
福井県「感染防止徹底宣言」ステッカー　登録施設一覧 R5.4.18 12:00 時点

※内容について修正される場合があります。

No. 業種 施設・店舗名

1 食堂、レストラン、喫茶店等  yellow2 福井市 灯明寺3-201

2 食堂、レストラン、喫茶店等 #かかりつけカフェ にじいろ 福井市 二の宮4-14-14 シティハウス二の宮1F

3 食堂、レストラン、喫茶店等 （特非）越前そば連合　共同製麺所 福井市 成和2丁目318-2

4 食堂、レストラン、喫茶店等 （有）うを由 福井市 西木田2丁目３－１

5 食堂、レストラン、喫茶店等 (有)シェフゼフィール 福井市 福井市経田1-202-1

6 食堂、レストラン、喫茶店等 （有）矢車 福井市 西方2丁目1-1

7 食堂、レストラン、喫茶店等 □△ときどき○、 福井市 下森田新町2304

8 食堂、レストラン、喫茶店等 0821 福井市 中央1-20-24アコワティビル1階

9 食堂、レストラン、喫茶店等 108CAFE 福井市 問屋町2-12 問屋センター1F

10 食堂、レストラン、喫茶店等 222エンジェルナンバー 福井市 順化1-17-15オリエンタル5ビル2階

11 食堂、レストラン、喫茶店等 2525亭開発店 福井市 開発4丁目401-1

12 食堂、レストラン、喫茶店等 31アイスクリーム　ＭＥＧＡドン・キ 福井市 飯塚町１１－１１１

13 食堂、レストラン、喫茶店等 ３１アイスクリーム　エルパ福井店 福井市 大和田２－１２１２

14 食堂、レストラン、喫茶店等 ３１アイスクリーム　福井ロードサイド 福井市 幾代２－１４２４－１

15 食堂、レストラン、喫茶店等 35 福井市 順化2ー9ー17

16 食堂、レストラン、喫茶店等 87cafe 福井市 飯塚町13-105

17 食堂、レストラン、喫茶店等 ８番らーめん福井駅店 福井市 中央1丁目1-25　プリズム福井1F

18 食堂、レストラン、喫茶店等 8番らーめん 足羽店 福井市 真木町13-19

19 食堂、レストラン、喫茶店等 8番らーめん　福井大学前店 福井市 田原2-19-7

20 食堂、レストラン、喫茶店等 8番らーめん　堀ノ宮店 福井市 大宮6-5-19

21 食堂、レストラン、喫茶店等 ８番らーめん花堂店 福井市 舞屋町15-3

22 食堂、レストラン、喫茶店等 8番らーめん開発店 福井市 開発2-219

23 食堂、レストラン、喫茶店等 8番らーめん御幸店 福井市 御幸3-16-31

24 食堂、レストラン、喫茶店等 ８番らーめん若杉店 福井市 若杉4-201

25 食堂、レストラン、喫茶店等 ８番らーめん春江店 福井市 定正町1219-2

26 食堂、レストラン、喫茶店等 8番らーめん新保店 福井市 新保町17字南高田18

27 食堂、レストラン、喫茶店等 8番らーめん灯明寺店 福井市 灯明寺3-3108

28 食堂、レストラン、喫茶店等 8番らーめん二の宮店 福井市 二の宮2-201-1

29 食堂、レストラン、喫茶店等 8番らーめん米松店 福井市 米松1-1604

30 食堂、レストラン、喫茶店等 After Hours Bar HAND 福井市 問屋1-165

31 食堂、レストラン、喫茶店等 Agit 福井市 順化1-10-15　サエラビル5F

32 食堂、レストラン、喫茶店等 Air Stream Cafe Switch 福井市 上野本町4丁目1705

33 食堂、レストラン、喫茶店等 AK  Corner 福井市 御幸4-12-15

34 食堂、レストラン、喫茶店等 Alfredo 福井市 中央1-21-36 サンロードビル1階

35 食堂、レストラン、喫茶店等 anela panini 福井市 文京6-6-10

36 食堂、レストラン、喫茶店等 Applause 福井市 順化2丁目22-3TMビル5F

37 食堂、レストラン、喫茶店等 ASUWAYAMA DECK 福井市 足羽上町111

38 食堂、レストラン、喫茶店等 ATARASHIYA 福井市 足羽1丁目8-45

39 食堂、レストラン、喫茶店等 Att Kitchen 福井市 中央1-9-24 福井中央ビル1階

40 食堂、レストラン、喫茶店等 BANANA CATHEDRAL 福井市 順化2-13-21

41 食堂、レストラン、喫茶店等 Bar  lu touch 福井市 順化2-12-19プラチナビル5階

42 食堂、レストラン、喫茶店等 Bar Adhira 福井市 中央1丁目17-15サンジェルマンビル6階B

43 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR　BROWP 福井市 順化1丁目18-8

44 食堂、レストラン、喫茶店等 Bar de japanese kinari 福井市 中央1-22-7 マルイビル1階

45 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR EGOIST 福井市 順化2-12-14プリンスビル2階

46 食堂、レストラン、喫茶店等 Bar GEASS 福井市 順化1-10-12 KKビル2F

47 食堂、レストラン、喫茶店等 Bar GIORE 福井市 順化2-21-4 加賀ビル1F

48 食堂、レストラン、喫茶店等 Bar　GROWP 福井市 順化１丁目１８-８

49 食堂、レストラン、喫茶店等 ＢＡＲ　Ｇクラブ 福井市 順化１丁目21-5　エレガンテ片町１Ｆ

50 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR ISAKA 福井市 順化1-14-22GRAND桑の実1F

51 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR JUGO 福井市 順化1-16-18片町ステーションビル２F 

52 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR　JUJU 福井市 福井市順化1丁目９－８滝の街ビル１F

53 食堂、レストラン、喫茶店等 Bar lu touch 福井市 順化２丁目１２－１９ プラチナビル ５F

54 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR NERESPANTRY 福井市 順化2-22-3 TMビル1F

55 食堂、レストラン、喫茶店等 Bar primo 福井市 順化1-15-9 片町スカイパレスビル3階305

56 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR RAMONE 福井市 順化1丁目17-15オリエンタル5ビル3F301

57 食堂、レストラン、喫茶店等 bar Soul Kitchin 福井市 順化1丁目18-8 開明ビル1F

58 食堂、レストラン、喫茶店等 Bar Um Calvo 福井市 順化2-7-18 三栄ビル4階

59 食堂、レストラン、喫茶店等 Bar Y' 福井市 順化1-12-12シャングリラビル1F

60 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR レッツゴーヤング 福井市 順化１丁目10-9

61 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR 寄安屋 福井市 順化1-15-9片町スカイパレスビル2F

住所
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62 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR　九龍 福井市 順化１丁目１５－４

63 食堂、レストラン、喫茶店等 Bar「空」 福井市 順化1-19-15　片町ロフトビルＢ1

64 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR-RADIO  (バー.ラジオ) 福井市 順化１－７－５アルファワンビル１F

65 食堂、レストラン、喫茶店等 BARしゅみじん 福井市 順化1-18-7Ayuビル3F

66 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR寄安屋 福井市 順化1-15-9片町スカイパレス2F

67 食堂、レストラン、喫茶店等 bar妖かし 福井市 順化1-14-22 桑の実会館地下

68 食堂、レストラン、喫茶店等 BEATO 福井市 文京6丁目21-17

69 食堂、レストラン、喫茶店等 BEE 福井市 順化2-8-14パークサイドタワービルB1

70 食堂、レストラン、喫茶店等 Berceau 福井市 東森田3-1815

71 食堂、レストラン、喫茶店等 bistro＆bar  Room 福井市 中央1丁目17-15サンジェルマンビル3F

72 食堂、レストラン、喫茶店等 Bistro&Bar GLOUTONNE 福井市 中央I丁目 21ー33 オーカンビル一階

73 食堂、レストラン、喫茶店等 Bloom~your style space~ 福井市 八重巻町306-1

74 食堂、レストラン、喫茶店等 Bluestocking 福井市 中央1-8-1　8階

75 食堂、レストラン、喫茶店等 BR 福井市 順化1-15-9 片町スカイパレス3階

76 食堂、レストラン、喫茶店等 Brasserie Lou 福井市 中央三丁目14-12

77 食堂、レストラン、喫茶店等 BRILLIANT 福井市 順化2-22-4

78 食堂、レストラン、喫茶店等 Brown Rice Bar 福井市 花月2丁目13-17

79 食堂、レストラン、喫茶店等 BURGERKING　ハピリン福井店 福井市 中央1丁目2-1

80 食堂、レストラン、喫茶店等 cadre 福井市 高木中央1-2601

81 食堂、レストラン、喫茶店等 Café　Ju・Ju 福井市 石盛3丁目1706

82 食堂、レストラン、喫茶店等 cafe MARE 福井市 大丹生町70-3

83 食堂、レストラン、喫茶店等 cafe MiMi 福井市 毛矢3-2-2

84 食堂、レストラン、喫茶店等 cafe notes 福井市 花堂南１丁目９－１６

85 食堂、レストラン、喫茶店等 cafe おぶう 福井市 若杉 4丁目２０６

86 食堂、レストラン、喫茶店等 cafe はな 福井市 中央1-16-8

87 食堂、レストラン、喫茶店等 cafe&curry カレッテリア 福井市 大手３丁目７番1号

88 食堂、レストラン、喫茶店等 cafe&raungeMAI 福井市 月見3-2-28

89 食堂、レストラン、喫茶店等 Café38　高柳店 福井市 高柳２丁目８１０

90 食堂、レストラン、喫茶店等 CafeCielo 福井市 上北野1-25-1

91 食堂、レストラン、喫茶店等 cafeりんく 福井市 春日2二丁目2-4

92 食堂、レストラン、喫茶店等 CARAMON 福井市 安波賀中島町8-10

93 食堂、レストラン、喫茶店等 Casa 福井市 中央1丁目21-39　2F

94 食堂、レストラン、喫茶店等 Casual Bar U 福井市 福井市渕2丁目1006

95 食堂、レストラン、喫茶店等 Cava? ヒトトナリ 福井市 髙木中央２丁目2505

96 食堂、レストラン、喫茶店等 cherシエル 福井市 日光2-1-8日光レジデンス1F

97 食堂、レストラン、喫茶店等 China Cafe FUN 福井市 大宮4丁目14-18ストリート大宮ビル105号

98 食堂、レストラン、喫茶店等 Chinese Restaurant FUN 福井市 花堂東2丁目４１４

99 食堂、レストラン、喫茶店等 chouchou muffin 福井市 高木中央3丁目1001

100 食堂、レストラン、喫茶店等 CLUB  Ｋａｉ 福井市 順化2-13-14 COPAビル地下1階

101 食堂、レストラン、喫茶店等 club bisser 福井市 順化2-13 天谷ビル2F 

102 食堂、レストラン、喫茶店等 club bisser 福井市 順化２丁目１２－１３ アマヤビル

103 食堂、レストラン、喫茶店等 CLUB CHOCOLAT 福井市 順化2-20-1 ランドマークビル４階

104 食堂、レストラン、喫茶店等 CLUB Kai 福井市 順化２丁目１３－１４

105 食堂、レストラン、喫茶店等 club Luxe 福井市 順化1-16-10

106 食堂、レストラン、喫茶店等 club SOUL'S 福井市 順化2－13－14

107 食堂、レストラン、喫茶店等 club 奏鳴曲 福井市 順化2丁目15-19 セイコービル4階

108 食堂、レストラン、喫茶店等 cocolono蔵cafe 福井市 上野町１０－２３

109 食堂、レストラン、喫茶店等 COLUMBA 福井市 林藤島19-31

110 食堂、レストラン、喫茶店等 Craft 福井市 春山1丁目7-12エレガント春山1Fテナント

111 食堂、レストラン、喫茶店等 Curry　Yellow 福井市 順化1-15-29

112 食堂、レストラン、喫茶店等 Curryspot びーどろ 福井市 福井市福1丁目2801

113 食堂、レストラン、喫茶店等 DAISY デイジー 福井市 順化 2丁目 12-14 プリンスビル3F 302

114 食堂、レストラン、喫茶店等 Dining Bar Safari 福井市 大手2-5-14

115 食堂、レストラン、喫茶店等 Dog cafe panse 福井市 高柳2丁目1608

116 食堂、レストラン、喫茶店等 DON 福井市 順化17-8勝ビル1F

117 食堂、レストラン、喫茶店等 e.jiru 福井市 順化1－17－5キムラビル4F

118 食堂、レストラン、喫茶店等 EARTH DINING SUN BEAMS 福井市 市波町３８－２

119 食堂、レストラン、喫茶店等 EIGHT 福井市 順化2-8-14パークサイドタワービル8F

120 食堂、レストラン、喫茶店等 en Vogue 福井市 順化1-17-12 ベルトピア片町1f

121 食堂、レストラン、喫茶店等 Enzo Coffee 福井市 福井市西谷1丁目1520

122 食堂、レストラン、喫茶店等 Ｅカフェ 福井市 末広町１５－８－５

123 食堂、レストラン、喫茶店等 FamilyBar　DANNE 福井市 順化１丁目14-24　ホワイトハウスビル４階（B)

124 食堂、レストラン、喫茶店等 FAN-FAN 福井市 中央1-5-10

125 食堂、レストラン、喫茶店等 FAN's KITCHEN 福井市 大丹生町70-1-6

126 食堂、レストラン、喫茶店等 ＦＢＣミール 福井市 問屋町2-118

127 食堂、レストラン、喫茶店等 florflor福井光陽店 福井市 光陽2-5-5
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128 食堂、レストラン、喫茶店等 FOOD TRUCK U.S.A. EAT ME 福井市 東森田１丁目2301

129 食堂、レストラン、喫茶店等 Fruits the factory 福井市 光陽3‐1‐16

130 食堂、レストラン、喫茶店等 GINCHIYO 福井市 大手3丁目8-10

131 食堂、レストラン、喫茶店等 GIORNO 福井市 順化1-17-29 SK館1F

132 食堂、レストラン、喫茶店等 GIORNO Fukui, 福井市 中央1-10-10

133 食堂、レストラン、喫茶店等 GIORNO station 福井市 花月5-1-37

134 食堂、レストラン、喫茶店等 GLITTER 福井市 順化2-13-15　セントビュー片町

135 食堂、レストラン、喫茶店等 grass.NO 福井市 順化2-22-1 寺木ビル201

136 食堂、レストラン、喫茶店等 grazie　たんぽぽ 福井市 順化1-17-8　勝ビル1F

137 食堂、レストラン、喫茶店等 Green Haibe Cafe 福井市 大和田1丁目402

138 食堂、レストラン、喫茶店等 gri-gri 福井市 順化1丁目14-5 BKビル3F

139 食堂、レストラン、喫茶店等 ℊｒｏｗ 福井市 福井市福１丁目２９１５　小林ビル１Ｆ

140 食堂、レストラン、喫茶店等 GYOUZA    kitchen　信正 福井市 順化1丁目18-3　吉川ビル　二階

141 食堂、レストラン、喫茶店等 HACHI 福井市 大島町中坪110

142 食堂、レストラン、喫茶店等 HANGOUTHUNGRY'S 福井市 月見4-2-34

143 食堂、レストラン、喫茶店等 HIDING PLACE 福井市 中央1丁目11-7

144 食堂、レストラン、喫茶店等 Hiro's Entertainments 福井市 福井市中央１丁目17-15

145 食堂、レストラン、喫茶店等 HOMIES K 福井市 順化1-7-9片町バレービル2F

146 食堂、レストラン、喫茶店等 IDOBA 福井市 順化2-20-14 ワコーKプラザビル

147 食堂、レストラン、喫茶店等 INFINITY 福井市 順化1丁目17-23サンロイヤル片町５F

148 食堂、レストラン、喫茶店等 ＩＳＳＥＩ中華料理 福井市 手寄１丁目４－１ ＡＯＳＳＡ ３Ｆ

149 食堂、レストラン、喫茶店等 J-globe 福井市 順化2-8-14パークサイドタワービル2F

150 食堂、レストラン、喫茶店等 JIGURO 福井市 順化1-7-9片町バレービル1F

151 食堂、レストラン、喫茶店等 K 福井市 福井市順化1－17－5キムラビル5F

152 食堂、レストラン、喫茶店等 K&K 福井市 江守中2－601

153 食堂、レストラン、喫茶店等 KAKEHASHI 福井市 福新町2004-2　ハイウェーブカフェビル1F

154 食堂、レストラン、喫茶店等 KARAOKE BAR NOAH 福井市 順化2-20-9

155 食堂、レストラン、喫茶店等 Ki.Ki 福井市 順化１丁目１５－４　リトルプラザビル１階

156 食堂、レストラン、喫茶店等 KINEYA THE Vegterrace 福井市 河増町9-10-1

157 食堂、レストラン、喫茶店等 Kisaki CAFE CENTORALPARK 福井市 大手３丁目14-15

158 食堂、レストラン、喫茶店等 Ｋｉｓａｋｉ　ＣＡＦＥ　セントラル 福井市 大手3-14-15　２Ｆ

159 食堂、レストラン、喫茶店等 Ｋｉｓａｋｉ　ＣＡＦＥ　宮ノ下 福井市 江上町58-7-2

160 食堂、レストラン、喫茶店等 KisakiCAFE-MIYANOSHITA 福井市 江上町58-7-2

161 食堂、レストラン、喫茶店等 KOBAR 福井市 順化１丁目15-4　リトルプラザ２F

162 食堂、レストラン、喫茶店等 KOBASUTO 福井市 順化2-12-14

163 食堂、レストラン、喫茶店等 KOMACHI 福井市 順化2-20-1ランドマークビル5階

164 食堂、レストラン、喫茶店等 KOREA コリア 福井市 中央1丁目12-8 高紫ビル1階

165 食堂、レストラン、喫茶店等 KUROHIGE 福井市 文京3丁目14-1 明春コーポ101B

166 食堂、レストラン、喫茶店等 KUROHIGE 福井市 大和田2丁目1230エルパフードコート

167 食堂、レストラン、喫茶店等 KVELL 福井市 順化2-15-19

168 食堂、レストラン、喫茶店等 KYU CAFE 福井市 開発2丁目710

169 食堂、レストラン、喫茶店等 L'aisance 福井市 高柳1-712

170 食堂、レストラン、喫茶店等 LEON 福井市 順化2-12-14 プリンスビル4F

171 食堂、レストラン、喫茶店等 Livin' for green 福井市 中央1-17-1 アップルビル2階

172 食堂、レストラン、喫茶店等 Logy STAND 福井市 篠尾町96-56-1

173 食堂、レストラン、喫茶店等 Lounge CHLORIS 福井市 順化1丁目17－28　ジョイフル片町　3階　A号室

174 食堂、レストラン、喫茶店等 Lounge RIO 福井市 順化2丁目20-1 片町ランドマークビル 2F

175 食堂、レストラン、喫茶店等 M  COFFEE 福井市 上野本町4丁目2709

176 食堂、レストラン、喫茶店等 Mani Lasagna店 福井市 米松1丁目5－32

177 食堂、レストラン、喫茶店等 MANIMANI THE FACTORYS 福井市 渕4丁目1804

178 食堂、レストラン、喫茶店等 maple*honey 福井市 文京6-35-18

179 食堂、レストラン、喫茶店等 MARVIN CORNER 福井市 光陽4-3-20

180 食堂、レストラン、喫茶店等 MERCER TERRACE 福井市 下馬2-1301

181 食堂、レストラン、喫茶店等 MINX 福井市 順化1丁目7-9

182 食堂、レストラン、喫茶店等 mizuki 福井市 順化1-17-10

183 食堂、レストラン、喫茶店等 MOMI&TOY'S 福井駅前店 福井市 中央1丁目9-26

184 食堂、レストラン、喫茶店等 Mooma 福井市 順化1-24-42　近藤ビル1階

185 食堂、レストラン、喫茶店等 moustache 福井市 水越1-803藤井ビル1階

186 食堂、レストラン、喫茶店等 natural kitchen SAL 福井市 真木町104-12

187 食堂、レストラン、喫茶店等 NEGUS. 福井市 順化1-17-23 サンロイヤル片町602

188 食堂、レストラン、喫茶店等 Ｎｅｗ秋吉店 福井市 大手3-12-20　ホテルフジタ福井2Ｆ

189 食堂、レストラン、喫茶店等 Night sweets BAR salice 福井市 順化1-15-1 KIHACHIビル　地下1階

190 食堂、レストラン、喫茶店等 NitowoL 福井市 中央3-1-17

191 食堂、レストラン、喫茶店等 noeUd 福井市 成和1-3106

192 食堂、レストラン、喫茶店等 nude 福井市 順化1丁目17-23 サンロイヤル片町401

193 食堂、レストラン、喫茶店等 ODEN BAR 福井市 順化2丁目21-12
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194 食堂、レストラン、喫茶店等 Once More 福井市 順化2-7-18三栄ビル3階

