-6061 〒915-0051 福井県越前市帆山町２０－５－４

18-007085 谷本　良二 法 無 5,000千円 1801
0776-28-3741 〒918-8231 福井県福井市問屋町４－１０２

18-005543 上田　祐広 法 無 26,000千円 1801
0776-54-0098 〒918-8232 福井県福井市荒木別所町７－８

18-007817 山田　学 法 有 45,035千円 1801
0776-38-5888 〒918-8156 福井県福井市引目町１１－１０１－１

18-010095 武田　靖 法 無 3,000千円 1809
0770-21-0009 〒914-0046 福井県敦賀市長沢１４－３－１

18-011013 縫田　隆 法 有 3,000千円 1802
0776-51-4201 〒919-0463 福井県坂井市春江町江留上昭和３４

18-010880 山本　忍 法 無 5,000千円 1805
0778-51-7837 〒916-0001 福井県鯖江市吉江町１３－８－１０

18-005871 新谷　大輔 法 無 10,000千円 1810
0770-78-1255 〒919-2104 福井県大飯郡おおい町成和２－１－１１５

18-010744 江波　清隆 法 有 1,000千円 1806
0778-42-7371 〒915-0875 福井県越前市塚原町１５－７

18-007166 森川　圭造 法 無 5,000千円 1801
0776-56-0230 〒910-0138 福井県福井市東森田１－２６３０

18-010581 右近　剛士 個 無 1801
0776-23-1760 〒910-0016 福井県福井市大宮３－３０－２

土１と１石１管１鋼１舗１し１塗１水１消１
（有）リーファ

建１大１鋼１内１
（株）リーフハウス

建２
（有）陸栄運輸

（株）ランドマーク

土１と１舗１
ランドマックス（株）

建１大１と１
（株）Ｌｅａｄ

土１建１と１石１タ１鋼１舗１し１園１水１
Ｒｅｈｏｕｓｅ　ＵＫＯＮ

建１

塗１
ＬＩＤＧＥＨＡＵＳ（株）

建１
リバークル（株）

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
（株）リバーフォレスト

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１解１
利光工業（有）

機１
（有）Ｒｉｋｏ開発

解１
（株）リステック
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
00-028245 田中　陽介 法 有 10,000千円 1801

0776-52-8885 〒910-0818 福井県福井市堂島町８－２３－１

18-010657 中野　宏 法 無 3,000千円 1806
0778-42-0008 〒915-0251 福井県越前市東庄境町２８－５７－１

18-010000 丸山　登志成 個 無 1804
0779-87-2846 〒911-0812 福井県勝山市猪野１２０６

18-004689 市原　勝 法 有 3,000千円 1804
0779-87-6484 〒910-0825 福井県勝山市平泉寺町岩ケ野４２－２

18-010817 高島　則之 法 無 2,000千円 1805
0778-42-6990 〒916-0004 福井県鯖江市糺町１９－４－１

18-008824 北原　忠 法 無 3,000千円 1801
0776-37-1371 〒918-8076 福井県福井市本堂町８８－４－１３９

18-010655 大井　英樹 個 無 1802
0776-82-3801 〒913-0058 福井県坂井市三国町新宿１－３－３３

18-006897 竹山　尚芳 法 無 13,000千円 1801
0776-25-1168 〒910-0026 福井県福井市光陽１－１８－２６

18-010634 山口　隆一 法 無 1,000千円 1806
0778-23-0599 〒915-0071 福井県越前市府中３－３－２３

18-011292 柳生　英俊 法 有 1,000千円 1801
0776-41-3809 〒910-2147 福井県福井市成願寺町５－３６

18-011247 浅野　樹 法 無 3,000千円 1801
0776-56-0280 〒910-0126 福井県福井市定正１－２０２

18-010781 畑　孝志 法 無 5,000千円 1809
0770-32-0190 〒919-1142 福井県三方郡美浜町興道寺１－７－２８

18-004800 遠藤　大輔 法 有 50,000千円 1801
0776-57-1500 〒910-0842 福井県福井市開発５－１９０５

（株）リビングスペース

建１
（有）リブ

土１と１舗１
隆生興業（株）

と１
琉星商事（株）

建１大１左１石１屋１電１管１タ１板１ガ１塗１防１内１絶１具１消１
竜北電設（有）

塗１
（有）リプロデュース

建１
リペアシステム

管１
竜誠（株）

と１
リフォーム　マルサン

建１
（有）リフォームイチハラ

建１大１と１屋１タ１鋼１内１
リブライト（株）

電１
（株）梁建

機１
リョーエン（株）

建２大２鋼２内２
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011074 白崎　浩二 個 有 1801

