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福井市 第220001号 横田建築設計㈱ 横田　昌育 福井市成和1-1119 0776-27-0665 yokota-k@estate.ocn.ne.jp 1名 8件 2件

坂井市 第220004号 長田材木㈲ 長田　整治 坂井市坂井町下新庄18-20-1 0776-66-7080 nagata-zaimoku@vega.ocn.ne.jp 1名 8件 11件 ○

福井市 第220005号 ㈲山一建設 山崎　栄一 福井市生部町9-1 0776-41-0626 yama-f@lapis.plala.or.jp 1名 4件 2件

勝山市 第220006号 ㈲丸山工務店 丸山　博導 勝山市郡町3-412 0779-88-4733 info@marukou-sumi.co.jp 1名 2件 ー

福井市 第220007号 福登建設㈱ 清水　榮一 福井市花堂北2丁目15-21 0776-36-2315 info@fukutoh.co.jp 1名 39件 22件 ○

南越前町 第220008号 ㈱野崎工務店 大谷　和義 南条郡南越前町今庄59-101 0778-45-1181 otobe@nokou.co.jp 1名 15件 4件 ○

大野市 第220010号 三光産業㈱ 玉木　忠 大野市庄林24-3 0779-65-3188 sanko@mitene.or.jp 1名 ー ー

坂井市 第220011号 東角建設㈱ 東角　操 坂井市丸岡町一本田福所22-24-3 0776-66-8023 ookubo@refine-m.net 2名 ー ー

越前市 第220012号 ㈱ウエキグミ 上木　雅晴 越前市府中3丁目9番1号 0778-24-3300 front@uekigumi.com 4名 ー ー ○

越前市 第220013号 ㈱大進建設 近藤　昭憲 越前市小松1丁目10番13号 0778-22-3494 daishin-k@es.ttn.ne.jp 2名 10件 6件

大野市 第220015号 大南建設工業㈱ 大月　和源 大野市中荒井町1-821 0779-65-5580 info@dainan-co.jp 6名 86件 32件 ○

福井市 第220016号 水上総建㈱ 水上　心 福井市志津が丘1-175 0776-98-8298 mssouken@herb.ocn.ne.jp 1名 2件 ー

越前市 第220017号 ㈱タナベ住建 田邉　恭洋 越前市瓜生町28-17 0778-22-1025 tanabejuken-office@gmail.plala.or.jp 1名 3件 ー

坂井市 第220020号 三越建設工業㈱ 濵野　一志 坂井市三国町竹松2-14-3 0776-82-5814 info@san-etu.jp 3名 ー ー

敦賀市 第220024号 濱田建設㈱ 浜田　肇 敦賀市本町2-8-3 0770-22-4433 homes@hamadakk.co.jp 1名 5件 4件 ○

福井市 第220027号 こばやし建築舎 小林　勉 福井市豊岡2-8-26 0776-27-4566 komu99@nifty.com 1名 5件 6件

越前市 第220028号 ㈲笠島工務店 笠島　一義 越前市西谷町15-28 0778-22-6377 kz-style@bz03.plala.or.jp 1名 9件 ー

坂井市 第230001号 下川建築家づくり工房(同) 下川　孝幸 坂井市春江町取次4-14 0776-51-2633 info@simohome.biz 1名 33件 8件 ○

福井県木造住宅耐震改修事業者登録名簿　令和5年4月5日現在

※１は、県が主催した「工事費の軽減」や「工期の短縮」が期待できる工法（低コスト工法）について学べる講習会を受講した事業者を指します
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高浜町 第230003号 ㈲平田木材店 平田　寛明 大飯郡高浜町和田1-28 0770-72-3456 tanihisa@hirata-wood.co.jp 1名 21件 4件 ○

越前市 第230005号 ㈱木だて家 内田　隆陽 越前市粟田部町32-15-1 0778-42-1311 info@kidateya.jp 1名 17件 ー

永平寺町 第230011号 ㈲伊藤木材 伊藤　宗征 吉田郡永平寺町志比23-7 0776-63-3025 mu-itou@muc.biglobe.ne.jp 1名 ー ー

鯖江市 第230012号 ㈱カイセイ 森家　和治 鯖江市丸山町1丁目6-27 0778-51-1085 m-yamamoto@e-kaisei.com 2名 ー ー

越前市 第240001号 たなべ工務店 田邊　守 越前市瓜生町50-3-2 0778-22-1069 oyakata@tk.ttn.ne.jp 1名 ー ー

福井市 第240002号 ㈲足羽内装商店 毛利　文武 福井市脇三ヶ町6-50-1 0776-41-3641 mou-ashihanenaisou@wine.ocn.ne.jp 1名 2件 ー

福井市 第240003号 ㈲小森工務店 小森　正博 福井市二の宮1-7-22 0776-21-5199 grove@live.jp 2名 21件 4件 ○

福井市 第240004号 サカイ建設不動産㈱ 橋本　俊明 福井市花堂北2丁目23番22号 0776-36-5510 saitou@sakai-kf.co.jp 2名 2件 1件