195 食堂、レストラン、喫茶店等 Osteria　LAMPI 福井市 新田塚町106

196 食堂、レストラン、喫茶店等 PANJIRO 福井市 大和田2-1212-2F

197 食堂、レストラン、喫茶店等 PANTES  福井店 福井市 福井市松本4丁目12-14

198 食堂、レストラン、喫茶店等 PANTES （パンテス）福井店 福井市 松本4丁目12-14

199 食堂、レストラン、喫茶店等 PENT HOUSE Lee 福井市 順化1-16-10 シャトレー片町

200 食堂、レストラン、喫茶店等 Petite  Mammy 福井市 田原1丁目8-18

201 食堂、レストラン、喫茶店等 Piccolo Tavolo 福井市 中央1丁目5-3

202 食堂、レストラン、喫茶店等 pick up bar＆cafe 福井市 順化2丁目22-17 ミヤコビル2階

203 食堂、レストラン、喫茶店等 PICK UP BAR&CAFE 福井市 順化2丁目22-17ミヤコビル202

204 食堂、レストラン、喫茶店等 PRIVATE PLACE JB 福井市 光陽２丁目18-23

205 食堂、レストラン、喫茶店等 Ｑｕａｔｒｅ 福井市 順化1丁目17-28　ｼﾞｮｲﾌﾙ片町1F-B

206 食堂、レストラン、喫茶店等 ＲＡＭＥＮ　Ｗ 福井市 開発2－207

207 食堂、レストラン、喫茶店等 Refrain 福井市 順化2-20-1 ランドマーク3F

208 食堂、レストラン、喫茶店等 RICE BAR 福井市 中央3-5-12

209 食堂、レストラン、喫茶店等 rilien 福井市 順化2-13-14 

210 食堂、レストラン、喫茶店等 rollice96 福井市 文京3丁目14-1春明コーポ101B

211 食堂、レストラン、喫茶店等 Room 福井市 中央１ー21ー40 北ノ庄ビル北口2F

212 食堂、レストラン、喫茶店等 ＲＵＮＮＹ　ＣＨＥＥＳＥ 福井市 高柳2-1612

213 食堂、レストラン、喫茶店等 RYOGEN 福井市  順化2-12-18 片町フォーカスビル2F

214 食堂、レストラン、喫茶店等 ryuwan 福井市 順化2-21-4　加賀ビル

215 食堂、レストラン、喫茶店等 Safari 福井市 大手2-5-14

216 食堂、レストラン、喫茶店等 Saigon cafe 福井市 若杉4-212

217 食堂、レストラン、喫茶店等 sakaba Six 福井市 高木中央1-2602

218 食堂、レストラン、喫茶店等 Season 福井市 順化1-15-4

219 食堂、レストラン、喫茶店等 SEI 福井市 学園二丁目8-22

220 食堂、レストラン、喫茶店等 Ｓ－Ｇａｒｄｅｎ 福井市 松本２丁目3-14

221 食堂、レストラン、喫茶店等 Shanghai Cafe 香美楽 福井市 舟橋新２丁目1115-1

222 食堂、レストラン、喫茶店等 SHELTER 福井市 順化1の14の22桑の実会館2F-A

223 食堂、レストラン、喫茶店等 SNACK　ひな乃 福井市 順化1丁目17－8　勝ビル２F　202

224 食堂、レストラン、喫茶店等 Snowcafe焙煎工房 福井市 荒木新保町31-21

225 食堂、レストラン、喫茶店等 SOHMAclub 福井市 順化2-22-3  TMビル1F

226 食堂、レストラン、喫茶店等 Ｓｏｉｎ 福井市 高木2-112-3

227 食堂、レストラン、喫茶店等 SORA NO GARDEN 福井市 中央1-8-1　西武福井店屋上

228 食堂、レストラン、喫茶店等 ＳＯＲＡＮＯＧＡＲＤＥＮ 福井市 中央１－８－１　西武福井店屋上

229 食堂、レストラン、喫茶店等 spice bar QUILTHOUSE 福井市 順化2-16-19

230 食堂、レストラン、喫茶店等 Spuntino 福井市 順化2丁目2-20-17 セレクトシティ片町1F

231 食堂、レストラン、喫茶店等 Spuntino (スプンティーノ) 福井市 順化2-20-17  セレクトシティ片町 1F

232 食堂、レストラン、喫茶店等 Stylish Bar Diamante 福井市 順化2-22-3 TMビル1F 102号

233 食堂、レストラン、喫茶店等 sumu 福井市 中央1-10-22

234 食堂、レストラン、喫茶店等 SUN'S Bar 福井市 順化2丁目22-1寺木ビル3階301

235 食堂、レストラン、喫茶店等 sushi bar daishin 福井市 中央1丁目11-3岩本ビルB1

236 食堂、レストラン、喫茶店等 Tapas deli Hasta mañana 福井市 下馬2丁目1817-1

237 食堂、レストラン、喫茶店等 Tartina 福井市 高木中央1-2807

238 食堂、レストラン、喫茶店等 taverna e bar capitano 福井市 東森田１丁目２１２１

239 食堂、レストラン、喫茶店等 THE  BAR  LOTUS 福井市 順化1-6-7  金津屋ビル2F

240 食堂、レストラン、喫茶店等 THE BAR 灯火 福井市 福井市大手2-6-5 プラザホテルビル2階

241 食堂、レストラン、喫茶店等 Three 8 福井市 下馬3丁目1302

242 食堂、レストラン、喫茶店等 time 福井市 順化1丁目7-8　エドモンドビル4F

243 食堂、レストラン、喫茶店等 Tomorrow 福井市 順化2-12-19 プラチナビル3F

244 食堂、レストラン、喫茶店等 Tramonti 福井市 中央1-19-1 玉村第1ビル3F

245 食堂、レストラン、喫茶店等 trattoria BENE 福井市 田原1丁目1-18  メゾン de フェニックス 1F

246 食堂、レストラン、喫茶店等 U 福井市 大手3-7-1-104

247 食堂、レストラン、喫茶店等 UCCカフェメルカード 福井市 中央1丁目９－２０

248 食堂、レストラン、喫茶店等 UNCLE（アンクル） 福井市 大手３－１２－１４

249 食堂、レストラン、喫茶店等 UNDER GLAD 福井市 順化2-13-14 COPAビル地下1階

250 食堂、レストラン、喫茶店等 V8 福井市 順化2丁目8-14　パークサイドタワービル7階

251 食堂、レストラン、喫茶店等 Vecchietta 福井市 加茂河原1-4-5

252 食堂、レストラン、喫茶店等 veg.teracce 福井市 河増町9-10-1

253 食堂、レストラン、喫茶店等 veg.yard（ベジ.ヤード） 福井市 高木中央1丁目405

254 食堂、レストラン、喫茶店等 Vente Reine 福井市 順化1-17-7

255 食堂、レストラン、喫茶店等 VIP AMON 福井市 順化2-13-15 セントビュー片町

256 食堂、レストラン、喫茶店等 VIP 呼詩 福井市 順化2-20-2　エルミオーレ４F

257 食堂、レストラン、喫茶店等 vivian. 福井市 順化1-14-21 桑の実会館二階

258 食堂、レストラン、喫茶店等 vonavege 福井市 三郎丸4丁目202サンライトビル101

259 食堂、レストラン、喫茶店等 WINE BAR 折甚 福井市 順化2-22-17 ミヤコビル201
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260 食堂、レストラン、喫茶店等 woody 福井市 順化1-17-11 ウエノビル 3F

261 食堂、レストラン、喫茶店等 yamase 福井市 開発2丁目510

262 食堂、レストラン、喫茶店等 YAYAMARUCAFE 福井市 大宮5-6-18

263 食堂、レストラン、喫茶店等 Yesterday 福井市 順化1-7-8　エドモンド片町２F

264 食堂、レストラン、喫茶店等 アーバンリゾート 福井市 白浜町３－２

265 食堂、レストラン、喫茶店等 アーバンリゾート ２ 福井市 白浜町３－２

266 食堂、レストラン、喫茶店等 ｱｲｳｴｵ 福井市 乾徳3丁目10の3

267 食堂、レストラン、喫茶店等 アイエン 福井市 西開発2-501-6

268 食堂、レストラン、喫茶店等 アイリッシュバー　シェルボーン 福井市 中央1-16-2

269 食堂、レストラン、喫茶店等 逢園 福井市 大手３－４－1　福井放送会館内

270 食堂、レストラン、喫茶店等 あかつき 福井市 順化2丁目20-17　セレクトシティ片町1F102号

271 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉　駅前店 福井市 大手2丁目5-16

272 食堂、レストラン、喫茶店等 あげ〼　文京店 福井市 文京5-13-38　

273 食堂、レストラン、喫茶店等 あげます 福井市 順化1丁目18-14

274 食堂、レストラン、喫茶店等 あさひそばや 福井市 中央１－２１－８

275 食堂、レストラン、喫茶店等 アジアンキッチン chanoma 福井市 新保1丁目1402

276 食堂、レストラン、喫茶店等 あしたがあるさ 福井市 三留町14-11-3

277 食堂、レストラン、喫茶店等 あずまやらーめん 福井市 福井市八ッ島町31-101

278 食堂、レストラン、喫茶店等 あすわの木 福井市 下馬町51-11

279 食堂、レストラン、喫茶店等 あたらしや 福井市 足羽上町150

280 食堂、レストラン、喫茶店等 あづま寿し 福井市 宝永４丁目１３－１８

281 食堂、レストラン、喫茶店等 あぶり焼　もも蔵 福井市 下馬3丁目1711

282 食堂、レストラン、喫茶店等 あぶり牧場あん 福井市 順化2-13-18

283 食堂、レストラン、喫茶店等 あみだそば　遊歩庵 福井市 中央１丁目9-1

284 食堂、レストラン、喫茶店等 あみだそば　福の井 福井市 中央1-2-1

285 食堂、レストラン、喫茶店等 アミューズメントBAR DOOR 福井市 順化1-8-17ダイナソービル3階　O号室

286 食堂、レストラン、喫茶店等 アメリカンレストラン　イーワイズ 福井市 大和田2-518

287 食堂、レストラン、喫茶店等 彩花 福井市 順化1-23-3

288 食堂、レストラン、喫茶店等 あらかわ 福井市 順化1丁目12-10　アフター6ビル1F

289 食堂、レストラン、喫茶店等 アラスカ 福井市 水越1丁目803

290 食堂、レストラン、喫茶店等 あら井 福井市 左内町5-14

291 食堂、レストラン、喫茶店等 アルカンシェル 福井市 大手3丁目7-1繊協ビル8階

292 食堂、レストラン、喫茶店等 アルケミスト 福井市 門前1-201

293 食堂、レストラン、喫茶店等 アルモニ 福井市 松本２丁目4-30

294 食堂、レストラン、喫茶店等 アルル 福井市 飯塚町7-37-2

295 食堂、レストラン、喫茶店等 アロマハウス 福井市 文京3-10-10

296 食堂、レストラン、喫茶店等 アワタチ 福井市 福井市中央1－15－14　AlohaZ・Hope １F

297 食堂、レストラン、喫茶店等 アンカービーチリゾート 福井市 蒲生町16-2-1

298 食堂、レストラン、喫茶店等 あんカフェ大嶋 福井市 中央一丁目15-9

299 食堂、レストラン、喫茶店等 あんぎゃら 福井市 学園3丁目5-3

300 食堂、レストラン、喫茶店等 アンパサンド 福井市 順化1丁目23-11

301 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　味とら 福井市 大手2丁目5-5　辻ビル１F

302 食堂、レストラン、喫茶店等 石田屋 福井市 大手２丁目5-14

303 食堂、レストラン、喫茶店等 伊食屋 Arancia 福井市 順化1-16-20アパホテル福井片町アネックス1F

304 食堂、レストラン、喫茶店等 イタリアン＆手造りパン工房　ボンジョ 福井市 定正町1315-2

305 食堂、レストラン、喫茶店等 イタリアントマト・カフェＪｒ． 福井市 中央1-8-1　西武福井店2階

306 食堂、レストラン、喫茶店等 イタリアンバルクオーレ 福井市 文京4丁目2-8エリー本舗伊藤ビル1階

307 食堂、レストラン、喫茶店等 イタリアンバルマーサ 福井市 門前

308 食堂、レストラン、喫茶店等 イタリア食堂　ITSUKI 福井市 中央3丁目3-11

309 食堂、レストラン、喫茶店等 イタリア料理　GROSSO 福井市 西谷2丁目2709

310 食堂、レストラン、喫茶店等 イタリア料理　ハイウェーブカフェ 福井市 福新町2004-2

311 食堂、レストラン、喫茶店等 イタリア料理クッチーナ 福井市 中央1-19-20吉田ビル２階

312 食堂、レストラン、喫茶店等 イタリア料理ラカーラ 福井市 高木中央２－４０３シラサキ第二

313 食堂、レストラン、喫茶店等 いち 福井市 順化2丁目21-3

314 食堂、レストラン、喫茶店等 いちずやまもと 福井市 大宮3-12-19

315 食堂、レストラン、喫茶店等 いちろくらーめん福井片町本通店 福井市 順化2丁目21-17ライブリービル1F

316 食堂、レストラン、喫茶店等 いち陽 福井市 順化1-21-15

317 食堂、レストラン、喫茶店等 一貫創作寿司　志乃介 福井市 中央3丁目5-3

318 食堂、レストラン、喫茶店等 一品料理　四十萬 福井市 大手2丁目12-5

319 食堂、レストラン、喫茶店等 いっぷく庵 福井市 福井県福井市舞屋町6-201

320 食堂、レストラン、喫茶店等 いっぷく亭 福井市 日ノ出2-16-13

321 食堂、レストラン、喫茶店等 イルボスコ 福井市 二の宮3-13-23

322 食堂、レストラン、喫茶店等 インドネシア弁当店 福井市 文京3-11-8　北村邸テナント１階B号室

323 食堂、レストラン、喫茶店等 インドネパールキッチン　SHIVA(シ 福井市 学園二丁目10番16号

324 食堂、レストラン、喫茶店等 インドレストラン ガンジー 福井市 種池2-405

325 食堂、レストラン、喫茶店等 インド料理　王様のカレー　新保店 福井市 新保1丁目808
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326 食堂、レストラン、喫茶店等 ヴァンヴェール 福井市 順化1-17-1　サンビル2F

327 食堂、レストラン、喫茶店等 ウェルアオッサ 福井市 手寄1丁目4-1 アオッサ3F

328 食堂、レストラン、喫茶店等 ウエルズ 福井市 田原町1-12-7

329 食堂、レストラン、喫茶店等 魚善 福井市 大手2丁目13-23

330 食堂、レストラン、喫茶店等 うさぎ食堂 福井市 市波町３８－２

331 食堂、レストラン、喫茶店等 牛々亭 福井市 花堂南1丁目8-5

332 食堂、レストラン、喫茶店等 うずまき 福井市 福井市飯塚町9-102

333 食堂、レストラン、喫茶店等 うたごえ喫茶　ロッジ 福井市 三万谷町67－34

334 食堂、レストラン、喫茶店等 うなぎや 福井市 高木中央2丁目4118

335 食堂、レストラン、喫茶店等 うなぎ玄白 福井市 二の宮３丁目36-27

336 食堂、レストラン、喫茶店等 うな信 福井市 毛矢1丁目7-22

337 食堂、レストラン、喫茶店等 うな神 福井市 福井市若杉3丁目1720

338 食堂、レストラン、喫茶店等 うらRojiますや 福井市 中央1-13-5

339 食堂、レストラン、喫茶店等 うを藤 福井市 春山２丁目23-12

340 食堂、レストラン、喫茶店等 エスポワール福井店 福井市 高木中央3-314

341 食堂、レストラン、喫茶店等 越前海鮮屋 福井市 中央1-10-8

342 食堂、レストラン、喫茶店等 えのきラーメン 福井市 高木中央１丁目１０５

343 食堂、レストラン、喫茶店等 エリザベス 福井市 舞屋町23-2

344 食堂、レストラン、喫茶店等 エルパ麺家まるきん 福井市 大和田2丁目1230

345 食堂、レストラン、喫茶店等 エルマノ 福井市 西谷2丁目2703

346 食堂、レストラン、喫茶店等 えんの樹 福井市 順化1-10-15 サエラビル1階

347 食堂、レストラン、喫茶店等 えんや 福井市 石盛町1006

348 食堂、レストラン、喫茶店等 おいで康 福井市 堀の宮1丁目325

349 食堂、レストラン、喫茶店等 おいない 福井市 順化２丁目12-14　プリンセスビル303

350 食堂、レストラン、喫茶店等 オーガニックカフェ　深緑 福井市 中央1-15-6

351 食堂、レストラン、喫茶店等 オーシャンズ 福井市 西開発３－１１１

352 食堂、レストラン、喫茶店等 お好み　富士美 福井市 順化1丁目16－12

353 食堂、レストラン、喫茶店等 お好み焼　エミ 福井市 大手３－１－３　ヤマニビル地下0776224133

354 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処よし 福井市 光陽4丁目8-27

355 食堂、レストラン、喫茶店等 オステリア　ダ　シルバーノ 福井市 中央1-19-11 2F

356 食堂、レストラン、喫茶店等 オステリアマーゴ 福井市 板垣５丁目901板垣プラザ102

357 食堂、レストラン、喫茶店等 おそばだうどんだ越前 福井市 中央１丁目１－２５

358 食堂、レストラン、喫茶店等 おばんざいと和スイーツのお店楽酒屋岩 福井市 木田1丁目3413番シダーテラス1階

359 食堂、レストラン、喫茶店等 おばんざい家たかはし 福井市 順化2-25-17

360 食堂、レストラン、喫茶店等 おやびんHOUSE 福井市 順化1丁目18-1アサンテ片町１F

361 食堂、レストラン、喫茶店等 おらんだ 福井市 若杉1丁目1218-1

362 食堂、レストラン、喫茶店等 おらんだ亭 福井市 南四ッ居１－２１－１１

363 食堂、レストラン、喫茶店等 お好み焼、鉄板焼き  まるお 福井市 花堂北1-7-4

364 食堂、レストラン、喫茶店等 お好み焼き　お多福 福井市 長本町801

365 食堂、レストラン、喫茶店等 お好み焼き　さくら 福井市 光陽2-2-27

366 食堂、レストラン、喫茶店等 お好み焼き・鉄板焼　田ご 福井市 米松１丁目１６－３２

367 食堂、レストラン、喫茶店等 お好焼き たなか 福井市 照手2-8-17

368 食堂、レストラン、喫茶店等 お座敷お好み焼き重兵衛 福井市 上北野１丁目37-7

369 食堂、レストラン、喫茶店等 お座敷カフェ　なかがわ 福井市 両橋屋町23－40

370 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事ハウスはら 福井市 新保3丁目2103-3

371 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　田島　ふくい鮮いちば店 福井市 大和田1-101 