0776-63-6130 〒918-8105 福井県福井市木田１－２２１９－４

18-010337 坂本　直礎 法 有 3,000千円 1809
0770-25-2733 〒914-0121 福井県敦賀市野神１－６７－２

18-010605 長谷川　博一 法 無 8,000千円 1802
0776-43-6788 〒919-0461 福井県坂井市春江町江留上緑１８

18-009899 青木　皇 法 無 64,000千円 1802
0776-82-8283 〒913-0038 福井県坂井市三国町新保９７－９－１８

18-011092 宇野　拓郎 法 有 5,500千円 1809
0770-50-7768 〒919-1516 福井県三方上中郡若狭町山内３４－１４

18-003600 畑　進一 法 有 20,000千円 1809
0770-25-6333 〒914-0802 福井県敦賀市呉竹町２－１２－２４

18-009740 井上　庄一郎 法 無 10,000千円 1809
0770-45-3002 〒919-1321 福井県三方上中郡若狭町上野１２－１２

18-010173 小谷　康弘 法 有 248,313千円 1810
0770-56-5600 〒917-0244 福井県小浜市神宮寺５－３０

18-003302 中川　亮二 法 無 5,000千円 1809
0770-32-0537 〒919-1138 福井県三方郡美浜町河原市４８－４－１０

18-005170 栗田　恵次郎 法 有 3,000千円 1802
0776-67-4272 〒910-0381 福井県坂井市丸岡町舟寄１５９－４６

18-010295 森　一嘉 法 無 5,000千円 1801
0776-53-5415 〒910-0804 福井県福井市高木中央２－１７０２

18-004586 好川　明弘 法 有 10,000千円 1802
0776-73-2029 〒919-0621 福井県あわら市市姫１－１２－１５

18-006492 坂井　満 個 無 1803
0779-65-8026 〒912-0043 福井県大野市大野市国時町３０８番地１

機１
（株）ＲＥＩＳＨＩＮ

タ１機１
嶺南建設（株）

土２建１と２石２管１鋼２舗２し２塗２園２水２解２
嶺南産業（株）

園１
（有）リリーフ

電１管１
ＲＯＵＴＥ８（有）

建１と１鋼１塗１内１
（株）ルネッサ

緑癒

防１

土１と１舗１
（株）レイホク

建１
（株）レイホク三協

具１
レイホクシーリング

土１電１管１
れいなん森林組合

土１園１
（有）嶺南電設

土１電１管１
（株）レイホク
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010330 東　満成 法 無 1,500千円 1802

0776-82-6785 〒913-0043 福井県坂井市三国町錦３－１－２２

18-011377 渡邊　孝史 法 無 5,000千円 1806
0778-42-5246 〒915-0802 福井県越前市北府４－１－９８

18-011668 山﨑　森朗 法 無 5,000千円 1805
0778-53-1889 〒916-0034 福井県鯖江市下新庄町５３－２６

18-011582 鴛田　健太郎 法 無 3,000千円 1809
0770-47-6424 〒914-0824 福井県敦賀市原１０７－２－５

18-010005 山本　雅洋 法 無 1,000千円 1801
0776-58-3101 〒910-0836 福井県福井市大和田２－２０２　ｏｐｍビル２０３

18-010511 筧　辰之 法 有 3,000千円 1801
0776-56-8434 〒910-0134 福井県福井市上野本町４－１７０５

18-009652 中屋敷　隆夫 法 有 3,000千円 1801
0776-57-0090 〒918-8205 福井県福井市北四ツ居１丁目２５－２０

18-010375 村中　浩二 法 無 3,000千円 1809
0770-20-1727 〒914-0802 福井県敦賀市呉竹町１－４２－２

18-011307 山本　真吾 法 有 5,000千円 1801
0776-97-6351 〒910-0134 福井県福井市上野本町３－６３５

18-011385 林田　博之 法 有 1,000千円 1802
0776-67-4491 〒910-0362 福井県坂井市丸岡町上安田１－５－７

18-008283 山口　和広 法 無 10,000千円 1810
0770-77-3336 〒919-2111 福井県大飯郡おおい町大飯郡大飯町本郷１５０－２０

