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ア 06592  （有）アーキズム建築設計事務所 福井県福井市
06009  （株）アーサ 福井県福井市和田
06953  （有）アーステック 福井県敦賀市
06001  （有）アイガー建築設計事務所 福井県小浜市
06594  （株）アオキ技術コンサルタント 福井県福井市
06003  （有）赤土善蔵アトリエ 福井県坂井市
06004  アクト設計 福井県福井市
35097  （株）アグリコンサルタント 福井県吉田郡永平寺町
06377  朝日航洋（株） 福井県福井市
06005  （株）アスワ測量設計 福井県福井市
35073  （株）アトム補償コンサル 福井県福井市
06008  （株）アルス建築事務所 福井県福井市
07012  安久建築事務所 福井県越前市

イ 06010  （株）五十嵐建築設計事務所 福井県福井市
06641  石黒建築設計工房 福井県坂井市
06642  （有）石田建築デザイン 福井県福井市
06012  出田建築事務所 福井県福井市
06119 01226 （有）和泉開発産業 福井県大野市
06054 06054 一級建築士事務所橘設計システム 福井県敦賀市
06596  一級建築士事務所藤木建築研究室 福井県福井市
07057  岩本建築事務所 福井県小浜市遠敷

ウ 06015  （有）上田順也建築設計事務所 福井県鯖江市
エ 06016  （株）エイコー技術コンサルタント 福井県敦賀市

06807  （有）エール調査設計 福井県福井市
06928  （株）エコ・プランナー 福井県福井市
06736 02238 エス・イ・コンサル（株） 福井県福井市
07041  （有）エヌ・エム調査設計 福井県福井市
06950  エムズ調査測量（有） 福井県福井市
07128  （株）ＭＤ設計 福井県福井市

オ 35008 35008 （株）大澤設計事務所 福井県福井市
35105  奥越地区測量設計（同） 福井県大野市

カ 06126  開拓航営設計（株） 福井県福井市
06124  開発調査設計（株） 福井県福井市
06996 00822 角谷木材建設（株） 福井県あわら市
06020  影長設備計画 福井県福井市
35096  「傾綺者」設計事務所 福井県吉田郡　永平寺町
06021  （株）神谷建築事務所 福井県福井市
06979  河内建築事務所 福井県三方上中郡若狭町
06128  （株）川上測量コンサルタント 福井県福井市
35117  （有）カワベ・コーポレーション 福井県小浜市
06024 06024 （有）環境システム設計 福井県福井市
07129  環水工房（有） 福井県福井市

キ 06212 01382 （株）キープクリーン 福井県福井市
06133  （株）技研設計 福井県福井市
06129  （株）技建調査設計 福井県福井市
06027  （株）木下設計 福井県福井市
06131  （株）キミコン 福井県鯖江市
06026  （株）木村建築事務所 福井県福井市
06134  （有）キャノン企画調査 福井県坂井市
06132  （株）協立測量設計 福井県大野市

ク 06136  九頭龍測量（株） 福井県大野市
06645  国京克巳／建築設計工房 福井県坂井市
06213 00750 （株）グリーンシェルター 福井県坂井市

ケ 06030  京福コンサルタント（株） 福井県小浜市
コ 06143  （有）興栄測量建設 福井県大野市

06141  光進企画調査（株） 福井県福井市
06140  （株）構造設計研究所 福井県鯖江市
06139  （有）高南測量建設 福井県南条郡南越前町
06873  ＣＯＳＭＩＣＩＮＴＥＲＩＯＲＹ軸 福井県勝山市

サ 07040 00289 （株）坂英建設 福井県福井市
07126  （株）栄設計 福井県福井市
06152  佐幸測量設計（株） 福井県大野市
35018  （株）笹岡工業所 福井県あわら市
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06039  （株）佐々木一級建築士事務所 福井県福井市
06040  （株）佐々木建築事務所 福井県越前市
06147  （株）澤田調査設計 福井県小浜市
06041  （株）三愛調査事務所 福井県大野市
06042  （株）三輝設計事務所 福井県福井市
06151 02547 （株）サンケン試錐コンサルタント 福井県福井市
06145  （有）サン調査設計 福井県大野市
06146  （株）三雄測量設計 福井県福井市
06043  （株）サンワコン 福井県福井市

シ 06884  塩崎圭三建築設計事務所 福井県福井市
06153  ジビル調査設計（株） 福井県福井市
06156  ジャパン測量 福井県越前市
06647  周戸設備計画 福井県福井市
06175  （株）ショウリュウ設計 福井県越前市
35111  （一社）新生公共嘱託登記土地家屋調査士協会福井県大野市
06214 01889 新保興業（株） 福井県敦賀市

ス 06782  スズキ建築事務所 福井県福井市
セ 06159  （株）青武コンサルタント 福井県鯖江市

06207  （株）セクトコンサル 福井県福井市
06048  （有）設計工房顕塾 福井県福井市
06158  （株）セプラン 福井県大飯郡おおい町
06052  （株）ゼロ設備事務所 福井県福井市
06051  （株）センボー建築事務所 福井県福井市

ソ 06163  （有）総合環境設計事務所 福井県福井市
06164  （株）相互コンサル 福井県大野市
06968  創設計室 福井県勝山市
06150  （有）ソーマップ 福井県坂井市