372 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処れいちゃん 福井市 茱崎町13-23-19

373 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事茶屋やまよし 福井市 西谷１－１７０２

374 食堂、レストラン、喫茶店等 お多福 福井市 中荒井町405

375 食堂、レストラン、喫茶店等 お届け料理 四季彩 福井市 高柳1-1704

376 食堂、レストラン、喫茶店等 お肉のたかしま　凸凹屋 福井市 大宮2丁目26-25

377 食堂、レストラン、喫茶店等 お餅と、スイーツ tsukiatari 福井市 岩倉町11-6

378 食堂、レストラン、喫茶店等 お料理　ふく岡 福井市 宝永4ー4ー15

379 食堂、レストラン、喫茶店等 お料理　まさ季 福井市 花堂南1-9-15

380 食堂、レストラン、喫茶店等 お料理　紋や 福井市 中央3-4-6-1F

381 食堂、レストラン、喫茶店等 お料理魚吉田 福井市 照手１丁目１４ー４

382 食堂、レストラン、喫茶店等 かか膳 福井市 二の宮5丁目16-33

383 食堂、レストラン、喫茶店等 かき恭 福井市 中央3ー10ー8

384 食堂、レストラン、喫茶店等 かき乃木 福井市 順化1-13-3 SNOW片町1F

385 食堂、レストラン、喫茶店等 かくれわ食堂 福井市 中央1-14-5

386 食堂、レストラン、喫茶店等 かざぐるま 福井市 足羽4丁目9-16

387 食堂、レストラン、喫茶店等 かしわ 福井市 順化1丁目19-15

388 食堂、レストラン、喫茶店等 かしわ軒 福井市 新田塚1丁目70-28

389 食堂、レストラン、喫茶店等 ガスト　福井東店 福井市 長本町２０２

390 食堂、レストラン、喫茶店等 ガスト　福井文京店 福井市 文京５丁目１５－２９

391 食堂、レストラン、喫茶店等 かっちゃん 福井市 順化2-21-18
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392 食堂、レストラン、喫茶店等 がっと 福井市 若杉浜

393 食堂、レストラン、喫茶店等 カツと串揚げ丁寧仕込み　くら 福井市 北四ツ居１－１－８

394 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹　やました 福井市 順化2-24-11

395 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹磯善 福井市 下荒井4-74-5

396 食堂、レストラン、喫茶店等 かつや福井運動公園前店 福井市 加茂河原町31-1

397 食堂、レストラン、喫茶店等 かつや福井新保店 福井市 新保5-29

398 食堂、レストラン、喫茶店等 かつ義 福井市 大土呂町２１－１－１

399 食堂、レストラン、喫茶店等 かつ麻 福井市 福井市光陽3-11-32

400 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ　チョコラータ 福井市 西方1-10-6

401 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ　ボヌール 福井市 大手2－19－5　キャッスルホテル１F

402 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ　モカジジ 福井市 東森田3丁目1601番地

403 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ　森のオーブン 福井市 大手３－５－１５　油田ビル地下1階

404 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ&カジュアル居酒屋 風 福井市 花堂南1-5-25

405 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ＆バー　プロント 福井市 中央1-2-1

406 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ、ジョー 福井市 高木中央2-1510エンゼル小林1階

407 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ・ド・リマリ 福井市 成和2丁目1103

408 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェオハナ 福井市 西畑町２－１７

409 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェカシュカシュ 福井市 八ツ島町31字宮島302-1

410 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェコロラド福井駅店 福井市 中央1丁目1-25　プリズム福井内

411 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェさくら通り 福井市 福井市春山1-1-14　福井新聞さくら通りﾋﾞﾙ1Ｆ

412 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェテラス 福井市 中央1丁目16-1

413 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェテラスMAKI 福井市 福井市高木中央2丁目4109

414 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェテリア味菜 福井市 文京3-9-1

415 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェド　リド 福井市 船橋新町1丁目205

416 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェブーランジュリ　樹良 福井市 下馬1丁目102

417 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェふたば 福井市 二の宮3-36-13

418 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェラウンジ　ミルキー 福井市 大和田2-418エルパプラス3F

419 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェレストfu 福井市 松城町12-7パリオシティ3F

420 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェレボ 福井市 春日３丁目916-1

421 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ京町YY 福井市 順化2-4-10

422 食堂、レストラン、喫茶店等 カプカプ 福井市 学園2丁目6-12江守ビル101

423 食堂、レストラン、喫茶店等 がブリチキン。福井駅前店 福井市 中央1-2-1

424 食堂、レストラン、喫茶店等 カメイ珈琲店 福井市 和田東1丁目１４０２パルティール成和１０１

425 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケBar TOB 福井市 順化1-17-11

426 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケＫＡＺＵ 福井市 町屋１丁目３－５

427 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶カサブランカ 福井市 舞屋町6;301

428 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケバーエルピー 福井市 順化二丁目6-17フォレスト片町４階401

429 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケパブ　ゑみ 福井市 順化1-2-12　メトロ会館ビル3F

430 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶　JAM JAM 福井市 福井市宝永1-9-11  1F

431 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶　グラスムーン 福井市 花堂南2丁目１２－１

432 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶　みやこ 福井市 菅谷２丁目１０－２２

433 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶　ももか 福井市 舟橋新1丁目１３２１－１

434 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶スカイ 福井市 城東1丁目5-18

435 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶たまり場 福井市 二の宮2丁目19ー5

436 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ居酒屋淳 福井市 浅水町132-7

437 食堂、レストラン、喫茶店等 からやま福井二の宮店 福井市 二の宮2-3-8

438 食堂、レストラン、喫茶店等 からんころん 福井市 大願寺2-6-28

439 食堂、レストラン、喫茶店等 から好し　福井長本町 福井市 長本町６０６

440 食堂、レストラン、喫茶店等 カルビ大将新保店 福井市 新保北1-101

441 食堂、レストラン、喫茶店等 カルビ大将文京店 福井市 文京7-11-7

442 食堂、レストラン、喫茶店等 カレーのロッシーニ 福井市 福井市大和田２丁目1230

443 食堂、レストラン、喫茶店等 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　福井つく 福井市 石盛町914番地

444 食堂、レストラン、喫茶店等 カレーハウスCOCO壱番屋　福井江守店 福井市 江守中2丁目1605

445 食堂、レストラン、喫茶店等 カレーハウスCoCo壱番屋福井インター 福井市 和田中2丁目103

446 食堂、レストラン、喫茶店等 カレーハウスCoCo壱番屋福井開発店 福井市 西開発3丁目316

447 食堂、レストラン、喫茶店等 カレーハウスCoCo壱番屋福井堀ノ宮 福井市 文京７丁目１８－２８

448 食堂、レストラン、喫茶店等 ガレット＆クレープ専門店　Ｒｏｚｅｌｌ（ロゼル） 福井市 東森田3丁目１１６

449 食堂、レストラン、喫茶店等 かわむら茶屋 福井市 足羽上町147-1

450 食堂、レストラン、喫茶店等 岩塩熟成ジンギスカンぼんた 福井市 大宮１－１１-２７

451 食堂、レストラン、喫茶店等 かんきち下馬店 福井市 下馬3丁目313

452 食堂、レストラン、喫茶店等 かんきち福井駅前店 福井市 大手2-5-4

453 食堂、レストラン、喫茶店等 韓国料理　江南 福井市 順化2丁目20-19かねきビル2階

454 食堂、レストラン、喫茶店等 看板のない店 福井市 順化1-17-11　日の丸ビル1F

455 食堂、レストラン、喫茶店等 キースジャレット 福井市 順化1-12-6 順化ロンシャンビル1階

456 食堂、レストラン、喫茶店等 北のおやじ 福井市 中央1丁目1-25　プリズム福井内

457 食堂、レストラン、喫茶店等 キッサ かわな 福井市 飯塚町8-130-2
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458 食堂、レストラン、喫茶店等 キッチン　トリアージュ 福井市 中央3-2-18

459 食堂、レストラン、喫茶店等 キッチン・オー 福井市 高木中央2-2505

460 食堂、レストラン、喫茶店等 きっちんうさぎ 福井市 福1－2918　ニシグチビル　1Ｆ

461 食堂、レストラン、喫茶店等 きはちらくはち 福井市 大和田1505

462 食堂、レストラン、喫茶店等 きはちらくはち　やしろ店 福井市 渕2-1005

463 食堂、レストラン、喫茶店等 きはちらくはち　駅前店 福井市 大手2丁目4-2きはちビル

464 食堂、レストラン、喫茶店等 きはちらくはち　河増店 福井市 河増町21-35-1

465 食堂、レストラン、喫茶店等 きはちらくはち　花堂店 福井市 花堂北1丁目12-25-2Ｆ

466 食堂、レストラン、喫茶店等 きはちらくはち　開発 福井市 開発1-210

467 食堂、レストラン、喫茶店等 きはちらくはち　片町店 福井市 順化1丁目17-5ＫＩＭＵＲＡビル2Ｆ

468 食堂、レストラン、喫茶店等 きはちらくはち大和田店 福井市 高柳２丁目1405

469 食堂、レストラン、喫茶店等 きはち屋　学園店 福井市 学園2丁目12-13

470 食堂、レストラン、喫茶店等 きはち屋 福井駅前店 福井市 大手2-6-1

471 食堂、レストラン、喫茶店等 キャッツアイ 福井市 城東１丁目15の18

472 食堂、レストラン、喫茶店等 ぎょうざ屋　はっちゃん 福井市 光陽1丁目8-8

473 食堂、レストラン、喫茶店等 ぎょうざ酒場だいきち 福井市 中央1-17-1

474 食堂、レストラン、喫茶店等 ギョーザ、ラーメン、彩菜 福井市 順化1丁目7-6　4711ビル1F

475 食堂、レストラン、喫茶店等 く・く・る 福井市 順化2丁目19-19

476 食堂、レストラン、喫茶店等 クィーンアリス 福井市 町屋1丁目5-31

477 食堂、レストラン、喫茶店等 くいもの屋わん　福井駅前店 福井市 中央1－9－33

478 食堂、レストラン、喫茶店等 くいもの屋わん福井駅前店 福井市 中央1-9-33

479 食堂、レストラン、喫茶店等 くずし割烹　ぼんた 福井市 中央1-2-1

480 食堂、レストラン、喫茶店等 くずし割烹ぼんた　個室お二階 福井市 中央１丁目２番１号　ハピリン２階

481 食堂、レストラン、喫茶店等 クマゴローカフェ 福井市 中央一丁目22-7

482 食堂、レストラン、喫茶店等 くま乃家 福井市 大手３－１４－１７

483 食堂、レストラン、喫茶店等 粂ちゃん 福井市 順化1-17-11　日の丸ビル1F

484 食堂、レストラン、喫茶店等 クラフトブリッジ 福井市 中央3-5-12

485 食堂、レストラン、喫茶店等 グラン・シェフ　クーゼー 福井市 今市町40-1-1ハーモニーホールふくい敷地内

486 食堂、レストラン、喫茶店等 グラン・ダイニング 福井市 大手3丁目12-20　ザ・グランユアーズフクイ３階

487 食堂、レストラン、喫茶店等 くら寿司　福井羽水店 福井市 羽水1-617

488 食堂、レストラン、喫茶店等 くら寿司　福井幾久店 福井市 幾久町9-15

489 食堂、レストラン、喫茶店等 グリル葵 福井市 大手3丁目6-3

490 食堂、レストラン、喫茶店等 グリルあまから 福井市 西谷3丁目1302番池

491 食堂、レストラン、喫茶店等 グリルサンキチ 福井市 開発5丁目609セ・ソアーA

492 食堂、レストラン、喫茶店等 グリルラセール 福井市 大宮4-14-18

493 食堂、レストラン、喫茶店等 グリル上坂 福井市 学園町２－１ー１６

494 食堂、レストラン、喫茶店等 くるくる寿司　ほがらか亭 福井市 成和1丁目1009-1

495 食堂、レストラン、喫茶店等 クレイドル 福井市 新保2-1705

496 食堂、レストラン、喫茶店等 クレープBON 福井市 順化2-22-5

497 食堂、レストラン、喫茶店等 クレープのお店にゃいすでぃ 福井市 八重巻町308

498 食堂、レストラン、喫茶店等 クレセント 福井市 三ツ屋2-107

499 食堂、レストラン、喫茶店等 ケーキあとりえ　CHIHIRO 福井市 二の宮３丁目24-29

500 食堂、レストラン、喫茶店等 ケーキハウス　BONOBONO 福井市 北四ツ居2-14-7

501 食堂、レストラン、喫茶店等 げんきときれいをつくるcafé　Re  echo 福井市 高木中央2丁目3801-1

502 食堂、レストラン、喫茶店等 ケンタッキーフライドチキン　福井ベル店 福井市 花堂南2-16-1　ショッピングシティベル１F

503 食堂、レストラン、喫茶店等 ケンタッキーフライドチキン　福井幾久 福井市 二ノ宮１－１－１１４

504 食堂、レストラン、喫茶店等 ごう　高木中央店 福井市 高木中央1丁目2109

505 食堂、レストラン、喫茶店等 コーヒー&パブ　プラム 福井市 市波町39-2-2

506 食堂、レストラン、喫茶店等 コーヒー１０ 福井市 経田２丁目８０７

507 食堂、レストラン、喫茶店等 珈琲壺～コーヒーポット～ 福井市 大手2丁目3-1

508 食堂、レストラン、喫茶店等 コーヒーハウス　COCO 福井市 みのり４－６－７

509 食堂、レストラン、喫茶店等 コーヒーハウス　ホームズ 福井市 福井市河増町

510 食堂、レストラン、喫茶店等 コーヒーハウス　みるく 福井市 菅谷１丁目５－１５

511 食堂、レストラン、喫茶店等 コーヒーハウス モーガン 福井市 二の宮5丁目16-13

512 食堂、レストラン、喫茶店等 コーヒーハウス　神戸っ子 福井市 日光２－１－８　日光レジデンス１Ｆ

513 食堂、レストラン、喫茶店等 コーヒーハウス暖 福井市 大宮6丁目5-14

514 食堂、レストラン、喫茶店等 ごーる堂　ソフトクリーム直売所 福井市 畠中町28‐6

515 食堂、レストラン、喫茶店等 ゴクゴクエルパ店 福井市 大和田２丁目1２１２番地　エルパ館内

516 食堂、レストラン、喫茶店等 ココスベル店 福井市 江端町14-1-1

517 食堂、レストラン、喫茶店等 ココス運動公園店 福井市 福1-2911

518 食堂、レストラン、喫茶店等 ココス西方店 福井市 西方2-201

519 食堂、レストラン、喫茶店等 ココス福井開発店 福井市 開発町9-4-1

520 食堂、レストラン、喫茶店等 ココス堀ノ宮店 福井市 文京6-3307

521 食堂、レストラン、喫茶店等 ここね 福井市 石盛３丁目１４－１５

522 食堂、レストラン、喫茶店等 ごちそう一乃松　御幸店 福井市 御幸4丁目1-8

523 食堂、レストラン、喫茶店等 ごちそう一乃松　繊協ビル店 福井市 大手3丁目7-1　繊協ビル店内1階
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524 食堂、レストラン、喫茶店等 ごはんどき福井店 福井市 丸山1-107