18-010041 田中　輝之 法 無 2,000千円 1801
0776-30-1161 〒910-0034 福井県福井市菅谷１－５－８

18-010973 山本　晃 法 無 3,000千円 1801
0776-43-0833 〒910-1112 福井県吉田郡永平寺町松岡越坂２－１－１７

（株）嶺北潜水

と１
（株）令和

土１建１大１左１と１屋１タ１鋼１内１園１水１
（株）Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｂｒｉｄｇｅ

土１と１鋼１舗１
（株）禄

建１大１屋１タ１鋼１内１
（株）ワークアクト

土１と１電１管１鋼１機１水１
ワークス田中（株）

建１
（有）レグ

内１
レックス（株）

電１機１
（株）ロガーズ

建１
（株）ＲＥＶＥ

機１
（株）レーベル

建１
（株）レオニダス

土１舗１
（株）ワークフロンティア

と１板１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-008192 佐々木　克彦 法 無 27,000千円 1801

0776-53-5284 〒910-0843 福井県福井市西開発４－４１７－２

18-010539 右近　康晴 法 無 5,000千円 1809
0770-23-2123 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町２－６－１１

18-010868 山本　繁治 法 無 5,000千円 1802
0776-51-3461 〒919-0474 福井県坂井市春江町西太郎丸１４－２７－１

18-011118 八木　秀暁 個 無 1802
0776-77-3791 〒910-4105 福井県あわら市舟津１１－１１

18-010864 高筒　剛志 法 無 3,000千円 1804
0779-88-2240 〒911-0817 福井県勝山市旭毛屋町４４０８

18-009452 山﨑　浩史 個 無 1801
0776-33-1959 〒918-8026 福井県福井市渕２－８０１グランフォルムヤシロ１０３

18-006236 山口　啓一 法 有 3,000千円 1802
0776-67-2288 〒910-0362 福井県坂井市丸岡町上安田２－１６

18-011293 横田　寛人 法 無 2,000千円 1801
0776-43-6520 〒918-8017 福井県福井市下荒井町５－７８

18-008809 加戸　豊 法 無 3,000千円 1802
0776-67-5281 〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所２５－５

18-008862 畑中　祥宏 法 無 3,000千円 1801
0776-34-9206 〒918-8114 福井県福井市羽水２－３０８エモンビル

18-010748 山内　一弘 法 無 2,000千円 1806
0778-43-5002 〒915-0845 福井県越前市三ツ口町１２５－８

18-009776 義中　好則 法 無 3,000千円 1801
0776-37-3175 〒918-8203 福井県福井市上北野１－８－８

18-011679 四方　博子 法 無 3,000千円 1803
0779-65-0845 〒912-0031 福井県大野市月美町１４－４

と１
ＹＦ工業

土１と１鋼１舗１塗１水１解１
（有）ワイケイ産業

土１と１
（株）ＹＫＴ

と１
ワイエス工業（株）

土１電１管１鋼１舗１塗１機１通１水１
Ｙ－Ｎ建築

建１
ＹＮテクノ（株）

（株）ワールド建工

土２建２大２左２と２石２屋２管２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２園２具２水２解２
（株）Ｙ－ＴＲＵＳＴ

建１
Ｙ２（株）

内１
（株）ワイツー産業

土１と１石１園１

と１
（有）ワイズ工務店

建１
（有）ワイズホーム

建１
（株）ワイズホームサービス
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-009508 山田　正夫 個 無 1802

0776-77-3228 〒910-4125 福井県あわら市堀江十楽２７－４０－１

18-011522 柳　将人 法 無 5,000千円 1802
0776-65-9363 〒910-0371 福井県坂井市丸岡町八ツ口４９－４１－１プチ・メゾン８－２０１