小浜市 第240005号 杉谷建設㈲ 杉谷　光由 小浜市山王前1丁目8-13 0770-52-1743 m-sugi@angel.ocn.ne.jp 1名 5件 4件 ○

小浜市 第250002号 ㈲カワベ・コーポレーション 川辺　盛雄 小浜市南川町19-4 0770-52-4949 morio@kk-house.jp 1名 4件 7件 ○

越前市 第250003号 上木建設㈱ 上木　保 越前市横市町27-8 0778-22-6666 ueki@quartz.ocn.ne.jp 1名 ー ー

勝山市 第260001号 大北久保建設㈱ 和田　耕三 勝山市栄町2丁目7番6号 0779-87-1580 sekkei@daihoku.jp 1名 3件 2件 ○

大野市 第270001号 横田建設㈱ 横田　憲一 大野市春日3丁目18-9 0779-66-5650 info@yakota-construction.com 1名 ー ー

大野市 第290001号 西晃 西川　勝栄 大野市新庄25-18-1 0779-64-5803 nishi_ko_k_nishikawa@yahoo.co.jp 1名 ー ー

越前市 第300001号 ㈱Ｍ工房エムハウス 村上　雄介 越前市蓬莱町3-6 0778-21-2988 m.y.ho@tk.ttn.ne.jp 2名 ー ー ○

坂井市 第300002号 ㈱ニッテ住宅 鰐渕　光輝 坂井市春江町中筋高田49 0776-51-6360 info@nitte.jp 1名 ー ー

大野市 第300003号 ㈱あまや製材 竹田　稔 大野市中野3-8-1 0779-65-7600 info@amaya-co.jp 1名 1件 ー

大野市 第310001号 大野建設工業㈱ 池尾　宗紀 大野市東中9-4-1 0779-66-5311 daiken-o@miracle.ocn.ne.jp 2名 ー ー ○

越前町 第R20001号 住宅デザイン工房 泉　満 丹生郡越前町織田112-18 0778-36-0836 090-4324-9650izumiwork2017@gmail.com 1名 ー ー ○

おおい町 第R20002号 上中住建 上中　憲治 大飯郡おおい町名田庄久坂1-11 0770-67-2180 kamijyu@kore.mitene.or.jp 1名 ー ー
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鯖江市 第R20003号 タガハウス㈱ 田賀　一郎 鯖江市水落町4丁目3番23号 0778-52-3152 info@tagahouse.com 2名 1件 ー

越前市 第R20004号 ㈱赤堀 赤堀　哲雄 越前市野岡町5-9 0778-43-1188 akahori@ruby.ocn.ne.jp 2名 ー 7件 ○

福井市 第R20005号 ㈱いわほり 岩堀　利康 福井市毛矢1丁目2の30 0776-41-0698 info@iwahori.net 3名 ー 1件

鯖江市 第R20006号 大森建築 大森　利廣 鯖江市新横江1-5-11 0778-52-1368 oomori-k@cpost.plala.or.jp 1名 ー ー ○

若狭町 第R20007号 ㈲鳥居建築 鳥居　大輔 若狭町能登野57-21-1 0770-45-2660 asuka-t@kl.mmnet-ai.ne.jp 2名 ー ー

若狭町 第R20008号 ㈲河合工務店 河合　貞雄 若狭町井ノ口38-10 0770-62-1166 k-kawai@angel.ocn.ne.jp 1名 ー ー ○

坂井市 第R20009号 西川工務店 西川　晃治 坂井市春江町高江21-11 0776-51-9339 kou0612@earth.ocn.ne.jp 1名 15件 3件 ○

福井市 第R30001号 ㈱総和ハウジング 吉村　和也 福井市渕2丁目1810番地 0776-33-5861 so-wa.h.9254@almond.ocn.ne.jp 2名 ー ー

福井市 第R30002号 設計工房　甚平　ASA 小林　浅信 福井市大丹生町46-3-1 0776-88-2126 asa@jinbei-asa.com 1名 8件 6件 ○

福井市 第R30003号 まいほむ㈱ 牧野　智樹 福井市石盛町812番地 0776-50-2743 ga01@myhome.jp 1名 ー ー ○

越前市 第R30004号 有限会社マルセイ住宅産業 森谷　祐一郎 越前市松森町23-13-2 0778-21-1335 info@takumio-marusei.com 1名 ー ー

福井市 第R40001号 宇佐美材木株式会社 宇佐美　嘉一 福井市川尻町41-68-1 0776-85-1546 usami@usamizaimoku.com 1名 19件 3件 ○

福井市 第R40002号 株式会社鈴木建築工業 鈴木　博 福井市中角町27-52-1 0776-55-1560 info@susuken.com 1名 ○

福井市 第R50001号 永和住宅株式会社 天谷　大門 福井市問屋町4丁目620.番地 0776-21-7788 seki@eiwahome.co.jp 2名 ○