525 食堂、レストラン、喫茶店等 ごはんばーきえんの徴 福井市 堂島町203

526 食堂、レストラン、喫茶店等 ごはん屋　和　（なごみ） 福井市 東森田2丁目108

527 食堂、レストラン、喫茶店等 こびり庵 福井市 東郷二ヶ町35-4

528 食堂、レストラン、喫茶店等 こまつや 福井市 照手１丁目４－４

529 食堂、レストラン、喫茶店等 コメダ珈琲店　福井二の宮店 福井市 二の宮2-803-1

530 食堂、レストラン、喫茶店等 コメダ珈琲店福井木田橋通り店 福井市 木田町1805

531 食堂、レストラン、喫茶店等 ゴリラ 福井市 浜住町

532 食堂、レストラン、喫茶店等 コロンバ江端店 福井市 江端町24-7-2

533 食堂、レストラン、喫茶店等 こんでぃとらい　ユキライン 福井市 順化2-7-5

534 食堂、レストラン、喫茶店等 こんぴら亭三の丸店 福井市 大手2丁目15-18

535 食堂、レストラン、喫茶店等 こんぴら亭 福井市 問屋町4-117

536 食堂、レストラン、喫茶店等 ご馳走　純 福井市 順化2丁目16-19

537 食堂、レストラン、喫茶店等 西遊記 福井市 中央1-19-18

538 食堂、レストラン、喫茶店等 さかな囃子 福井市 石盛町523

539 食堂、レストラン、喫茶店等 さくら茶屋 PLANT3清水店 福井市 三留町２１－４

540 食堂、レストラン、喫茶店等 さくら茶屋 エルパ店 福井市 大和田２丁目1212番地

541 食堂、レストラン、喫茶店等 さくら茶屋 バロー福井南 福井市 下馬３－４１８

542 食堂、レストラン、喫茶店等 さくら茶屋　プリズム福井店 福井市 中央1-1-25  プリズム福井内

543 食堂、レストラン、喫茶店等 さくら茶屋ワイプラザ新保店 福井市 新保町７－９－１

544 食堂、レストラン、喫茶店等 さくら茶屋若杉店 福井市 若杉１－３１０２

545 食堂、レストラン、喫茶店等 サスケ 福井市 順化1丁目17-9

546 食堂、レストラン、喫茶店等 さっちゃんのママ 福井市 羽水２丁目122

547 食堂、レストラン、喫茶店等 サニーさんの農園マルシェ 福井市 中央1丁目2-1

548 食堂、レストラン、喫茶店等 サニースマイル 福井市 下六条町14-1

549 食堂、レストラン、喫茶店等 さのや 福井市 徳光町34－48

550 食堂、レストラン、喫茶店等 さのや開発店 福井市 開発１丁目１２７

551 食堂、レストラン、喫茶店等 さのや片町店 福井市 順化２丁目１２－１９

552 食堂、レストラン、喫茶店等 さぶや菓舗・豆とくるみ 福井市 舟橋1-105

553 食堂、レストラン、喫茶店等 サルバドニカ 福井市 花堂東２－５０８

554 食堂、レストラン、喫茶店等 サロン・ド・シェフ・ナカヲ 福井市 大手２丁目８－１

555 食堂、レストラン、喫茶店等 さんじのおやつ 福井市 米松１丁目９－７　パークサイド吉川１０１

556 食堂、レストラン、喫茶店等 さんじのおやつ（うさぎぐみ） 福井市 松城町１２－７　パリオCiTY　２階　フードコート内

557 食堂、レストラン、喫茶店等 さんしゅうえん 福井市 高柳1-909

558 食堂、レストラン、喫茶店等 さんしょく 福井市 三郎丸1丁目106

559 食堂、レストラン、喫茶店等 サンブライト 福井市 品ケ瀬町13-2

560 食堂、レストラン、喫茶店等 シアトルズベストコーヒー福井アップル 福井市 中央区1-17-1アップルビル1階

561 食堂、レストラン、喫茶店等 しいぼにあ 福井市 順化1丁目14-24

562 食堂、レストラン、喫茶店等 ジーモ 福井市 高木中央１丁目326

563 食堂、レストラン、喫茶店等 シェ・キワノ 福井市 加茂河原1-3-2

564 食堂、レストラン、喫茶店等 シェシーマ 福井市 順化2-8-11

565 食堂、レストラン、喫茶店等 シェピノリ 福井市 南四ツ居一丁目913

566 食堂、レストラン、喫茶店等 ジェラートトリノ 運動公園店 福井市 福新町1302

567 食堂、レストラン、喫茶店等 ジェラートトリノ 喜ね舎店 福井市 河増町9-10-1

568 食堂、レストラン、喫茶店等 ジェンヌ 福井市 順化2-6-17フォレスト片町501

569 食堂、レストラン、喫茶店等 シシリア 福井市 大宮6-13-9

570 食堂、レストラン、喫茶店等 しのぶ 福井市 渕3丁目501

571 食堂、レストラン、喫茶店等 シフォン＆ダイニング BLUe Bee 福井市 和田3-403

572 食堂、レストラン、喫茶店等 ジャカルタフードインドネシア 福井市 文京3-14-1　明春コーポ102

573 食堂、レストラン、喫茶店等 しゃぶしゃぶ　おばんざい　喜晴 福井市 順化2丁目6ー17フォレスト片町1ー101

574 食堂、レストラン、喫茶店等 しゃぶしゃぶ温野菜開発店 福井市 開発4丁目401-1

575 食堂、レストラン、喫茶店等 しゃぶしゃぶ万両 福井市 西開発1－2404

576 食堂、レストラン、喫茶店等 しゃぶ玄 福井市 順化2-7-13

577 食堂、レストラン、喫茶店等 しゃぶ葉　福井大和田店 福井市 大和田１丁目１１０１

578 食堂、レストラン、喫茶店等 じゅうじゅうカルビ福井南店 福井市 江守中1丁目1810

579 食堂、レストラン、喫茶店等 じゅうじゅうカルビ福井和田店 福井市 和田東2丁目2240番地

580 食堂、レストラン、喫茶店等 旬味　泰平 福井市 中央3－14－11

581 食堂、レストラン、喫茶店等 ジョイフル（JOYFUL） 福井市 順化2-13-17　エミヤビル2F

582 食堂、レストラン、喫茶店等 ショットバー　ル・クラブ 福井市 順化1町目18-7

583 食堂、レストラン、喫茶店等 ジンギスカン鮮 福井市 順化2-12-11

584 食堂、レストラン、喫茶店等 スイート 福井市 石盛町1003

585 食堂、レストラン、喫茶店等 すいこう 福井市 御幸4-10-1

586 食堂、レストラン、喫茶店等 すうぷ屋 福井市 加茂河原4-1-14

587 食堂、レストラン、喫茶店等 すき家　416号福井開発店 福井市 開発4-309

588 食堂、レストラン、喫茶店等 すき家　福井花堂店 福井市 花堂北1-2-28

589 食堂、レストラン、喫茶店等 すき家　福井御幸店 福井市 御幸4-10-28
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590 食堂、レストラン、喫茶店等 すき家　福井日光店 福井市 日光2-27-13

591 食堂、レストラン、喫茶店等 すし春 福井市 学園1丁目２の１２　学園ビル１F

592 食堂、レストラン、喫茶店等 スシロー福井若杉店 福井市 若杉1-3015

593 食堂、レストラン、喫茶店等 スシロー福井米松店 福井市 米松1-16-38

594 食堂、レストラン、喫茶店等 すし處　はら田 福井市 照手1丁目16-21

595 食堂、レストラン、喫茶店等 スターバックスコーヒー フェアモール福 福井市 大和田2-1230

596 食堂、レストラン、喫茶店等 スターバックスコーヒー 福井二の宮藤島 福井市 二の宮3-2-11

597 食堂、レストラン、喫茶店等 スターバックスコーヒー福井花堂店 福井市 花堂南1-4-19

598 食堂、レストラン、喫茶店等 スターバックスコーヒー福井県済生会病 福井市 和田中町船橋７ー１

599 食堂、レストラン、喫茶店等 スターバックスコーヒー福井西環状やし 福井市 渕2-1717

600 食堂、レストラン、喫茶店等 すたみな太郎　福井店 福井市 新保町　２３－３－２

601 食堂、レストラン、喫茶店等 ステーキ　鐵船 福井市 順化1-15-16

602 食堂、レストラン、喫茶店等 ステーキの上謙 福井市 大東1-1-13

603 食堂、レストラン、喫茶店等 ステーキハウス アオヤマ 福井市 順化1-13-1 アートビル1階

604 食堂、レストラン、喫茶店等 ステーキハウス　キタジマ 福井市 順化2-13-20　ナカムラビル１F

605 食堂、レストラン、喫茶店等 ステーキハウスナカムラ 福井市 里別所新町503

606 食堂、レストラン、喫茶店等 ステーキ宮福井大和田店 福井市 大和田2－1240

607 食堂、レストラン、喫茶店等 ステーキ宮福井文京店 福井市 文京7－11－7

608 食堂、レストラン、喫茶店等 ステラ 福井市 順化2-20-10　藤ビル4F

609 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック　カサブランカ 福井市 順化２丁目２０番２号エルミオーレビル１０２号

610 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック　すいと 福井市 順化2-13-17　エミヤビル3F

611 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック　パンサー 福井市 順化2丁目15-19　セイコービル　２F

612 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック　ミッキー 福井市 学園2丁目１－２０境ビル１F

613 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック　駒川 福井市 八重巻東町14-2-1

614 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック　多㐂 福井市 豊岡１丁目２－１６　豊岡ハイツ１Ｆ１０６号室

615 食堂、レストラン、喫茶店等 スナックトンイ 福井市 順化2丁目6-17フォレスト片町301

616 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック喫茶トーヨー 福井市 日之出1-13-1

617 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック駒川 福井市 八重巻東町14-2-1

618 食堂、レストラン、喫茶店等 スパイスタウン福井ベル店 福井市 花堂南２－１６－1

619 食堂、レストラン、喫茶店等 スパイスタリテマスカ？ 福井市 二の宮2-4-15

620 食堂、レストラン、喫茶店等 スパゲティ・ピラフ　イタリア 福井市 加茂河原1-5-10-3

621 食堂、レストラン、喫茶店等 スポーツバー　火男 福井市 長本町８０１

622 食堂、レストラン、喫茶店等 西和家 福井市 加茂河原1丁目5-28

623 食堂、レストラン、喫茶店等 セプテンバー 福井市 順化2-12-18

624 食堂、レストラン、喫茶店等 千山閣 福井市 西方2丁目4－3

625 食堂、レストラン、喫茶店等 せんだる 福井市 米松2ー8ー27

626 食堂、レストラン、喫茶店等 セントラルキッチン 福井市 高木中央2-4007

627 食堂、レストラン、喫茶店等 ソースかつ丼福井家 城東店 福井市 城東4-26-5

628 食堂、レストラン、喫茶店等 そば　音市楼　隠れ庵 福井市 下馬２丁目１９０６－５

629 食堂、レストラン、喫茶店等 そば重 福井市 順化1丁目18-10

630 食堂、レストラン、喫茶店等 そば割烹よいん 福井市 福新町1913

631 食堂、レストラン、喫茶店等 そば玄　藪椿 福井市 西大味町２７－３３

632 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処　きょうや 福井市 和田中2丁目９３６‐2

633 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処　裕心 福井市 若杉4丁目911

634 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処のぼりと 福井市 大願寺3丁目3-17

635 食堂、レストラン、喫茶店等 そば本陣 福井市 順化１丁目１７ー１１　日の丸ビル

636 食堂、レストラン、喫茶店等 そらのガーデン 福井市 中央1-8-1　西武福井店　屋上

637 食堂、レストラン、喫茶店等 ソンブレロ 福井市 順化1-12-10アフターシックスビル5F

638 食堂、レストラン、喫茶店等 ダーバン 福井市 町屋3丁目15-9

639 食堂、レストラン、喫茶店等 タイごはんサヌック 福井市 中央1-21-33 オーカンビル1F

640 食堂、レストラン、喫茶店等 だいだい珈琲 福井市 栄町14-7

641 食堂、レストラン、喫茶店等 だいどころ 福井市 文京5丁目６－２１

642 食堂、レストラン、喫茶店等 ダイニング★バー　フラッパー 福井市 高木北1-1014

643 食堂、レストラン、喫茶店等 大文字 福井市 順化1-10-13　田村ビル1F

644 食堂、レストラン、喫茶店等 台湾料理　美味仙 福井市 板垣3丁目1317

645 食堂、レストラン、喫茶店等 たかのつめ3rd 福井市 二の宮1丁目12－6

646 食堂、レストラン、喫茶店等 たけもと 福井市 順化1-21-5　エレガンテ片町　２０６号

647 食堂、レストラン、喫茶店等 たけや 福井市 照手１-8-18

648 食堂、レストラン、喫茶店等 タナベカメラ 福井市 照手1-6-20

649 食堂、レストラン、喫茶店等 たぬきや 福井市 花月1-5-13

650 食堂、レストラン、喫茶店等 ダフタウン 福井市 順化1-10-3

651 食堂、レストラン、喫茶店等 タベルナピノリ 福井市 幾代２丁目1504 ヴィライン二ノ宮１階

652 食堂、レストラン、喫茶店等 たら福 福井市 大手2-6-15

653 食堂、レストラン、喫茶店等 たら福　片町店 福井市 順化2-12-15

654 食堂、レストラン、喫茶店等 タリーズコーヒー福井ベル店 福井市 花堂南2-16-1 アルプラザベル1F

655 食堂、レストラン、喫茶店等 タリーズコーヒー福井赤十字病院店 福井市 月見2丁目4番1号　福井赤十字病院1階
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656 食堂、レストラン、喫茶店等 タリーハウス 福井市 中央1丁目14-9

657 食堂、レストラン、喫茶店等 たんぽぽ 福井市 栂野町

658 食堂、レストラン、喫茶店等 チーズと胡椒 福井市 文京4丁目5-19

659 食堂、レストラン、喫茶店等 チェリボン 福井市 西開発３丁目４０８-４

660 食堂、レストラン、喫茶店等 チャイニーズ・レストランもりた 福井市 文京１丁目５－１０

661 食堂、レストラン、喫茶店等 ちゃんこ、焼き肉、鉄板焼の宴会屋 福井市 文京4丁目904

662 食堂、レストラン、喫茶店等 ちゃんぽん亭総本家福井米松店 福井市 米松2-23-36

663 食堂、レストラン、喫茶店等 ちりとり鍋はるいち 福井市 大窪町43-1-106

664 食堂、レストラン、喫茶店等 つくも橋ピリケン本店 福井市 つくも１丁目５－２８

665 食堂、レストラン、喫茶店等 つけ麺是･空高木店 福井市 高木中央1丁目309-1

666 食堂、レストラン、喫茶店等 つけ麺是･空福井本店 福井市 光陽4丁目3-20

667 食堂、レストラン、喫茶店等 つけ麺背･空今市店 福井市 今市町17-11

668 食堂、レストラン、喫茶店等 つるきそば佐佳枝支店 福井市 順化1丁目5-7

669 食堂、レストラン、喫茶店等 つるき宝永支店 福井市 宝永１丁目１４－２２

670 食堂、レストラン、喫茶店等 てがるそば 福井市 順化１丁目１８－３

671 食堂、レストラン、喫茶店等 テキサスハンズやしろ店 福井市 江守中１丁目1809

672 食堂、レストラン、喫茶店等 テキサスハンズ四ッ居店 福井市 南四ツ居１丁目1-2

673 食堂、レストラン、喫茶店等 テキサスハンズ春江店 福井市 石盛町915-1

674 食堂、レストラン、喫茶店等 テキサスハンズ大和田店 福井市 大和田１丁目201

675 食堂、レストラン、喫茶店等 テキサスハンズ福井田原店 福井市 田原１丁目9-20

676 食堂、レストラン、喫茶店等 鉄板焼肉酒場　まねき屋 福井市 順化1-10-9

677 食堂、レストラン、喫茶店等 てるてる坊主 福井市 照手1ー11ー12

678 食堂、レストラン、喫茶店等 テンダ　ロッサ 福井市 高柳3-3208

679 食堂、レストラン、喫茶店等 どがいし 福井市 順化1-17-11ウエノビル1階

680 食堂、レストラン、喫茶店等 トックリ軒 福井市 東郷二ヶ町28-31

681 食堂、レストラン、喫茶店等 ドトールコーヒーショップアピタ福井大 福井市 大和田2丁目1230番地

682 食堂、レストラン、喫茶店等 トマトアンドオニオン高木店 福井市 高木中央2-3410

683 食堂、レストラン、喫茶店等 トマトアンドオニオン福井運動公園店 福井市 若杉3丁目916番地

684 食堂、レストラン、喫茶店等 ドミノピザ福井大宮店 福井市 大宮3-31-27

685 食堂、レストラン、喫茶店等 ドミノピザ福井和田東店 福井市 和田東2-1003

686 食堂、レストラン、喫茶店等 とみや 福井市 文京2丁目5-49

687 食堂、レストラン、喫茶店等 とよしま焼肉 福井市 豊島1-6-14

688 食堂、レストラン、喫茶店等 トラットリア チャオ 福井市 中央１-２２-８

689 食堂、レストラン、喫茶店等 トラットリアトマト 福井市 順化1丁目10-12善田ビル2階

690 食堂、レストラン、喫茶店等 とらや 福井市 田ノ谷町18-2

691 食堂、レストラン、喫茶店等 鶏鉄板かしわ 福井市 順化1-19-15　ロフトビル１Ｆ

692 食堂、レストラン、喫茶店等 とりでん　高木中央店 福井市 高木中央1丁目201

693 食堂、レストラン、喫茶店等 とり元 福井市 開発1丁目208

694 食堂、レストラン、喫茶店等 とり元　千乃夢 福井市 開発１丁目２０８

695 食堂、レストラン、喫茶店等 トレモロ 福井市 開発２丁目１０５　開発ガーデンスクウェア１０１

696 食堂、レストラン、喫茶店等 トレンディ 福井市 志比口2-19-14

697 食堂、レストラン、喫茶店等 とんかつ・そば　吉ちょう 福井市 大手３－４－1

698 食堂、レストラン、喫茶店等 とんかつカルマ本店 福井市 二ノ宮三丁目1-11

699 食堂、レストラン、喫茶店等 どんどん 福井市 中央1-20-21　林ビル２F

700 食堂、レストラン、喫茶店等 中清 福井市 中央1-17-18

701 食堂、レストラン、喫茶店等 なか卯　8号福井米松店 福井市 米松2-24-30

702 食堂、レストラン、喫茶店等 なか卯　福井駅前店 福井市 中央1-9-1　ﾕﾆｵﾝｽｸｴｱﾋﾞﾙ

703 食堂、レストラン、喫茶店等 なか卯　福井社店 福井市 若杉2丁目1535番地

704 食堂、レストラン、喫茶店等 なか卯　福井大宮店 福井市 大宮2-26-32

705 食堂、レストラン、喫茶店等 なか路 福井市 大宮2ー25ー1パークフラット1F

706 食堂、レストラン、喫茶店等 なごみ 福井市 光陽3丁目11-6

707 食堂、レストラン、喫茶店等 なごみダイニング  和が家 福井市 南四ツ居2-20-10 グレイシーエスト101

708 食堂、レストラン、喫茶店等 なごみ家こだま 福井市 月見4丁目1-30

709 食堂、レストラン、喫茶店等 ナナイロ 福井市 高木中央2-4007

710 食堂、レストラン、喫茶店等 なんなん亭幾久店 福井市 二の宮1丁目1-20

711 食堂、レストラン、喫茶店等 にぎりの徳兵衛新保店 福井市 新保北1-102

712 食堂、レストラン、喫茶店等 にくにはにくの 福井市 順化2-21-17　ライブリービル2階

713 食堂、レストラン、喫茶店等 にく家うましか 福井市 順化一丁目8-17ダイナソービル1階

714 食堂、レストラン、喫茶店等 ニコニコキッチン福井店 福井市 光陽3-9-1-001

715 食堂、レストラン、喫茶店等 ニシムラカフェ　ベル店 福井市 花堂南2-16-1

716 食堂、レストラン、喫茶店等 ニシムラカフェ本店 福井市 経田２丁目１０１番地

717 食堂、レストラン、喫茶店等 ニトヲエル 福井市 中央1-3-15

718 食堂、レストラン、喫茶店等 ニュー淀 福井市 順化1-17-21

719 食堂、レストラン、喫茶店等 猫カフェ 猫魔女 福井市 中央1丁目14-11

720 食堂、レストラン、喫茶店等 のぎく 福井市 福井市田原１－２－１６

721 食堂、レストラン、喫茶店等 のちのち 福井市 順化2-6-18 泉谷ビル2階
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722 食堂、レストラン、喫茶店等 のの庵 福井市 文京5丁目13-33