18-009909 山口　治和 法 無 3,000千円 1801
0776-63-4067 〒910-1223 福井県吉田郡永平寺町けやき台６４３

18-011379 山本　信孝 法 無 3,000千円 1809
0770-23-7828 〒914-0058 福井県敦賀市三島３７－２

18-011368 山形　あけみ 法 無 100千円 1809
0770-23-1531 〒914-0807 福井県敦賀市松葉町２２－４０

18-008780 輪内　誠一 法 無 10,000千円 1801
0776-83-1370 〒910-3142 福井県福井市波寄町１７－４５

18-004599 若泉　俊臣 法 無 10,000千円 1801
0776-61-1094 〒910-1132 福井県吉田郡永平寺町松岡葵１－１８－４

18-001959 若泉　健二 法 無 15,000千円 1807
0778-42-1011 〒915-0203 福井県越前市横住６－３－１

18-006101 増田　幸一 法 無 10,000千円 1809
0770-25-5318 〒914-0045 福井県敦賀市古田刈５３－１－４

18-005193 石橋　和士 法 有 10,000千円 1810
0770-72-3320 〒919-2211 福井県大飯郡高浜町中津海２４－１８－８

18-009391 前田　徹 法 無 5,000千円 1810
0770-72-5502 〒919-2373 福井県大飯郡高浜町小和田７４－８－１

18-001104 新谷　匠 法 無 20,000千円 1810
0770-52-1085 〒917-0077 福井県小浜市駅前町１０－１１

18-006975 矢田　弘 法 有 30,000千円 1809
0770-25-3067 〒914-0125 福井県敦賀市若葉町３－１５３９

塗１防１
（株）Ｙ－ＴＥＣ

と１
（有）ワイピーエス

と１
（有）ワイピー装工

ワイテック

管１機１
若狭技術サービス（有）

土１と１石１電１鋼１舗１し１塗１水１
若狭建設工業（株）

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
若狭工業（株）

土１と１管１舗１水１
若泉土建（株）

土１建１と１石１管１解１
若狭機械工事（株）

と１電１管１機１
若狭技研工業（株）

塗１
（株）ＹＰＬＵＳ

と１電１管１機１
輪内建設工業（株）

土１建１と１舗１水１
（有）若泉建設

土１と１管１鋼１舗１機１水１消１解１
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-011625 岸　進次 法 無 5,000千円 1809

0770-47-5142 〒914-0121 福井県敦賀市野神１５－３－５

18-005792 森　博明 法 無 30,000千円 1810
0770-56-2522 〒917-0027 福井県小浜市多田３８－１－６

18-003779 秋山　克巳 法 無 10,000千円 1809
0770-32-3312 〒919-1142 福井県三方郡美浜町興道寺８－３６－１

18-009354 森口　健一 法 有 12,000千円 1809
0770-24-4395 〒914-0821 福井県敦賀市櫛川８９－６－１

18-004392 錦戸　博文 法 無 3,000千円 1810
0770-72-0990 〒919-2225 福井県大飯郡高浜町宮崎６３－８－７

18-011209 中原　美治 法 無 5,000千円 1810
0770-50-8015 〒919-2382 福井県大飯郡高浜町東三松２－１－９

18-011604 村西　宏一 法 無 3,000千円 1810
080-3748-6543 〒917-0077 福井県小浜市駅前町２－１８

18-010650 国川　由美 法 無 3,000千円 1809
0770-32-2323 〒919-1138 福井県三方郡美浜町河原市４－７－４

18-011105 前田　清和 法 無 5,000千円 1810
0770-64-5152 〒919-2201 福井県大飯郡高浜町和田１００－６－８

18-011533 吉村　則郎 法 有 3,500千円 1809
0770-64-1178 〒919-1511 福井県三方上中郡若狭町三生野３５－８

18-002782 山下　由紀 法 有 20,000千円 1810
0770-53-3151 〒917-0095 福井県小浜市城内１－１－１１

18-010919 若新　満 個 無 1809
0770-45-3003 〒919-1331 福井県三方上中郡若狭町鳥浜２８－３０－６

18-007670 若泉　忠一 法 有 3,000千円 1807
0778-43-0867 〒915-0262 福井県越前市高岡１－３１

と１タ１
若狭プラント（株）

電１
（有）若狭プラントサービス

と１機１
（株）ワカサボーリング

絶１
若狭ダンプ（企）

土１と１舗１解１
若狭電設（有）

電１
若狭ビルド（株）

（株）ワカサシーエス

と１
若狭実業（株）

電１通１
（株）若狭断熱工業

電１
ワカセ工業（有）

土１建１と１管１鋼１水１

と１
（有）ワカサマテリオ

土１と１石１舗１
（株）若狭緑化

土２と２石２鋼２舗２園１水２解２
若新電工
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-010367 西澤　清吉 個 有 1802