タ 06169 02544 第一技術開発（株） 福井県福井市
06166  （株）第一コンサル 福井県福井市
06738  大樹測量設計（株） 福井県小浜市
35112 00531 大協建設（株） 福井県福井市
35071 00655 （有）大協道路 福井県福井市
06215 01362 大北久保建設（株） 福井県勝山市
06165 01353 大和興業（株） 福井県勝山市
06832  （有）高田建築事務所 福井県鯖江市
06216  タカハシクリーン 福井県鯖江市
07051  高橋測量 福井県坂井市
07019 01264 （株）高茂組 福井県大野市
06167  武生森林組合 福井県越前市
07008 00771 立田建設（株） 福井県あわら市
06168  （株）田中地質コンサルタント 福井県越前市
06053  （有）田辺建築事務所 福井県越前市

チ 06170  中央測量設計（株） 福井県福井市
06964  （株）中日地質 福井県福井市

テ 06174  （株）帝国コンサルタント 福井県越前市
06218 02375 出口産業（株） 福井県福井市
35046  （有）デックデザイン研究所 福井県福井市
06060  出村建築設計事務所 福井県福井市
06173  （有）寺尾緑地計画 福井県越前市
06061 06061 （株）寺崎建築事務所 福井県越前市帆山町
35031  （株）デルタコンサルタント 福井県福井市

ト 06065  （有）トーワ設計 福井県福井市
35088  戸田建築設計事務所 福井県福井市
06064  鳥居建築設計事務所 福井県敦賀市

ナ 06068  （有）中嶋山元設備設計事務所 福井県福井市
06219 00250 （株）中村正建設 福井県福井市
06598  （株）渚技研 福井県福井市

ニ 06180  （株）西岡設計事務所 福井県福井市
06073  （有）西川建築設計事務所 福井県大野市
35017 00238 （株）ニシデ・コンストラクション 福井県福井市
06220  西村建設（株） 福井県福井市
06071  （株）日新企画設計 福井県福井市
06181  （株）ニッテックコンサル 福井県敦賀市
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06182  （株）日東調査設計 福井県福井市
06599 01763 （株）日本ピーエス 福井県敦賀市
06177  ニュー開発（株） 福井県越前市

ノ 06075  野尻建築設計事務所 福井県大野市
ハ 06076  （株）走坂建築設計事務所 福井県福井市

06183  （有）畑測量設計事務所 福井県敦賀市
06185  （有）八田測量 福井県越前市
06077  幅口建築事務所 福井県大野市
06078  （株）林設計 福井県鯖江市
06184  （株）林田調査設計 福井県あわら市
06186  （株）春江エンジニアリング 福井県坂井市

ヒ 07049  （株）ビオ 福井県福井市
06651  （株）東畑建築設計事務所 福井県福井市
06901  広瀬建築構造事務所 福井県福井市
06779 06779 ヒロ設備計画 福井市

フ 06653 06653 （有）フォルム建築設計室 福井県吉田郡永平寺町
35019  （株）福井環境分析センター 福井県越前市
06083  （同）福井県建築設計監理協会 福井県福井市
06194  （株）福井県森林開発センター 福井県福井市
07009  福井県土地改良事業団体連合会 福井県福井市
07044  フジ建築設備設計事務所 福井県坂井市
06189  富士測量設計（株） 福井県小浜市
06086  （有）藤田建築設計事務所 福井県福井市
06877  藤田哲朗建築設計室 福井県福井市
06087  藤田富雄建築事務所 福井県三方上中郡若狭町
06191  （株）プラス設計開発 福井県鯖江市
07060  プラド建築事務所 福井県吉田郡永平寺町
06088 06088 （有）ペア設備設計事務所 福井県越前市

ヘ 06775  平成測量 福井県福井市
06602  （株）平成調査設計 福井県坂井市
06089  （株）平和ＩＴＣ 福井県福井市

ホ 07037  ホクコンマテリアル（株） 福井県福井市
06875  （株）北陸環境科学研究所 福井県福井市

マ 07032 07032 前坂建築事務所 福井県福井市
07034 00950 マツイグミ（株） 福井県坂井市
06199  松調査設計（株） 福井県丹生郡越前町
07133  （同）マップ調査設計 福井県大野市
06092  丸一調査設計（株） 福井県福井市
06093 06093 （株）丸栄建築設計事務所 福井県鯖江市
35030 00685 （株）マルツ電波 福井県福井市
07035  （株）マル補償コンサルタント 福井県福井市

ミ 06100  （株）未来プランニング 福井県小浜市
06893  （有）水嶋建築設計 福井県坂井市
06096 06096 （株）ミノル建築設計事務所 福井県福井市
07106  宮本測量登記事務所 福井県福井市
06099  （株）宮本測量建設 福井県鯖江市
06205  （有）ミリオン測量設計 福井県福井市

モ 06101  （株）本禄建築設計事務所 福井県福井市
06206  （有）森建 福井県福井市
07054  森脇建築事務所 福井県大飯郡おおい町

ヤ 07043  ヤオ設計 福井県福井市
06102  （有）山内建築事務所 福井県敦賀市
06732  （有）山口設計事務所 福井県三方郡美浜町
35115 00268 山田建設（株） 福井県福井市
06104 06104 （有）山中設計事務所 福井県敦賀市
07112 01330 （有）山本鉄工所 福井県勝山市

リ 06110  （株）緑建設計 福井県福井市
ワ 06951  （株）ワーク調査設計 福井県勝山市

06210  （株）若狭開発技術センター 福井県小浜市
06113  （株）ワカサコンサル 福井県小浜市
07127 00340 鷲吉建設（株） 福井県福井市