723 食堂、レストラン、喫茶店等 飲み処　たけうち 福井市 大手3丁目6-5

724 食堂、レストラン、喫茶店等 のれん 福井市 福2丁目1910

725 食堂、レストラン、喫茶店等 バー.ラジオ 福井市 順化1-7-5 アルファワンビル１F

726 食堂、レストラン、喫茶店等 バー・ナフナフ 福井市 順化2ｰ20-2 エルミオーレビル１F

727 食堂、レストラン、喫茶店等 ばぁーくろぽん 福井市 順化1-14-5BKビル1F

728 食堂、レストラン、喫茶店等 ばぁー仁忍 福井市 順化2-6-17 フォレスト片町2階

729 食堂、レストラン、喫茶店等 ハートポート 福井市 文京３丁目１－1

730 食堂、レストラン、喫茶店等 ハーブ&スパイスカフェ　ココロノカオ 福井市 若杉１丁目1217

731 食堂、レストラン、喫茶店等 パールドッグスカフェ 福井市 大和田2-1230

732 食堂、レストラン、喫茶店等 パクの店 福井市 高木中央２丁目3501-1 1F

733 食堂、レストラン、喫茶店等 はじめ食堂 福井市 三郎丸１－２０１

734 食堂、レストラン、喫茶店等 はしもと食堂 福井市 栄町14ー1

735 食堂、レストラン、喫茶店等 八兆屋駅の蔵 福井駅店 福井市 中央1丁目1-25　プリズム福井内

736 食堂、レストラン、喫茶店等 パッチワークキルトカフェKuma　Kuma 福井市 新田塚2丁目21-24

737 食堂、レストラン、喫茶店等 ハッピークレープ福井店 福井市 飯塚町第11号111番地　MEGAドン・キホーテUNY福井店内1階

738 食堂、レストラン、喫茶店等 パティスリーKANSENDO 福井市 中央1-21-25

739 食堂、レストラン、喫茶店等 パティスリーオリヴィエール 福井市 順化1-20-3

740 食堂、レストラン、喫茶店等 パティスリールタニ 福井市 上野本町3-2101

741 食堂、レストラン、喫茶店等 華苑 福井市 順化1-17-1　サンビル1F

742 食堂、レストラン、喫茶店等 はなしょう 福井市 福井市渕2-1917

743 食堂、レストラン、喫茶店等 バナナジュース専門店BananaBoy 福井市 蒲生町１６－７－１（魚屋の喰い処まつ田）

744 食堂、レストラン、喫茶店等 はなひらく 福井市 大手3丁目12-10 ホテルフジタ2F

745 食堂、レストラン、喫茶店等 はなまるうどん四ツ居店 福井市 四ツ居1丁目2-39

746 食堂、レストラン、喫茶店等 はなまるうどん福井開発店 福井市 開発4丁目407

747 食堂、レストラン、喫茶店等 はなみや 福井市 成和1丁目１５１６

748 食堂、レストラン、喫茶店等 ハニー＆クローバー　アカデミア店 福井市 菅谷1丁目1-22　福井アカデミアホテル1F

749 食堂、レストラン、喫茶店等 ハニー＆クローバー大和田本店 福井市 大和田2丁目1238　アピタ福井大和田店　別棟C

750 食堂、レストラン、喫茶店等 バニラ 福井市 順化1-8-17

751 食堂、レストラン、喫茶店等 パブ&レストラン樽 福井市 順化1丁目2-14ﾒﾄﾛ会館1F

752 食堂、レストラン、喫茶店等 パブリックハウスおいち・深夜食堂 福井市 中央1丁目22-5

753 食堂、レストラン、喫茶店等 パブ喫茶ばすゑ 福井市 成和2-902ロインジオ1F

754 食堂、レストラン、喫茶店等 はまちや 福井市 町屋1-2-19

755 食堂、レストラン、喫茶店等 はま寿司　福井羽水店 福井市 羽水一丁目615番

756 食堂、レストラン、喫茶店等 はま寿司　福井大宮店 福井市 大宮六丁目17番28号

757 食堂、レストラン、喫茶店等 パライソ 福井市 順化1-10-12　KKビル3F

758 食堂、レストラン、喫茶店等 はらぺこ 福井市 上野町9-44

759 食堂、レストラン、喫茶店等 バル　レイト 福井市 順化1-18-8開明ビル1階

760 食堂、レストラン、喫茶店等 はるむに羽水店 福井市 羽水2丁目802

761 食堂、レストラン、喫茶店等 はるむに運動公園前店 福井市 福1丁目2805

762 食堂、レストラン、喫茶店等 はるむに二の宮店 福井市 二の宮2丁目5-1

763 食堂、レストラン、喫茶店等 ばる庄ちゃん 福井市 大島町前浜403-1

764 食堂、レストラン、喫茶店等 バロン嶋口 福井市 順化1-17

765 食堂、レストラン、喫茶店等 バンコクシティズ 福井市 順化1-17-11ウエノビル1F

766 食堂、レストラン、喫茶店等 パンジィ。 福井市 二ノ宮2-27-31

767 食堂、レストラン、喫茶店等 晩酌　ちろり 福井市 順化2-21-12

768 食堂、レストラン、喫茶店等 ハンズママ 福井市 種池2丁目504番地

769 食堂、レストラン、喫茶店等 ハンバーグ&ステーキ fu 福井市 松城町1201

770 食堂、レストラン、喫茶店等 パン工房　麦 福井市 門前二丁目103

771 食堂、レストラン、喫茶店等 ビアードパパ福井大和田店 福井市 大和田2丁目1230アピタ福井大和田店1階

772 食堂、レストラン、喫茶店等 ピコット 福井市 久喜津町64-39-4

773 食堂、レストラン、喫茶店等 ビストロ&バール　グルトンヌ 福井市 中央I丁目2Iー33オーカンビル一階

774 食堂、レストラン、喫茶店等 ビストロ後藤 福井市 中央1-19-20　吉田ビル1F

775 食堂、レストラン、喫茶店等 ピソリーノ 福井市 大和田1505

776 食堂、レストラン、喫茶店等 ピソリーノ　大和田店 福井市 堂島町105

777 食堂、レストラン、喫茶店等 ビッグボーイ福井経田店 福井市 経田1丁目208

778 食堂、レストラン、喫茶店等 びっくりドンキー福井開発店 福井市 西開発2-101-3

779 食堂、レストラン、喫茶店等 ピッツェリア　グランカルマ 福井市 加茂緑苑町406

780 食堂、レストラン、喫茶店等 ピッツェリア バール アニエッロ 福井市 高柳2-601

781 食堂、レストラン、喫茶店等 ピッツェリアフェリーチェ 福井市 北四ツ居

782 食堂、レストラン、喫茶店等 ひで味 福井市 加茂緑苑町３１０

783 食堂、レストラン、喫茶店等 ひのと 福井市 文京3-6-19

784 食堂、レストラン、喫茶店等 ひまわり 福井市 福井市志比口２丁目４-１

785 食堂、レストラン、喫茶店等 美味屋 福井市 大手３－４－1　放送会館B1F

786 食堂、レストラン、喫茶店等 ひより 福井市 順化２丁目8-5

787 食堂、レストラン、喫茶店等 ビリオン珈琲　運動公園前 福井市 若杉3丁目1705
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788 食堂、レストラン、喫茶店等 ビリオン珈琲　開発 福井市 開発町8-2-3

789 食堂、レストラン、喫茶店等 ビリオン珈琲アピタ福井大和田店 福井市 大和田２丁目１２３０

790 食堂、レストラン、喫茶店等 ピリケンラーメン　エルパ店 福井市 大和田２丁目１２１２

791 食堂、レストラン、喫茶店等 ピリケンラーメン　ベル店 福井市 花堂南２－１６－１

792 食堂、レストラン、喫茶店等 ピリケンラーメン　ワッセ店 福井市 久喜津町５２－１５

793 食堂、レストラン、喫茶店等 ひろけん 福井市 成和２丁目５０６

794 食堂、レストラン、喫茶店等 ファーストフードあじもり エルパ店 福井市 大和田2丁目1212番地

795 食堂、レストラン、喫茶店等 ファーストフードあじもりベル店 福井市 花堂南2-16-1  S.C.ベル 2F

796 食堂、レストラン、喫茶店等 ファミリーレストラン菊水 福井市 福井市西畑町16-49-5

797 食堂、レストラン、喫茶店等 フィオレンティーナ 福井市 文京5丁目14-32文京パセオ1F

798 食堂、レストラン、喫茶店等 ぷーとん・フルパラス 福井市 大和田2-1212

799 食堂、レストラン、喫茶店等 ぷーとん・麺りん 福井市 花堂南２丁目１６－１

800 食堂、レストラン、喫茶店等 フェニックスプラザ　レストランミール 福井市 問屋町2-118

801 食堂、レストラン、喫茶店等 フォンデン 福井市 順化１丁目１３番１４号 フェニックスコート１F

802 食堂、レストラン、喫茶店等 ふくい駅前いちろくらーめん 福井市 中央1丁目2-1

803 食堂、レストラン、喫茶店等 フクビ化学工業株式会社社員食堂 福井市 三十八社町33-66

804 食堂、レストラン、喫茶店等 ふくりゅう軒 福井市 加茂河原3-12-31

805 食堂、レストラン、喫茶店等 藤 福井市 大瀬町29-11-1

806 食堂、レストラン、喫茶店等 ブシェリ　片町 福井市 順化2-21-17

807 食堂、レストラン、喫茶店等 ブラッセリ－＆クラシックバー　 福井市 順化1－10－15　サエラビル2階

808 食堂、レストラン、喫茶店等 フランス料理　イルヴァビヤン 福井市 高木中央3-1906 ピースビレッジ1階

809 食堂、レストラン、喫茶店等 フランダースフリッツ 福井市 大宮3-20-1

810 食堂、レストラン、喫茶店等 フリーダ 福井市 西谷2-2307-1

811 食堂、レストラン、喫茶店等 フルーツのウメダ　駅前本店 福井市 中央１丁目９－２３

812 食堂、レストラン、喫茶店等 フルーツのウメダ　福井飯塚店 福井市 飯塚町１１－１１１

813 食堂、レストラン、喫茶店等 フルーツのウメダ福井飯塚店 福井市 飯塚町11-111　MEGAドン・キホーテUNY福井店1F

814 食堂、レストラン、喫茶店等 フルーツパーラー　果樹園 福井市 中央1-9-23-2F

815 食堂、レストラン、喫茶店等 ブルーポイント 福井市 順化1-15-9　片町スカイパレス５Ｆ

816 食堂、レストラン、喫茶店等 ブルーライトカフェ 福井市 中央3-3-12

817 食堂、レストラン、喫茶店等 ブルドック 福井市 志比口2丁目２０－２２

818 食堂、レストラン、喫茶店等 フレンチデリファヴォリ 福井市 照手4-6-17

819 食堂、レストラン、喫茶店等 フレンチ洋食　ささぶね 福井市 新田塚一丁目４０－６

820 食堂、レストラン、喫茶店等 プロント福井駅前店 福井市 高木中央1丁目 ハピリン一階

821 食堂、レストラン、喫茶店等 ベアート 福井市 文京6丁目21-17

822 食堂、レストラン、喫茶店等 ベジタブルダイニング＆Room 福井市 福井市みのり３丁目２３－１

823 食堂、レストラン、喫茶店等 ベスタ 福井市 中央1-9-24

824 食堂、レストラン、喫茶店等 べんがら屋 福井市 中央3-3-10

825 食堂、レストラン、喫茶店等 ボストン 福井市 大瀬町24-8-3

826 食堂、レストラン、喫茶店等 ほっかほっか亭　江守中店 福井市 江守中2-1906

827 食堂、レストラン、喫茶店等 ほっとカフェsmile 福井市 下馬１丁目１１０２

828 食堂、レストラン、喫茶店等 ほっともっと 福井花月店 福井市 花月３丁目６－１３

829 食堂、レストラン、喫茶店等 ほていや食堂 福井市 中央１－１２－６

830 食堂、レストラン、喫茶店等 ポポラーレ 福井市 里別所新町211

831 食堂、レストラン、喫茶店等 ほまれ寿司 福井市 福井県福井市中央1-8-1　西武福井店八階

832 食堂、レストラン、喫茶店等 ほりい喫茶 福井市 順化２－２６－２４なかやビル１F

833 食堂、レストラン、喫茶店等 ほりい喫茶 福井市 大和田2丁目1230エルパフードコート

834 食堂、レストラン、喫茶店等 ほり呑み家 福井市 福井市堀ノ宮1-119

835 食堂、レストラン、喫茶店等 ポルボロン大和田店 福井市 堂島町105

836 食堂、レストラン、喫茶店等 ホルモン屋まこっちゃん 福井市 高木中央1-2410

837 食堂、レストラン、喫茶店等 ホルモン学園 福井市 学園1丁目2-12

838 食堂、レストラン、喫茶店等 ホルモン喜八　花堂店 福井市 花堂北1-12-25　1F

839 食堂、レストラン、喫茶店等 ホルモン喜八　開発店 福井市 開発4-407-3

840 食堂、レストラン、喫茶店等 ホルモン喜八　片町店 福井市 順化2丁目22-21

841 食堂、レストラン、喫茶店等 ホルモン焼き　もつ鍋　なにわ屋 福井市 石盛町811　Fプラザビル1F

842 食堂、レストラン、喫茶店等 ホロイムア珈琲 福井市 加茂緑苑町609-3

843 食堂、レストラン、喫茶店等 まあるカフェ 福井市 灯明寺3丁目3511

844 食堂、レストラン、喫茶店等 まいどおおきに食堂　福井二の宮食堂 福井市 二の宮5丁目7番23号

845 食堂、レストラン、喫茶店等 マギーズファーム 福井市 中央1-21-36 サンロードビル2階

846 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド 福井新田塚店 福井市 二の宮5丁目18-20

847 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド８号線福井店 福井市 北四ツ居町６０４

848 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド花堂店 福井市 花堂中２－２７－８

849 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド福井MEGAドン・キホーテ 福井市 飯塚町１１－１１１

850 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド福井ワイプラザ店 福井市 新保北１－３０３

851 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド福井若杉店 福井市 若杉４－７１０

852 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド福井新田塚店 福井市 二の宮５丁目１８－２０

853 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド福井大和田アピタ店 福井市 大和田２－１２３０
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854 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド福井南ワイプラザ店 福井市 羽水２－７１７

855 食堂、レストラン、喫茶店等 まくり屋 福井市 西開発1丁目2506

856 食堂、レストラン、喫茶店等 まさ家 福井市 光陽4-1-29

857 食堂、レストラン、喫茶店等 ますとcafe 福井市 高木中央3丁目1905

858 食堂、レストラン、喫茶店等 ますよね　お食事処　まごころ屋 福井市 大和田1-101

859 食堂、レストラン、喫茶店等 まちDeliかくれわ食堂 福井市 中央1-14-5

860 食堂、レストラン、喫茶店等 まちづくり福井（株） 福井市 中央1-4-13 響のホール6階

861 食堂、レストラン、喫茶店等 まちよかcafe 福井市 松本2丁目25-16

862 食堂、レストラン、喫茶店等 まっしろ 福井市 中央1丁目17-15　サンジェルマンビル6F

863 食堂、レストラン、喫茶店等 マティエール 福井市 順化1丁目12-5

864 食堂、レストラン、喫茶店等 まねき屋 福井市 順化1-10-9　ドリームタウン1F

865 食堂、レストラン、喫茶店等 まほろば　葉隠 福井市 渕4丁目207

866 食堂、レストラン、喫茶店等 ままらん 福井市 石盛町1008

867 食堂、レストラン、喫茶店等 まま処さと 福井市 舞屋町2-6-5

868 食堂、レストラン、喫茶店等 まるさん屋　福井片町 福井市 順化2-19-19

869 食堂、レストラン、喫茶店等 まる八 福井市 御幸1丁目1の1

870 食堂、レストラン、喫茶店等 まんが喫茶イイグル 福井市 高木中央二丁目2806

871 食堂、レストラン、喫茶店等 まんざらや　むっちゃん 福井市 新田塚町701-3

872 食堂、レストラン、喫茶店等 マンナ 福井市 順化1-23-4　バレンシアビル１F

873 食堂、レストラン、喫茶店等 まンまや おちょkitchen 福井市 日之出2丁目7番16号

874 食堂、レストラン、喫茶店等 まんま屋　季ての 福井市 福井市大宮4-14-18

875 食堂、レストラン、喫茶店等 三国屋 福井市 大手2丁目15-8

876 食堂、レストラン、喫茶店等 みずき 福井市 志比口2丁目4-10

877 食堂、レストラン、喫茶店等 ミスター・デヴ 福井市 順化1-17-5 キムラビル3F

878 食堂、レストラン、喫茶店等 ミスタードーナツ　パリオショップ 福井市 松城町１２－７

879 食堂、レストラン、喫茶店等 ミスタードーナツ　ワッセショップ 福井市 久喜津町５２－１１

880 食堂、レストラン、喫茶店等 ミスタードーナツ　福井エルパショップ 福井市 大和田２丁目１２１２番地

881 食堂、レストラン、喫茶店等 ミスタードーナツ　福井ベルショップ 福井市 花堂南２丁目１６－１

882 食堂、レストラン、喫茶店等 ミスタードーナツ　福井二の宮ショップ 福井市 二の宮３丁目２７－２２

883 食堂、レストラン、喫茶店等 ミスタードーナツ　堀の宮ショップ 福井市 文京６丁目３３－２

884 食堂、レストラン、喫茶店等 みそカフェmisola 福井市 春山2丁目25-1

885 食堂、レストラン、喫茶店等 みちばた（たこやき、お好焼き、やきそ 福井市 乾徳3-8-3

886 食堂、レストラン、喫茶店等 みちもり食堂 福井市 久喜津町34-52

887 食堂、レストラン、喫茶店等 ミッキーズカフェ 福井市 市波町３０－１１

888 食堂、レストラン、喫茶店等 みどり 福井市 花堂南2-16-1

889 食堂、レストラン、喫茶店等 みますや 福井市 新保３丁目2219-2

890 食堂、レストラン、喫茶店等 ミュージックスペース　シューハウス 福井市 中央1-17-15 サンジェルマンビル2階

891 食堂、レストラン、喫茶店等 ミュウミュウ 福井市 栗森1丁目304

892 食堂、レストラン、喫茶店等 ミルヒビカフェ 福井市 順化 1-6-2  本町中央ビル2階

893 食堂、レストラン、喫茶店等 ミワンソン 福井市 中央1丁目21-33オーカンビル1階奥

894 食堂、レストラン、喫茶店等 むぎなわや 福井市 大願寺2丁目8-8 山口伊三郎家具 1階

895 食堂、レストラン、喫茶店等 むさしの森珈琲　福井若杉店 福井市 若杉２丁目１５４０

896 食堂、レストラン、喫茶店等 むらかみ食堂 福井市 杉谷町10-10-3

897 食堂、レストラン、喫茶店等 むらさき 福井市 大手2丁目22-28

898 食堂、レストラン、喫茶店等 むろまち 福井市 中央1丁目21-2

899 食堂、レストラン、喫茶店等 メイドＢＡＲ　Ｌｉｌｉｔｈ 福井市 福井市順化2丁目12-6　ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ2F

900 食堂、レストラン、喫茶店等 めれんげFACTORY 福井市 高木中央2-4007

901 食堂、レストラン、喫茶店等 めん茶房　さえずり 福井市 風巻町27ー2

902 食堂、レストラン、喫茶店等 めん房つるつる　開発店 福井市 西開発３丁目３１７

903 食堂、レストラン、喫茶店等 めん房つるつる　江戸店 福井市 御幸４丁目２０－５

904 食堂、レストラン、喫茶店等 めん房つるつる　明治店 福井市 加茂河原町３０－１－１

905 食堂、レストラン、喫茶店等 めん房つるつる　明新館 福井市 二ノ宮５－１４－１１

906 食堂、レストラン、喫茶店等 モーニングトマト 福井市 中央1-9-30大岡越前ビル2F

907 食堂、レストラン、喫茶店等 モスバーガー福井エルパ店 福井市 大和田２－１２１２

908 食堂、レストラン、喫茶店等 モスバーガー福井やしろ店 福井市 渕4-1201

909 食堂、レストラン、喫茶店等 もてなし居酒屋みけそん 福井市 大願寺1-5-19

910 食堂、レストラン、喫茶店等 モンシェルトントンカトー 福井市 中央3丁目14-10

911 食堂、レストラン、喫茶店等 もんじゃ焼・お好み焼・鉄板焼　ぼんぼ 福井市 高木中央1丁目2002番地3

912 食堂、レストラン、喫茶店等 やきとり　あきお 福井市 文京2丁目2-15

913 食堂、レストラン、喫茶店等 やきとり 健之介 福井市 順化1丁目13-4

914 食堂、レストラン、喫茶店等 やきとり　ごとう 福井市 順化1-14-3 NOVAビル１階

915 食堂、レストラン、喫茶店等 やきとり　やすぎ家 福井市 中央1-22-6 松浦ビル1F

916 食堂、レストラン、喫茶店等 やきとりやまもと 福井市 二ノ宮1ー1ー13

917 食堂、レストラン、喫茶店等 やきとり玄達 福井市 日光2丁目13－14

918 食堂、レストラン、喫茶店等 やきとり大将 福井市 順化1-18-8　開明ビル1F

919 食堂、レストラン、喫茶店等 やきとり雷禅 福井市 順化1-9-8 滝の街ビル1階
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920 食堂、レストラン、喫茶店等 やきにく　なな楽 福井市 二の宮4－26－24