0776-51-5670 〒919-0443 福井県坂井市春江町正蓮花１７－１８

18-011220 若松　佑一郎 法 無 3,000千円 1801
0776-25-1095 〒918-8231 福井県福井市問屋町１－１１６

18-005441 竹腰　一洋 法 有 10,000千円 1809
0770-25-5252 〒914-0028 福井県敦賀市中７３－８

18-003268 脇　往史 法 無 5,000千円 1810
0770-72-2528 〒919-2225 福井県大飯郡高浜町宮崎８８－５－１

18-009617 坂本　渉 法 無 3,000千円 1809
0770-25-8838 〒914-0123 福井県敦賀市和久野２－２－２０

18-009598 奥　修次 法 有 20,000千円 1803
0779-65-8884 〒912-0095 福井県大野市下丁８ー１２ー１

18-001950 安久　幸範 法 無 10,000千円 1806
0778-23-7501 〒915-0805 福井県越前市芝原３－５－３５

18-009481 谷川　雅和 法 無 5,000千円 1802
0776-67-7055 〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所３０－１９－２０

18-003673 赤崎　孝志 法 無 20,000千円 1810
0770-56-0046 〒917-0241 福井県小浜市遠敷８９－２１

18-010101 山本　憲 法 無 5,000千円 1809
0770-23-4502 〒914-0055 福井県敦賀市鉄輪町１－７－１５－１３０１

18-008965 荒川　昇 法 有 20,000千円 1801
0776-22-0158 〒918-8231 福井県福井市問屋町１－２４６

18-010795 吉田　勤 法 有 10,000千円 1806
0778-42-5684 〒915-0242 福井県越前市粟田部町４８－１３

18-004147 鷲田　義之 法 有 30,000千円 1801
0776-83-0330 〒910-3105 福井県福井市西中野町８－６

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
若山建設（株）

土１建１と１解１
（有）脇工業

土１建１と１内１解１
（有）和久電設

若竹産業

管１内１絶１
（株）ワカマツ工業

電１通１
（株）和紙空間

内１
鷲田建設（株）

土２と２舗２解２

土１と１石１鋼１舗１し１塗１水１
（株）和晃建装

土２建２大２左２と２石２屋２タ２鋼２筋２舗２し２板２ガ２塗２防２内２絶２具２水２解２
和光テクノス（株）

管１
ワコー電機（株）

電１管１
（有）和光

土２と２鋼２塗２
和幸建設（株）

土１建１と１
和宏建設（株）
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
電話番号 郵便番号 住所

抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-002838 吉田　正範 法 無 20,000千円 1801

0776-55-0463 〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町３８－８－４

18-011447 齋藤　和也 法 無 1,000千円 1801
0776-43-1425 〒910-0109 福井県福井市二日市町３０－３６－１

18-011196 窪田　英晴 法 有 10,000千円 1801
0776-25-1820 〒918-8238 福井県福井市和田２－３０９

18-011684 若松　朋史 法 無 3,000千円 1809
0770-50-1250 〒919-1544 福井県三方上中郡若狭町神谷１０－３７－１１

18-009964 笹岡　利光 法 有 10,000千円 1810
0770-72-2602 〒919-2201 福井県大飯郡高浜町和田４－１０－３

18-006013 前田　実 法 無 10,000千円 1801
0776-53-8689 〒910-0843 福井県福井市西開発３－５０４

18-004827 安田　吉克 法 有 7,000千円 1810
0770-72-0559 〒919-2201 福井県大飯郡高浜町大飯郡高浜町和田１２５－９

18-011402 渡邉　健次 個 無 1802
0776-51-1070 〒919-0443 福井県坂井市春江町正蓮花３－４５

18-010411 渡辺　啓行 個 有 1801
0776-41-1675 〒910-2165 福井県福井市東郷二ヶ町３５－１４－３

18-010842 渡邉　直樹 法 無 100千円 1805
0778-62-0692 〒916-0073 福井県鯖江市下野田町３８－９０

18-001756 渡辺　信博 法 無 10,000千円 1809
0770-22-0469 〒914-0812 福井県敦賀市昭和町２－１２－１８

18-004215 藤田　邦夫 法 無 10,000千円 1801
0776-98-4556 〒910-3644 福井県福井市加茂内１－２

18-007388 渡邉　利巳 法 無 10,000千円 1808
0778-34-1237 〒916-0147 福井県丹生郡越前町内郡１０－２３－１

鷲吉建設（株）

土１電１管１水１
渡辺建設

と１
渡辺工業

屋１タ１板１
渡邉工業（株）

絶１
（株）ＷＡＤＡ工業

土１と１電１管１鋼１舗１機１水１消１
（株）和田大理石北陸

石１タ１
（株）和田電気設備

土２と２石２鋼２舗２し２塗２水２解２
（株）和伸工業

と１
和田エンジニアリング（株）

電１消１
（有）和孝工業

建１内１

筋１
渡辺工業（株）

土１管１機１水１消１
渡辺工業（株）

建１鋼１
渡辺室内装飾（株）

299/301



建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
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抽出条件：大臣＋知事,いずれかの業種を含む(土,建,大,左,と,石,屋,電,管,タ,鋼,筋,舗,し,板,ガ,塗,防,内,機,絶,通,園,井,具,水,消,清,解),商号名称順

商号名称

許可業種
18-007712 渡辺　左一 法 無 3,000千円 1801

0776-98-8234 〒910-3615 福井県福井市坪谷町２０－１７

18-008221 渡辺　政明 法 無 5,000千円 1806
0778-74-7100 〒919-0223 福井県南条郡南越前町東大道１４－５－１

18-007714 渡辺　善之 法 有 10,000千円 1809
0770-22-1720 〒914-0062 福井県敦賀市相生町３－１７

18-011279 高祖　哲郎 法 有 10,000千円 1801
0776-25-1001 〒910-0004 福井県福井市宝永３－４－１

18-007167 渡辺　庄左衛門 法 有 7,500千円 1808
0778-36-0421 〒916-0202 福井県丹生郡越前町細野２－１２

18-007282 渡邉　祥成 法 無 10,000千円 1802
0776-51-0550 〒919-0453 福井県坂井市春江町江留上中央３－２

18-011423 渡辺　佳宏 法 無 3,000千円 1801
0776-36-1348 〒918-8032 福井県福井市下江守町２３－１－１０

18-000336 武田　宏 法 有 31,000千円 1805
0778-51-1124 〒916-0023 福井県鯖江市西山町２－１４

18-003670 山口　隆通 法 有 10,000千円 1807
0778-43-0097 〒915-0242 福井県越前市粟田部３２－１６－１

18-001714 渡邉　清治 法 無 10,000千円 1801
0776-38-0610 〒918-8181 福井県福井市浅水町１０３－２１

18-010870 渡邊　啓藏 個 有 1806
0778-22-3841 〒915-0873 福井県越前市池ノ上町６５－２３

18-010737 渡辺　誠一 個 有 1802
0776-74-1454 〒919-0726 福井県あわら市笹岡２０－６０

18-010963 渡部　教明 法 無 9,000千円 1801
0776-39-0019 〒918-8017 福井県福井市下荒井町２０－８－１

管１
（株）渡辺商事

土１と１石１鋼１舗１し１水１解１
（有）渡辺製材所

建１
渡辺設備（株）

渡辺社寺建築（有）

建１大１
（株）渡辺住建

建１
（株）渡辺商会

消１
渡部設備（株）

管１

電１
（株）渡辺電設

電１
渡辺初蔵製瓦

屋１
渡辺防災

土１と１石１管１鋼１舗１し１水１
（有）渡辺鉄工

機１
渡邊電気（株）

電２管１通１
（株）渡辺電気商会
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建設業許可業者名簿 令和 5年 3月末日　現在

福井県

許可番号 代表者氏名 法／個 兼業 資本金額（千円） 土木コード
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商号名称

許可業種
18-010923 五十嵐　亮 法 無 4,000千円 1808

0778-32-2080 〒916-0268 福井県丹生郡越前町陶の谷６７－１３－８
（株）ｏｎｅ　ＦＯＲＥＳＴ

建１大１
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