921 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　向 福井市 加茂河原1-4-8

922 食堂、レストラン、喫茶店等 やき処　志喜 福井市 安田町82-1

923 食堂、レストラン、喫茶店等 やまだ食堂 福井市 福新町701

924 食堂、レストラン、喫茶店等 やまぼうし 福井市 東森田2丁目４０８

925 食堂、レストラン、喫茶店等 やま膳 福井市 文京5丁目14-33

926 食堂、レストラン、喫茶店等 やま膳、串膳 福井市 二の宮4-37-21

927 食堂、レストラン、喫茶店等 やま田 福井市 中央3-11-18

928 食堂、レストラン、喫茶店等 やよい軒福井種池店 福井市 種池1丁目1701

929 食堂、レストラン、喫茶店等 やよい軒福井大和田店 福井市 大和田1丁目1103

930 食堂、レストラン、喫茶店等 ゆずりは 福井市 福井県福井市順化2-19-13

931 食堂、レストラン、喫茶店等 ユトリ珈琲店　アオッサ店 福井市 手寄１－４－１　AOSSA１F

932 食堂、レストラン、喫茶店等 ユトリ珈琲店　開発店 福井市 西開発２丁目１０２

933 食堂、レストラン、喫茶店等 ユトリ珈琲店　福井南８号バイパス店 福井市 下河北町４字蓼野２番１

934 食堂、レストラン、喫茶店等 ユトリ珈琲店　本店 福井市 石盛町８１７

935 食堂、レストラン、喫茶店等 ユトリ珈琲店　和田店 福井市 和田２丁目１０１

936 食堂、レストラン、喫茶店等 ゆる八 福井市 順化2丁目12－14　プリンスビル１F

937 食堂、レストラン、喫茶店等 ヨーロッパ軒  みゆき分店 福井市 城東2-13-15

938 食堂、レストラン、喫茶店等 ヨーロッパ軒　花月分店 福井市 花月2丁目3-18

939 食堂、レストラン、喫茶店等 ヨーロッパ軒　花堂分店 福井市 西谷1丁目1603

940 食堂、レストラン、喫茶店等 ヨーロッパ軒 大宮分店 福井市 大宮３丁目１４－１１

941 食堂、レストラン、喫茶店等 ヨーロッパ軒　大和田分店 福井市 大和田二丁目402

942 食堂、レストラン、喫茶店等 ヨーロッパ軒 木田分店 福井市 木田町1713

943 食堂、レストラン、喫茶店等 ヨーロッパ軒やしろ支店 福井市 渕4-1108

944 食堂、レストラン、喫茶店等 ヨーロッパ軒三郎丸分店 福井市 三郎丸町1315

945 食堂、レストラン、喫茶店等 ヨーロッパ軒総本店 福井市 順化1-7-4

946 食堂、レストラン、喫茶店等 ヨーロッパ軒豊島分店 福井市 豊島2丁目3-3

947 食堂、レストラン、喫茶店等 よしおのからあげ 福井市 大宮２丁目20-20 八木トシビル102号

948 食堂、レストラン、喫茶店等 よしな 福井市 大手2-5-3

949 食堂、レストラン、喫茶店等 よつばCafe 福井市 渕4丁目1815Hビル1Ｆ

950 食堂、レストラン、喫茶店等 喜（KEE） 福井市 中央１丁目６－１

951 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん 門 福井市 米松2丁目1-18

952 食堂、レストラン、喫茶店等 ラーメン英 福井市 光陽二丁目5番5号

953 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん岩本屋，つけ麺是･空 福井市 運動公園１－１８０１－３

954 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん岩本屋やしろ店 福井市 福井県福井市渕1丁目4214

955 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん岩本屋大宮店 福井市 大宮4丁目1-5

956 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん岩本屋福井本店 福井市 光陽2丁目10-15

957 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん岩本屋米松店 福井市 米松1丁目15-29

958 食堂、レストラン、喫茶店等 ラーメン山岡家福井大和田店 福井市 大和田1丁目1505

959 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん世界開発店 福井市 開発３丁目3306-1

960 食堂、レストラン、喫茶店等 ラーメン多弐家 福井市 大手3丁目12-20

961 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん麦わら屋 福井市 開発2丁目614

962 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん福の神　学園店 福井市 光陽２丁目２－３１

963 食堂、レストラン、喫茶店等 ラウンジ　阿吽 福井市 順化1-24-19　郡ビルB1

964 食堂、レストラン、喫茶店等 ラウンジ　呼詩 福井市 順化２丁目２０－２ エルミオーレ3階

965 食堂、レストラン、喫茶店等 ラウンジ　美麗 福井市 順化２丁目１２－１４　プリンスビル１０２

966 食堂、レストラン、喫茶店等 ラウンジＪＵＮ 福井市 順化1-21-5エレガンテ片町203

967 食堂、レストラン、喫茶店等 ラササヤン 福井市 幾久町7-21竹沢ビル1階南側

968 食堂、レストラン、喫茶店等 ラジット 福井市 高木中央1-2101プチドラゴン1F

969 食堂、レストラン、喫茶店等 ラタフィア 福井市 春山2-4-8 松井ビル1F

970 食堂、レストラン、喫茶店等 リーフ 福井市 順化2丁目2-22-1寺木ビル2F

971 食堂、レストラン、喫茶店等 リカレパ 福井市 木田町9ｰ20

972 食堂、レストラン、喫茶店等 リシュブル 福井市 順化1-17-12 ベルトピア片町4階

973 食堂、レストラン、喫茶店等 リストランテ　Aggi 福井市 問屋町４丁目701番地

974 食堂、レストラン、喫茶店等 リゾートスタイル　Siam 福井市 新保町10-33

975 食堂、レストラン、喫茶店等 リド 福井市 舟橋新1丁目

976 食堂、レストラン、喫茶店等 リビン　フォー　グリーン 福井市 中央1-17-1アップルビル２階

977 食堂、レストラン、喫茶店等 リライム２Ｆ　和味食房しのぶえ 福井市 開発5丁目1207番地

978 食堂、レストラン、喫茶店等 リラクゼーションバーＳ 福井市 順化1-8-12 プラザビル3F

979 食堂、レストラン、喫茶店等 ル・ディアマンローズ 福井市 加茂河原1-2-8

980 食堂、レストラン、喫茶店等 ルテカフェ　ベーカリー&スイーツ 福井市 大和田2-1230

981 食堂、レストラン、喫茶店等 ルプリュムーチョ 福井市 江端町36-17

982 食堂、レストラン、喫茶店等 レ　クゥ 福井市 高柳1-712

983 食堂、レストラン、喫茶店等 レ・ボン・セパージュ 福井市 舟橋黒竜1丁目206

984 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン アルタ 福井市 羽水3-104

985 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン　インプルーブ 福井市 問屋町2-118
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986 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン　オオツカ 福井市 大手3ー5ー18油田ビル1階

987 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン　カメリア 福井市 大手3丁目12-20

988 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン　サンサワ 福井市 城東４丁目２１－８

989 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン　ジャルダン 福井市 文京4-28-16

990 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン　ソラオト 福井市 福井市西木田2-8-1　福井商工会議所ビル８階

991 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン　バンボッシュ・ド・ヤマ 福井市 順化1丁目3-10

992 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン ふくしん 福井市 高木中央一丁目205

993 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン　リーフテラス 福井市 高木中央3-701

994 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン&バー粟樹楼 福井市 中央1-21-36サンロードビル3階

995 食堂、レストラン、喫茶店等 レストランクルール 福井市 月見2丁目4-1

996 食堂、レストラン、喫茶店等 レストランシェサカイ 福井市 田原1-7-10シャトレー田原101

997 食堂、レストラン、喫茶店等 レストランせりな 福井市 高木中央一丁目306

998 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラントミー 福井市 上北野1-24-3

999 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン若樹 福井市 若杉3丁目909

1000 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン水仙 福井市 和田中町舟橋7-1　済生会病院１階

1001 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン波乃華 福井市 鮎川町94-8-1

1002 食堂、レストラン、喫茶店等 レブレッソ福井店 福井市 新保北1－303ワイプラザＢ館

1003 食堂、レストラン、喫茶店等 ロイハパンケーキハウス 福井市 大和田2-202

1004 食堂、レストラン、喫茶店等 ログハウス喫茶　バロック 福井市 成和1－2402

1005 食堂、レストラン、喫茶店等 ろばた焼　弥吉 福井市 大手2丁目6-14

1006 食堂、レストラン、喫茶店等 ろばた焼き　弥吉片町店 福井市 順化１－２４－１６

1007 食堂、レストラン、喫茶店等 ロマンドーロール 福井市 大願寺1-5-413

1008 食堂、レストラン、喫茶店等 ろ組　高木 福井市 高木中央1丁目108

1009 食堂、レストラン、喫茶店等 ろ組　福井駅前 福井市 中央1丁目9-1　ユニオンスクエアビル2階

1010 食堂、レストラン、喫茶店等 ワインと熟成牛タン　刻～Toki～ 福井市 若杉1-2921 エリジオン若杉101

1011 食堂、レストラン、喫茶店等 ワイン食堂 Tamamin13 福井市 大手2‐6‐14

1012 食堂、レストラン、喫茶店等 わさび 福井市 日光2-25-7

1013 食堂、レストラン、喫茶店等 和食　おばんざい　田　DEN 福井市 文京3丁目14－1　明春コーポ107

1014 食堂、レストラン、喫茶店等 和だいどころ　三婆場 福井市 順化2丁目7－16　城戸ビル１F

1015 食堂、レストラン、喫茶店等 ワタリグラススタジオ 福井市 鮎川町１７－１４

1016 食堂、レストラン、喫茶店等 和洋バル　雫 福井市 順化１－１７－１１　日の丸　１F

1017 食堂、レストラン、喫茶店等 わらび別邸片町店 福井市 順化2丁目21-4

1018 食堂、レストラン、喫茶店等 わらび花堂本店 福井市 花堂南2-1-6

1019 食堂、レストラン、喫茶店等 わらび高木店 福井市 高木52-28-1

1020 食堂、レストラン、喫茶店等 わらび福井駅前店 福井市 中央1丁目11-11エリアス1階

1021 食堂、レストラン、喫茶店等 わらび片町店 福井市 順化2丁目21-1

1022 食堂、レストラン、喫茶店等 亜米利館 福井市 順化1-14-13

1023 食堂、レストラン、喫茶店等 愛宕庵 福井市 足羽１－９－１

1024 食堂、レストラン、喫茶店等 飴珈屋 福井市 月見２丁目3ー1 健商ビル1F

1025 食堂、レストラン、喫茶店等 伊自良やきはた食堂 福井市 中手町30-1

1026 食堂、レストラン、喫茶店等 伊予製麺福井大和田店 福井市 大和田町20-47

1027 食堂、レストラン、喫茶店等 衣 福井市 順化1－15－1　ＫＩＨＡＣＨＩビル3Ｆ

1028 食堂、レストラン、喫茶店等 一えい 福井市 順化１－１７－２８

1029 食堂、レストラン、喫茶店等 一期一会 福井市 福井市日之出5-8-3

1030 食堂、レストラン、喫茶店等 一季 福井市 新保１丁目1613

1031 食堂、レストラン、喫茶店等 一乗谷レストラント 福井市 城戸ノ内町10-48

1032 食堂、レストラン、喫茶店等 一翠 福井市 順化２丁目１２－６ 階, 3 パークサイドビル

1033 食堂、レストラン、喫茶店等 一青　青ちゃん 福井市 菅谷1丁目1-15 サンクレール玉川1F

1034 食堂、レストラン、喫茶店等 一八寿し 福井市 若杉4丁目305

1035 食堂、レストラン、喫茶店等 一品料理　栄丸 福井市 田原2丁目１９－２７

1036 食堂、レストラン、喫茶店等 一品料理　山海料理　ごえもん 福井市 みのり1丁目28-17

1037 食堂、レストラン、喫茶店等 一品料理のんちゃん 福井市 順化1丁目14_9

1038 食堂、レストラン、喫茶店等 一品料理小鍋文室 福井市 順化2ー21ー3

1039 食堂、レストラン、喫茶店等 臼井煙草倶楽部 福井市 順化2丁目26-17

1040 食堂、レストラン、喫茶店等 唄処呑処　手毬 福井市 福町３１－１鷲田ビル１Ｆ

1041 食堂、レストラン、喫茶店等 栄福祥 福井市 順化1-24-3 岩本ビル1F

1042 食堂、レストラン、喫茶店等 駅前中華そば　だるまや 福井市 中央1-10-22

1043 食堂、レストラン、喫茶店等 越前　雲海 福井市 北菅生町

1044 食堂、レストラン、喫茶店等 越前がに・旬のお料理　らでん 福井市 中央1-2-1

1045 食堂、レストラン、喫茶店等 越前かに成前 福井市 順化１－１４－１５

1046 食堂、レストラン、喫茶店等 越前そば うどん処  丸仙花月 福井市 花月5-1-45

1047 食堂、レストラン、喫茶店等 越前そば　見吉屋 福井市 順化1-11-3

1048 食堂、レストラン、喫茶店等 越前そば　大もり支店 福井市 浅水町104-6

1049 食堂、レストラン、喫茶店等 越前そば佐佳枝亭 福井市 順化1-24-1

1050 食堂、レストラン、喫茶店等 越前そば西村屋 福井市 北四ツ居２丁目1-5

1051 食堂、レストラン、喫茶店等 越前そば片桐 福井市 順化1-17-1サンビル1階
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1052 食堂、レストラン、喫茶店等 越前つるきそば　ベル店 福井市 花堂南２丁目１６ー１

1053 食堂、レストラン、喫茶店等 越前つるきそば　四ッ居店 福井市 北四ッ居町519

1054 食堂、レストラン、喫茶店等 越前つるきそば　板垣店 福井市 羽水１丁目６０７

1055 食堂、レストラン、喫茶店等 越前つるきそば　本店 福井市 中央２丁目４ー３１

1056 食堂、レストラン、喫茶店等 越前華丸　ワッセ店 福井市 久喜津52-31

1057 食堂、レストラン、喫茶店等 越前丸 福井市 灯明時2丁目710

1058 食堂、レストラン、喫茶店等 越前蕎麦dining　櫻庭 福井市 順化1-23-3　　順化バレンシアビル1-A

1059 食堂、レストラン、喫茶店等 越前寿司処　丸松 福井市 光陽2丁目1808

1060 食堂、レストラン、喫茶店等 越前赤坂 福井市 赤坂町3-3

1061 食堂、レストラン、喫茶店等 越前鮮魚店　片町店 福井市 順化1-24-13　ソワール河合1F

1062 食堂、レストラン、喫茶店等 越前中華 福井市 乾徳２－５－６

1063 食堂、レストラン、喫茶店等 越前中華　花ひなたに咲く 福井市 和田東一丁目2220アウスピ-オーリ105

1064 食堂、レストラン、喫茶店等 越麺屋 福井市 黒丸町14-48-2

1065 食堂、レストラン、喫茶店等 演歌練場　ニュー街角 福井市 幾久町８－３

1066 食堂、レストラン、喫茶店等 猿の盃 福井市 順化2ー21ー1

1067 食堂、レストラン、喫茶店等 横浜家系ラーメン　風神家新保店 福井市 新保北1-504

1068 食堂、レストラン、喫茶店等 横浜家系ラーメン　風神家福井本店 福井市 二の宮5-18-24

1069 食堂、レストラン、喫茶店等 欧風割烹 北欧 福井市 順化1-7-6

1070 食堂、レストラン、喫茶店等 欧風食堂サラマンジェフ 福井市 中央1-19-1

1071 食堂、レストラン、喫茶店等 黄金屋 福井市 西木田5丁目10－7

1072 食堂、レストラン、喫茶店等 沖縄料理南風 福井市 中央1ー21ー40北庄ビル1Ｆ

1073 食堂、レストラン、喫茶店等 屋上バーブリッジ 福井市 中央3-5-12-3F

1074 食堂、レストラン、喫茶店等 家庭料理の店　なごみや 福井市 城東4-11-23

1075 食堂、レストラン、喫茶店等 家庭料理の店『桜（さくら）』 福井市 宝永3丁目4-10

1076 食堂、レストラン、喫茶店等 果汁工房果琳　アピタ福井大和田店 福井市 大和田二丁目1230番地　アピタ福井大和田1F

1077 食堂、レストラン、喫茶店等 歌広場えびちゃん 福井市 福井市高塚町101

1078 食堂、レストラン、喫茶店等 歌志軒福井店 福井市 花月５－１－３７

1079 食堂、レストラン、喫茶店等 歌呑 福井市 光陽3丁目６－８

1080 食堂、レストラン、喫茶店等 花ことば 福井市 浅水町134-3-2

1081 食堂、レストラン、喫茶店等 花とてんとう虫 福井市 福井市二の宮3丁目41-3

1082 食堂、レストラン、喫茶店等 花より肉 福井市 渕2丁目1006

1083 食堂、レストラン、喫茶店等 花音 福井市 松城町5-9

1084 食堂、レストラン、喫茶店等 花口屋 福井市 松本3丁目20ー18

1085 食堂、レストラン、喫茶店等 迦毘羅 福井市 順化1-10-1

1086 食堂、レストラン、喫茶店等 懐石 以満達 福井市 西大味町25-2

1087 食堂、レストラン、喫茶店等 海座福井開発店 福井市 西開発3-321-2

1088 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮アトム花堂ベル店 福井市 花堂南2-16-1

1089 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮アトム幾久店 福井市 大宮2-22-20

1090 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮アトム若杉店 福井市 若杉3-1703

1091 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮アトム大和田エルパ店 福井市 大和田2-1212

1092 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮アトム和田店 福井市 和田東2-1102

1093 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮茶屋えべっさん 福井市 大手3-12-8江守ビル1F

1094 食堂、レストラン、喫茶店等 開花亭 福井市 中央３丁目９－２１

1095 食堂、レストラン、喫茶店等 開花亭 sou-an 福井市 中央3-9-21

1096 食堂、レストラン、喫茶店等 開花亭bis 福井市 中央１－８－１　8階

1097 食堂、レストラン、喫茶店等 学園レストランアルカンシェル 福井市 学園3丁目6-1　福井工業大学2号館B1

1098 食堂、レストラン、喫茶店等 楽　tei  なか田" 福井市 中央3丁目6ー9

1099 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹 青とも 福井市 順化2-19-12

1100 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹　内くら 福井市 品ヶ瀬町５－９７

1101 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹　木屋町 福井市 順化1-１５－４

1102 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹ときわ 福井市 順化2丁目12-6パークサイドビル1F

1103 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹間海 福井市 順化2-21-8

1104 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹大西 福井市 順化１－１０－１２

1105 食堂、レストラン、喫茶店等 活な味処丸寿司 福井市 照手4丁目10－16

1106 食堂、レストラン、喫茶店等 株式会社　番匠本店 福井市 高木中央３丁目507

1107 食堂、レストラン、喫茶店等 株式会社サイゼリヤ　フェアモール福井 福井市 大和田2-1230 フェアモール福井1F

1108 食堂、レストラン、喫茶店等 株式会社サイゼリヤ　福井駅前店 福井市 中央1-3-3KIビル２F

1109 食堂、レストラン、喫茶店等 株式会社サイゼリヤ　福井新保店 福井市 新保1-803

1110 食堂、レストラン、喫茶店等 株式会社スモック 福井事務所 福井市 西開発4丁目502

1111 食堂、レストラン、喫茶店等 株式会社レスリール　2ぺーじめ 福井市 順化2-2-17

1112 食堂、レストラン、喫茶店等 株式会社寿々苑 福井市 灯明寺4-101

1113 食堂、レストラン、喫茶店等 ㈱羽二重餅総本舗松岡軒 福井市 中央３丁目5番19号

1114 食堂、レストラン、喫茶店等 釜めし王将 福井市 順化1-12-9

1115 食堂、レストラン、喫茶店等 韓国居酒屋 済州園 福井市 順化2-22-18渡辺ビル1階

1116 食堂、レストラン、喫茶店等 韓国厨房 セナラ 福井市 開発3-2509

1117 食堂、レストラン、喫茶店等 韓国厨房　崔家 福井市 順化２丁目21-4 加賀ビル1階
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1118 食堂、レストラン、喫茶店等 韓国料理 小さなおうち 福井市 春山2丁目1-3 伊藤ビル1階

1119 食堂、レストラン、喫茶店等 韓国料理　大長今 福井市 順化2丁目12－14

1120 食堂、レストラン、喫茶店等 韓国料理　麦 福井市 順化2丁目15-19セイコービル1F

1121 食堂、レストラン、喫茶店等 韓丼　福井丸山 福井市 丸山1丁目103

1122 食堂、レストラン、喫茶店等 韓丼　福井大宮 福井市 大宮2丁目25-13

1123 食堂、レストラン、喫茶店等 丸亀製麺福井 福井市 花堂北1-12-19

1124 食堂、レストラン、喫茶店等 丸源ラーメン 福井若杉店 福井市 若杉1-2901

1125 食堂、レストラン、喫茶店等 丸寿司 福井市 照手4丁目10－16

1126 食堂、レストラン、喫茶店等 丸仙そば　フェニックス通り店 福井市 宝永４－１８－７

1127 食堂、レストラン、喫茶店等 丸仙幾久支店 福井市 二の宮3丁目2-14

1128 食堂、レストラン、喫茶店等 岩塩熟成ジンギスカンぼんた　福井駅前 福井市 大手2-6-4マルダイビル1階

1129 食堂、レストラン、喫茶店等 雁ぐらし 福井市 順化1-16-15

1130 食堂、レストラン、喫茶店等 喜の葉 福井市 中藤新保町14-1-24

1131 食堂、レストラン、喫茶店等 喜楽居酒家和よし 福井市 丸山1丁目413

1132 食堂、レストラン、喫茶店等 喜晴 福井市 順化2-6-17

1133 食堂、レストラン、喫茶店等 気軽に和食はせや 福井市 経田2丁目301ー2フェルティビル

1134 食堂、レストラン、喫茶店等 季ノ肴　よしかわ 福井市 若杉4丁目702

1135 食堂、レストラン、喫茶店等 季寄　片町店 福井市 順化２－１５－１８

1136 食堂、レストラン、喫茶店等 季寄　本店 福井市 つくし野１－１１０１7

1137 食堂、レストラン、喫茶店等 季節料理　磯 福井市 順化１丁目１３－６

1138 食堂、レストラン、喫茶店等 季節料理　浅廼家 福井市 江守の里１ー1411

1139 食堂、レストラン、喫茶店等 輝らめき亭 福井市 浜住町地係

1140 食堂、レストラン、喫茶店等 亀屋製菓株式会社 福井市 東森田4-101

1141 食堂、レストラン、喫茶店等 菊鮨 福井市 舟橋１-４０１

1142 食堂、レストラン、喫茶店等 吉野家　8号線成和店 福井市 成和1丁目914

1143 食堂、レストラン、喫茶店等 吉野家　福井花堂店 福井市 花堂北2丁目1212

1144 食堂、レストラン、喫茶店等 吉野家　福井大手店 福井市 大手1丁目2-18

1145 食堂、レストラン、喫茶店等 吉野家　福井二の宮店 福井市 幾代2丁目1501

1146 食堂、レストラン、喫茶店等 吉野寿司 福井市 中央区2-6-4

1147 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶 SEVEN'S 福井市 順化1-24-42 近藤ビル 1F

1148 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶 ジョイント 福井市 大願寺１丁目4-17

1149 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶　スリーム 福井市 二の宮４－２６－１４

1150 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶 プリネール 福井市 有楽町15-15

1151 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶 ゆうせん 福井市 東森田3丁目212

1152 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶　ラビット 福井市 印田町１８－４　印田ゴルフセンター内

1153 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶 レモンストリート 福井市 大宮2丁目21-3

1154 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶 狩人 福井市 二ノ宮1丁目6-2.

1155 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶　日野 福井市 運動公園1/407

1156 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶　良幸 福井市 二の宮2丁目28-3

1157 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶＆カラオケCoCo 福井市 町屋１丁目３－５

1158 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶&スナック 多喜 福井市 豊岡1丁目2-16豊岡ハイツ1F106号室

1159 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶・スナック　フェイト 福井市 文京５丁目１３－３８

1160 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶アゲイン 福井市 町屋1丁目2-15

1161 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶すたっふ 福井市 下森田新町18-28

1162 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶そらとあお 福井市 北四ツ居町16-18

1163 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶ちんちろりん 福井市 板垣1-207

1164 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶ハナテン 福井市 高木中央1-2215-1

1165 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶ブンブン 福井市 三郎丸2丁目906

1166 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶ミカン 福井市 成願寺町10大門 家の森内1F

1167 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶日野 福井市 運動公園1-407

1168 食堂、レストラン、喫茶店等 宮妓 福井市 順化１丁目１７－２０ アミール片町３F

1169 食堂、レストラン、喫茶店等 牛角　羽水店 福井市 羽水1丁目607-1

1170 食堂、レストラン、喫茶店等 牛角　大和田店 福井市 大和田1丁目1105

1171 食堂、レストラン、喫茶店等 牛成 福井市 福井県福井市中央1-8-1　西武福井店八階

1172 食堂、レストラン、喫茶店等 牛寅ＮＥＯ大和田店 福井市 大和田1丁目1505

1173 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋  山ぐち 福井市 乾徳4丁目1-1

1174 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　オドマック 福井市 順化2丁目21-4加賀ビル地下

1175 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　かち☆星 福井市 日光2-2-6 Yインテリジェントビル１F東側

1176 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　き 福井市 福1丁目707

1177 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋 くつろ木 福井市 二の宮4-4614

1178 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　まきの 福井市 宝永3-10-16

1179 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋 花や いちべえ 福井市 順化２丁目２１ー１７

1180 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　九・九八 福井市 福1-1609

1181 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　太郎 福井市 日光2丁目25-7

1182 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　風ぐるま 福井市 順化１丁目６－７

1183 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　竜の髭 福井市 大手3-12-12

18 ページ



No. 業種 施設・店舗名 住所

1184 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋&アジア料理　マルクチ 福井市 板垣3丁目1315

1185 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋あいらんど 福井市 学園２丁目１１－２０

1186 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋かかし 福井市 日光町2丁目8-13

1187 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋ささき 福井市 花堂中2丁目29-2

1188 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋シャンガリ 福井市 大手2-6-15　前田ビル1階

1189 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋たぬき 福井市 順化2-20-18

1190 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋のむ喜 福井市 順化１丁目２３ー１５メゾン高野１Ｆ

1191 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋のむ喜 福井市 順化2丁目13-4

1192 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋のもっさ 福井市 高木2丁目820-4

1193 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋ひっぱり凧 福井市 順化1-12-2

1194 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋みやび 福井市 高木町１４－８－１５

1195 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋むげん 福井市 大和田2ー202opmビル104

1196 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋もんぜん 福井市 門前2丁目423-2

1197 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋よっちゃん 福井市 渕2丁目820塚谷ビル106

1198 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋藤むら。 福井市 学園2-1-23

1199 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋呑太 福井市 宝永1-37-21

1200 食堂、レストラン、喫茶店等 魚いち 福井市 手寄一丁目4-1

1201 食堂、レストラン、喫茶店等 魚よし 福井市 田ﾉ谷町16-5

1202 食堂、レストラン、喫茶店等 魚屋の喰い処　まつ田 福井市 蒲生町16-7-1

1203 食堂、レストラン、喫茶店等 魚菜園 福井市 順化１－１８－８

1204 食堂、レストラン、喫茶店等 魚勢　福井本店 福井市 高木中央3丁目406

1205 食堂、レストラン、喫茶店等 魚亭かつき 福井市 江端町３２－９２

1206 食堂、レストラン、喫茶店等 魚勇　竹下 福井市 足羽1-3-1

1207 食堂、レストラン、喫茶店等 魚六uorock 福井市 中央1丁目21-5

1208 食堂、レストラン、喫茶店等 京町家萬會 福井市 西開発3-603

1209 食堂、レストラン、喫茶店等 京遊　福井店 福井市 順化2丁目8-14パークサイドタワー1階

1210 食堂、レストラン、喫茶店等 共同キッチン八方美人 福井市 南四ツ居町1－57

1211 食堂、レストラン、喫茶店等 蕎楽　愛宕庵 福井市 足羽１丁目９－１

1212 食堂、レストラン、喫茶店等 蕎麦dining一福 福井市 中央1丁目8-1　西部福井8階

1213 食堂、レストラン、喫茶店等 蕎麦その字 福井市 高木中央2-2612

1214 食堂、レストラン、喫茶店等 蕎麦やすたけ 福井市 文京7丁目９－３５

1215 食堂、レストラン、喫茶店等 蕎麦屋　十九 福井市 福井市二の宮３－２３－２０

1216 食堂、レストラン、喫茶店等 郷土料理　越前丸 福井市 灯明寺２丁目710

1217 食堂、レストラン、喫茶店等 郷土料理・地酒はやし 福井市 大手2丁目5番5号　辻ビル1階

1218 食堂、レストラン、喫茶店等 錦輝 福井市 大手3丁目14ー6

1219 食堂、レストラン、喫茶店等 錦場 福井市 南四ツ居1-9-21

1220 食堂、レストラン、喫茶店等 金重 福井市 島寺町53-6

1221 食堂、レストラン、喫茶店等 吟遊 福井市 順化2-12-13

1222 食堂、レストラン、喫茶店等 九頭龍工房 福井市 若栄町1236

1223 食堂、レストラン、喫茶店等 喰いものや 一心亭 福井市 田原2-20-12

1224 食堂、レストラン、喫茶店等 喰い処　たからそう 福井市 大宮5-13-26

1225 食堂、レストラン、喫茶店等 喰楽酒場　えにしや 福井市 福井市渕4丁目　2807

1226 食堂、レストラン、喫茶店等 串BUNKYO二郎 福井市 文京3-24-5　城戸ビル２F

1227 食堂、レストラン、喫茶店等 串カツ酒場　ナニワ屋福井駅前店 福井市 中央1-9-1 ユニオンスクエアビル

1228 食堂、レストラン、喫茶店等 串カツ田中　大和田店 福井市 大和田1-304

1229 食堂、レストラン、喫茶店等 串カツ田中　福井駅前店 福井市 大手2-7-3 山下ビル1階

1230 食堂、レストラン、喫茶店等 串カツ田中　福井大仏前店 福井市 春山２丁目20-4

1231 食堂、レストラン、喫茶店等 串よろし 福井市 南四ツ居1－1－36

1232 食堂、レストラン、喫茶店等 串焼きいっすんぼうし 福井市 順化1-17-7 プランタン片町ビル1F

1233 食堂、レストラン、喫茶店等 串膳 福井市 大和田2丁目1104

1234 食堂、レストラン、喫茶店等 串蔵　夢GEN 福井市 若杉町11ｰ8ｰ1

1235 食堂、レストラン、喫茶店等 串揚げ処　㐂寿 福井市 順化1-12-19

1236 食堂、レストラン、喫茶店等 串揚げ嵐山 福井市 渕2-820

1237 食堂、レストラン、喫茶店等 栗歩　福井店 福井市 中央1丁目22-4

1238 食堂、レストラン、喫茶店等 薫風 福井市 日之出5丁目14-10

1239 食堂、レストラン、喫茶店等 群青 福井市 大和田1-101

1240 食堂、レストラン、喫茶店等 恵長庵　まんもと 福井市 日之出1-13-6

1241 食堂、レストラン、喫茶店等 敬歌謡広Bar 福井市 順化2-17-13

1242 食堂、レストラン、喫茶店等 軽食・喫茶　むらさき 福井市 大手二丁目２２－２８　福井県教育センタービル１階

1243 食堂、レストラン、喫茶店等 鶏soba㐂咲 福井市 大手3-14-15　１Ｆ

1244 食堂、レストラン、喫茶店等 激盛ら～めんゴリラ屋 福井市 文京4丁目2-3

1245 食堂、レストラン、喫茶店等 県庁食堂 福井市 大手3-17-1 1F

1246 食堂、レストラン、喫茶店等 県立病院レストランさくら 福井市 四ツ井２-８-１福井県立病院２階

1247 食堂、レストラン、喫茶店等 個室お好み焼　重兵衛 福井市 上北野1丁目37-7

1248 食堂、レストラン、喫茶店等 個室居酒屋ぼんた　横丁店 福井市 中央1-17-1　ビックアップルビル　地下1階

1249 食堂、レストラン、喫茶店等 個室居酒屋ぼんた　本店 福井市 二の宮２－８－７５
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1250 食堂、レストラン、喫茶店等 呼詩 福井市 順化2-20-2 エルミオーレ3階

1251 食堂、レストラン、喫茶店等 呼鳥荘 福井市 八ツ俣町67-2

1252 食堂、レストラン、喫茶店等 五味五色　じゅじゅむむ 福井市 順化2-13-1 セントビュー片町

1253 食堂、レストラン、喫茶店等 五目亭駅前店 福井市 中央1-3-7

1254 食堂、レストラン、喫茶店等 五目亭新保店 福井市 新保北1-409

1255 食堂、レストラン、喫茶店等 五目亭片町店 福井市 順化2-12-17

1256 食堂、レストラン、喫茶店等 御りょうり離世 福井市 足羽1丁目　８－９

1257 食堂、レストラン、喫茶店等 御楽 福井市 順化1丁目18-1

1258 食堂、レストラン、喫茶店等 御食事の店てっぺい 福井市 御幸3-11-3

1259 食堂、レストラン、喫茶店等 御料理　いわし屋 福井市 順化２－１４－１５

1260 食堂、レストラン、喫茶店等 福井市 江上町50-1

1261 食堂、レストラン、喫茶店等 御料理　一燈 福井市 春山2-1-7

1262 食堂、レストラン、喫茶店等 御料理 太喜 福井市 順化2丁目15-16

1263 食堂、レストラン、喫茶店等 御料理　東屋 福井市 宝永4丁目15-3

1264 食堂、レストラン、喫茶店等 御料理　和田屋 福井市 今市町１－９

1265 食堂、レストラン、喫茶店等 御料理・仕出し ふせ金 福井市 毛矢3-7-9

1266 食堂、レストラン、喫茶店等 御料理一燈 福井市 春山2丁目1-7

1267 食堂、レストラン、喫茶店等 光夏 福井市 二の宮3―35―12

1268 食堂、レストラン、喫茶店等 幸寿し 福井市 田原　1-1-3

1269 食堂、レストラン、喫茶店等 荒谷亭 福井市 川尻町41-74

1270 食堂、レストラン、喫茶店等 香花 福井市 二の宮2-29-10パストラルイン二宮１F

1271 食堂、レストラン、喫茶店等 高橋金蔵商店 福井市 中手町26-3-2

1272 食堂、レストラン、喫茶店等 国産牛焼肉食べ放題 肉匠坂井 福井二の 福井市 二の宮

1273 食堂、レストラン、喫茶店等 黒猫酒場 福井市 栄町16-13

1274 食堂、レストラン、喫茶店等 佐介 福井市 木下町6-1-15

1275 食堂、レストラン、喫茶店等 佐介蕎麦 福井市 福井市木下町6-1-15

1276 食堂、レストラン、喫茶店等 歳時　鹿火 福井市 順化2丁目10-6　京町ロータリービル１F

1277 食堂、レストラン、喫茶店等 菜な花 福井市 二の宮3丁目23-32

1278 食堂、レストラン、喫茶店等 菜郷 福井市 中央１丁目5-10

1279 食堂、レストラン、喫茶店等 肴菜屋いろは、 福井市 順化1-13-3

1280 食堂、レストラン、喫茶店等 桜すし二の宮店 福井市 二の宮3丁目1-22

1281 食堂、レストラン、喫茶店等 桜坂 福井市 本堂町８９ー６ー１１３

1282 食堂、レストラン、喫茶店等 桜寿司 福井市 順化2-21-5

1283 食堂、レストラン、喫茶店等 三愛 福井市 光陽2-2-27学園ハイツ１階

1284 食堂、レストラン、喫茶店等 三井屋 福井市 つくも2丁目4-14

1285 食堂、レストラン、喫茶店等 三喜寿司 福井市 日の出5丁目6-18

1286 食堂、レストラン、喫茶店等 三幸 福井市 御幸3-11-19

1287 食堂、レストラン、喫茶店等 三代目鳥メロ福井駅前店 福井市 中央1-9-33メルシビル1階

1288 食堂、レストラン、喫茶店等 三六商店　三六サラダ焼　鯖江本店 福井市 上北野1-39-12

1289 食堂、レストラン、喫茶店等 山奥チョコレート日和 福井市 奥町58-85-1

1290 食堂、レストラン、喫茶店等 山仁 福井市 豊島2-3-17

1291 食堂、レストラン、喫茶店等 産業会館　レストランミール 福井市 問屋町2-118

1292 食堂、レストラン、喫茶店等 四季のおもてなし兼八 福井市 清水杉谷町8-62

1293 食堂、レストラン、喫茶店等 四季彩中華　シノワ 福井市 大手3丁目12-20

1294 食堂、レストラン、喫茶店等 四季食彩　萩 福井市 下馬3-1507-1

1295 食堂、レストラン、喫茶店等 四川料理興龍 福井市 福井市石盛町811番地Fプラザビル101

1296 食堂、レストラン、喫茶店等 思案橋 福井市 福井市四ツ居2-217

1297 食堂、レストラン、喫茶店等 旨麺屋優 福井市 福町1丁目2915　小林ビル101

1298 食堂、レストラン、喫茶店等 七転び八起き 福井市 明里町11-10

1299 食堂、レストラン、喫茶店等 捨恋来 福井市 文京5-14-3

1300 食堂、レストラン、喫茶店等 手づくり工房　コスモス 福井市 田尻栃谷町３８－４６－５

1301 食堂、レストラン、喫茶店等 手羽先居酒屋　九頭竜 福井市 八重巻東町15-6-8

1302 食堂、レストラン、喫茶店等 手羽先番長福井駅前店 福井市 中央1丁目1-17-1 アップルビルB1

1303 食堂、レストラン、喫茶店等 手作りパン&自家焙煎　モントリオール 福井市 成和１丁目３１０９

1304 食堂、レストラン、喫茶店等 手打ちそば やっこ 福井市 城東1-4-18

1305 食堂、レストラン、喫茶店等 手打ち蕎麦　ふじ田や 福井市 春山１丁目６番１８号

1306 食堂、レストラン、喫茶店等 手打めん　高山 福井市 渕町27-408

1307 食堂、レストラン、喫茶店等 手打蕎麦　とらい 福井市 文京7丁目2-5

1308 食堂、レストラン、喫茶店等 酒の店　ひさだ 福井市 宝永4丁目6-22

1309 食堂、レストラン、喫茶店等 酒楽あんぎゃら 福井市 学園３丁目５ー３松本ビル１Ｆ

1310 食堂、レストラン、喫茶店等 酒楽山おか 福井市 二ノ宮四丁目一の一

1311 食堂、レストラン、喫茶店等 酒菜魚　しまだ 福井市 順化

1312 食堂、レストラン、喫茶店等 酒肴コブ 福井市 順化1-8-16

1313 食堂、レストラン、喫茶店等 酒肴庵　おく谷 福井市 文京　２－１３－１３

1314 食堂、レストラン、喫茶店等 酒場O3 福井市 大手2-5-14

1315 食堂、レストラン、喫茶店等 酒蔵 どん茶屋 福井市 順化１－２４－１９（順化ビル１F)
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1316 食堂、レストラン、喫茶店等 寿しひろ 福井市 御幸3-9-7

1317 食堂、レストラン、喫茶店等 寿し割烹　八重 福井市 順化2-24-21

1318 食堂、レストラン、喫茶店等 寿し吉田 福井市 順化1－11－15

1319 食堂、レストラン、喫茶店等 寿し正 福井市 グリーンハイツ４丁目180

1320 食堂、レストラン、喫茶店等 寿司・一品料理　うに蔵 福井市 順化2-21-3

1321 食堂、レストラン、喫茶店等 寿司・和食　はな蔵 福井市 文京6丁目21-12

1322 食堂、レストラン、喫茶店等 寿司政 福井市 順化1丁目12-1

1323 食堂、レストラン、喫茶店等 秀じい 福井市 順化2-21-18

1324 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉橋南店 福井市 みのり2丁目3-15

1325 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉種池店 福井市 種池2丁目712

1326 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉新田塚店 福井市 経田一丁目1414

1327 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉大和田店 福井市 大和田2丁目1104

1328 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉福井片町店 福井市 順化2-7-1

1329 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉豊岡店 福井市 光陽４丁目3-24

1330 食堂、レストラン、喫茶店等 十号ホルモン　福井北店 福井市 若栄町101－2

1331 食堂、レストラン、喫茶店等 十十八 福井市 高柳3丁目4010

1332 食堂、レストラン、喫茶店等 十人十色 福井市 順化2－7－16　城戸ビル２階

1333 食堂、レストラン、喫茶店等 十人十色Bar 福井市 順化2－7－16城戸ビル１階

1334 食堂、レストラン、喫茶店等 宿布屋 福井市 宿布町２－２－１

1335 食堂、レストラン、喫茶店等 春のお店 福井市 順化1-12-1

1336 食堂、レストラン、喫茶店等 春来 福井市 順化1丁目17-14ふたばビル

1337 食堂、レストラン、喫茶店等 旬香逎燈　煙や 福井市 大手2-7-23

1338 食堂、レストラン、喫茶店等 旬彩ダイニング　舎夢 福井市 高木中央１丁目２９０３－１

1339 食堂、レストラン、喫茶店等 旬彩家　樹 福井市 順化1-15-9 

1340 食堂、レストラン、喫茶店等 旬彩割烹  吟楽 福井市 二ノ宮４丁目46-25

1341 食堂、レストラン、喫茶店等 旬彩居酒屋　まるきゅう 福井市 順化一丁目１４－１７

1342 食堂、レストラン、喫茶店等 旬彩鮮魚 ゆるり 福井市 花月4-2-1

1343 食堂、レストラン、喫茶店等 旬彩肉焼居酒屋ぼんた 福井市 大和田２-401

1344 食堂、レストラン、喫茶店等 旬彩和厨馬場 福井市 舟橋町11-20

1345 食堂、レストラン、喫茶店等 旬菜ダイニングバー　Veggies 福井市 二宮4丁目4-4

1346 食堂、レストラン、喫茶店等 旬菜料理　いし田 福井市 江端町１１－２２

1347 食堂、レストラン、喫茶店等 旬味　庭 福井市 四ツ井1丁目19－21

1348 食堂、レストラン、喫茶店等 旬味和膳　白扇 福井市 成和１－９０９

1349 食堂、レストラン、喫茶店等 初音そば 福井市 月見2丁目1-17

1350 食堂、レストラン、喫茶店等 初味寿司 呉服町店 福井市 順化2丁目27-4

1351 食堂、レストラン、喫茶店等 初味寿司　大宮店 福井市 大宮4丁目10番22号

1352 食堂、レストラン、喫茶店等 初味寿司本店 福井市 みのり2-3-12

1353 食堂、レストラン、喫茶店等 初弥 福井市 福井市城東４丁目１１－２３

1354 食堂、レストラン、喫茶店等 勝花 福井市 中央2-7-8

1355 食堂、レストラン、喫茶店等 勝見　たから寿司支店 福井市 勝見1丁目1-8

1356 食堂、レストラン、喫茶店等 小桜 福井市 明里町10-9

1357 食堂、レストラン、喫茶店等 小堀日之出堂本店 福井市 敦賀市神楽1丁目２番地３９号

1358 食堂、レストラン、喫茶店等 小料理ゆずりは。 福井市 順化2-19-13

1359 食堂、レストラン、喫茶店等 小料理司 福井市 花堂南2丁目5-6

1360 食堂、レストラン、喫茶店等 松屋　福井若杉店 福井市 若杉４丁目７１５

1361 食堂、レストラン、喫茶店等 松屋福井御幸店 福井市 御幸4-20-8

1362 食堂、レストラン、喫茶店等 松屋福井大和田店 福井市 大和田2-1304

1363 食堂、レストラン、喫茶店等 松原病院内喫茶 福井市 文京2-9-1

1364 食堂、レストラン、喫茶店等 松寿し総本店 福井市 宝永4丁目6-25

1365 食堂、レストラン、喫茶店等 松田屋 福井市 日の出一丁目17-22

1366 食堂、レストラン、喫茶店等 焼き鳥やまもと 福井市 二の宮1-1-13

1367 食堂、レストラン、喫茶店等 焼き肉　次郎 福井市 花堂南2-12-1

1368 食堂、レストラン、喫茶店等 焼き肉家　山本 福井市 順化2-21-1

1369 食堂、レストラン、喫茶店等 焼き肉豊 福井市 順化2丁目19-14

1370 食堂、レストラン、喫茶店等 焼鳥　えいちゃん 福井市 高木中央2－１６０１

1371 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　じゃがいも 福井市 高木2丁目901

1372 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉 フクロウ 福井市 開発５丁目６０９ セ・ソアーC

1373 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　花火 福井市 福井市成和2丁目512

1374 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　韓国料理　もらん 福井市 開発3-115

1375 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　七福 福井市 順化2-13-18

1376 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　大金 福井市 高木中央2-513

1377 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉SEN-SEN 福井市 江守中2丁目２６０７

1378 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉あざぶ　大宮店 福井市 大宮1丁目11-6

1379 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉かわだ 福井市 順化1-21-11

1380 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉きんぐ福井大和田店 福井市 大和田町34-11

1381 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉ぎんじ 福井市 米松1-15-24
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1382 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉ダイニング   アリラン 福井市 舟橋新１丁目２０４

1383 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉たむら福井大和田店 福井市 大和田2-422

1384 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉ひまわり 福井市 高木中央2-3003

1385 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉フクロウ 福井市 開発5丁目609セソアーC棟

1386 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉ホルモン　はらたん　福井駅前 福井市 中央1丁目9-8

1387 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉ホルモン ひなた 福井市 文京二丁目6‐25 文京藤井ビル

1388 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉まつもと 福井市 大願寺2-6-8

1389 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉やすきち 福井市 高木中央２丁目３５０６－２

1390 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉一二三 福井市 高柳1丁目1903

1391 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉家  優 福井市 下馬3-1504

1392 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉花火 福井市 成和2丁目512

1393 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉喰太呂 福井市 文京６－２０－２

1394 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉工房　喜幸 福井市 大東2-2-24

1395 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉酒家　鶴橋 福井市 開発2丁目224

1396 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉酒場まるこめ 福井市 二の宮4丁目26-24

1397 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉処新羅 福井市 渕2-1401

1398 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉大元 福井市 若杉4-724

1399 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉大将 福井市 飯塚町7-2-2

1400 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉店 来味 福井市 宝永1-37-20

1401 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉問屋　たつりき 福井市 高木中央3-304

1402 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉料理ひばち 福井市 順化1-22-11

1403 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉冷麺しゃぶしゃぶ　福昌園 福井市 順化1丁目８番１９号

1404 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉六間星山福井店 福井市 荒木新保町83-13

1405 食堂、レストラン、喫茶店等 照手松寿司 福井市 照手2丁目１番１１号

1406 食堂、レストラン、喫茶店等 笑殿 福井市 福井県福井市順化１丁目１４－２２ ＧＲＡＮＤ桑の実１Ｆ

1407 食堂、レストラン、喫茶店等 上海カフェ香美楽 福井市 福井市舟橋新2-1115-1

1408 食堂、レストラン、喫茶店等 上々屋　開発 福井市 開発町8-2-1

1409 食堂、レストラン、喫茶店等 上々屋　舞屋 福井市 舞屋町2-13

1410 食堂、レストラン、喫茶店等 常滑チャーシューやこう 福井市 日光2-1-2

1411 食堂、レストラン、喫茶店等 織々屋 福井市 中央3-4-14

1412 食堂、レストラン、喫茶店等 職人二人 福井市 順化2ー13ー20中村ビル2階

1413 食堂、レストラン、喫茶店等 食屋一心 福井市 文京1丁目11-25

1414 食堂、レストラン、喫茶店等 食事何処　花 福井市 三留町14-11-3

1415 食堂、レストラン、喫茶店等 食道園 福井市 みのり2-1-6

1416 食堂、レストラン、喫茶店等 食房日下部 福井市 中央3丁目4-20

1417 食堂、レストラン、喫茶店等 心に響く　おろしもち 福井市 中央２丁目1－36

1418 食堂、レストラン、喫茶店等 心美人(こびと) 福井市 順化２丁目22-4 イトービル2階201号

1419 食堂、レストラン、喫茶店等 新バリバリ 福井市 光陽２丁目１-１９

1420 食堂、レストラン、喫茶店等 新海寿司 福井市 西木田１－１７－１６

1421 食堂、レストラン、喫茶店等 新宝来 福井市 文京１－３５－１１

1422 食堂、レストラン、喫茶店等 森の家 福井市 日の出5丁目5-25

1423 食堂、レストラン、喫茶店等 森の食堂 福井市 真栗町47-51生きがい交流センター2F

1424 食堂、レストラン、喫茶店等 真竜ラーメン 福井市 定正町1221

1425 食堂、レストラン、喫茶店等 神楽 福井市 順化1-7-9 片町バレービル4F

1426 食堂、レストラン、喫茶店等 神無月 想い出 福井市 順化1-20-3

1427 食堂、レストラン、喫茶店等 仁平寿司 福井市 中央1丁目22-22

1428 食堂、レストラン、喫茶店等 甚右衛門新保店 福井市 新保町7-9-1

1429 食堂、レストラン、喫茶店等 甚兵衛 福井市 高木中央1-2701

1430 食堂、レストラン、喫茶店等 水色食堂 福井市 文京4丁目2-12コジマビル1F

1431 食堂、レストラン、喫茶店等 翠翔　片町店 福井市 順化2－6－16

1432 食堂、レストラン、喫茶店等 翠翔福井駅前店 福井市 大手2-5-10

1433 食堂、レストラン、喫茶店等 成田屋 福井市 春日2丁目９－２４

1434 食堂、レストラン、喫茶店等 星乃珈琲店　福井江守店 福井市 舞屋町7-3

1435 食堂、レストラン、喫茶店等 正大 福井市 順化2丁目21-3

1436 食堂、レストラン、喫茶店等 清寿司 福井市 西開発2丁目207-5

1437 食堂、レストラン、喫茶店等 清水喫茶店 福井市 舞屋町5-22-1

1438 食堂、レストラン、喫茶店等 生真麺屋 まぁ坊 福井市 順化2丁目21-3

1439 食堂、レストラン、喫茶店等 西武福井・Italian Kichen VANSAN 福井市 中央1丁目8番1号　西武福井8F

1440 食堂、レストラン、喫茶店等 西武福井・鼎'ｓ by JIN DIN ROU 福井市 中央1丁目8番1号　西武福井8F

1441 食堂、レストラン、喫茶店等 石焼きステーキ贅　福井飯塚店 福井市 飯塚町第10番第4号１

1442 食堂、レストラン、喫茶店等 石窯焼　時ノ鐘 福井市 中央3丁目11-23

1443 食堂、レストラン、喫茶店等 赤身のワダマル 福井市 順化2-12-17

1444 食堂、レストラン、喫茶店等 千笑 福井市 田原1丁目7ー13

1445 食堂、レストラン、喫茶店等 鮮魚と旬の店てらしま 福井市 中央1ｰ22ｰ24

1446 食堂、レストラン、喫茶店等 前田屋いちりん 福井市 順化１丁目１９－２順化インビル２F,３F

1447 食堂、レストラン、喫茶店等 善五郎 福井市 文京1-4-24
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1448 食堂、レストラン、喫茶店等 楚々 福井市 順化1-17-20  アミール片町4F

1449 食堂、レストラン、喫茶店等 創彩季幸 寿し吉 福井市 花月二丁目5-18

1450 食堂、レストラン、喫茶店等 創作割烹　伊呂波 福井市 大町16字古川210-1

1451 食堂、レストラン、喫茶店等 創味卯京 福井市 木田3-2811

1452 食堂、レストラン、喫茶店等 爽茶 福井市 中央1丁目19-1

1453 食堂、レストラン、喫茶店等 想作居酒屋　一ふじ 福井市 順化1-23-15　メゾン高野１Ｆ

1454 食堂、レストラン、喫茶店等 多国籍居酒屋シャンガリ 福井市 大手2-6-15前田ビル1階

1455 食堂、レストラン、喫茶店等 多弐家 福井市 順化1-13-17

1456 食堂、レストラン、喫茶店等 台湾タピオカ専門店 ＰＥＡＲＬ ＤＯＧ 福井市 中央１丁目１０－９

1457 食堂、レストラン、喫茶店等 台湾料理 天紅 福井市 経田1-106

1458 食堂、レストラン、喫茶店等 台湾料理　萬福 福井市 高木中央一丁目3011番地

1459 食堂、レストラン、喫茶店等 台湾料理美味仙 福井市 板垣3丁目1314

1460 食堂、レストラン、喫茶店等 台湾料理福星 福井市 江守中1丁目1401-3

1461 食堂、レストラン、喫茶店等 大久保茶屋 福井市 小山谷町34-9（足羽山公園内）

1462 食堂、レストラン、喫茶店等 大久保茶屋はなれ　ごはんカフェ　森の 福井市 足羽上町147-2（足羽山公園内）

1463 食堂、レストラン、喫茶店等 大戸屋ごはん処月見店 福井市 月見１丁目12-26番地

1464 食堂、レストラン、喫茶店等 大戸屋ごはん処福井店 福井市 高木中央３丁目805番地

1465 食堂、レストラン、喫茶店等 大阪王将福井二の宮店 福井市 二の宮3-202

1466 食堂、レストラン、喫茶店等 大手町カフェ 福井市 大手3丁目12-20　ザ・グランユアーズフクイ１階

1467 食堂、レストラン、喫茶店等 大衆割烹　善甚 福井市 大手2丁目5番3号

1468 食堂、レストラン、喫茶店等 大衆酒場　八や 福井市 中央1丁目10-9

1469 食堂、レストラン、喫茶店等 大衆酒場ラドン 福井市 中央1-17-1　ビックアップルビル地下１階

1470 食堂、レストラン、喫茶店等 大連 福井市 順化1-16-10シャトレー片町4Ｆ

1471 食堂、レストラン、喫茶店等 宅食ライフ　福井本店 福井市 灯明寺2-711-1　明新ビル103

1472 食堂、レストラン、喫茶店等 宅呑み横丁　志ゐ乃木 福井市 門前1丁目801

1473 食堂、レストラン、喫茶店等 蛸八 福井市 大宮2-8-5

1474 食堂、レストラン、喫茶店等 谷口や 福井市 順化１丁目13-3

1475 食堂、レストラン、喫茶店等 樽海 福井市 浜北山町1-2

1476 食堂、レストラン、喫茶店等 炭と肉。 福井市 中央1丁目9-24福井中央ビル2階

1477 食堂、レストラン、喫茶店等 炭火ステーキキッチン＆バル 福井市 手寄1-4-1　ＡＯＳＳＡ　３階

1478 食堂、レストラン、喫茶店等 炭火やきとり　おやじのげんこつ 福井市 文京5丁目17-1

1479 食堂、レストラン、喫茶店等 炭火やきとり五壱　福井本店 福井市 高木中央1丁目201

1480 食堂、レストラン、喫茶店等 炭火串焼こっこ屋 福井市 北四ツ居2丁目111

1481 食堂、レストラン、喫茶店等 炭火焼鳥　千のけむり 福井市 西方2-4-6

1482 食堂、レストラン、喫茶店等 炭火焼肉　大蔵 福井市 学園1-2-12学園ビル1階

1483 食堂、レストラン、喫茶店等 炭火焼肉たろう 福井市 文京3-24-5　城戸ビル１F

1484 食堂、レストラン、喫茶店等 炭火焼肉つよし 福井市 板垣1－５２５－１F

1485 食堂、レストラン、喫茶店等 炭火焼肉ととり 福井市 渕４－２０５

1486 食堂、レストラン、喫茶店等 暖らん酒場　八や 福井市 順化2-12-19プラチナビル1Ｆ

1487 食堂、レストラン、喫茶店等 暖家　笑食　楽酒　はなみや 福井市 成和1丁目1516

1488 食堂、レストラン、喫茶店等 地魚もてなし滝の川 福井市 御幸4丁目12-1

1489 食堂、レストラン、喫茶店等 地中海バルOTTO 福井市 順化2丁目3-8前川ビル1F

1490 食堂、レストラン、喫茶店等 地中海食堂Tondo 福井市 二の宮3丁目27-1 二の宮スカイコープ1F101

1491 食堂、レストラン、喫茶店等 池田てつなべ餃子 福井市 文京2丁目6－25

1492 食堂、レストラン、喫茶店等 馳走　えん 福井市 二ノ宮4-27-19

1493 食堂、レストラン、喫茶店等 築地銀だこアル・プラザベル店 福井市 花堂南2丁目16-1

1494 食堂、レストラン、喫茶店等 茶楽かぐや　福井店 福井市 大東2丁目1－131

1495 食堂、レストラン、喫茶店等 茶房　すなっく　古都 福井市 四ツ井２－３－６

1496 食堂、レストラン、喫茶店等 茶房　白南風 福井市 運動公園1丁目1115

1497 食堂、レストラン、喫茶店等 中華　寿楽 福井市 文京３丁目１４－１　明春コーポ105

1498 食堂、レストラン、喫茶店等 中華そば まるせい 福井市 板垣2-1429

1499 食堂、レストラン、喫茶店等 中華そば 一力 福井店 福井市 高木中央３丁目３０７

1500 食堂、レストラン、喫茶店等 中華そば　天龍 福井市 中野３丁目８１０番地

1501 食堂、レストラン、喫茶店等 中華そば一力 福井市 福井市高木中央3丁目305

1502 食堂、レストラン、喫茶店等 中華居酒屋 福井市 飯塚29-101

1503 食堂、レストラン、喫茶店等 中華料理　　甲来 福井市 春日1丁目4-11

1504 食堂、レストラン、喫茶店等 中華料理　大福 福井市 開発町1丁目2501　ヤシマビル1F

1505 食堂、レストラン、喫茶店等 中華料理　森餃子 福井市 光陽1ー1ー13

1506 食堂、レストラン、喫茶店等 中華料理　龍楽園 福井市 大宮3丁目26-15

1507 食堂、レストラン、喫茶店等 中華料理大福 福井市 西開発1丁目2501ヤシマビル1階

1508 食堂、レストラン、喫茶店等 中国本場料理福井源 福井市 順化1丁目10-3寿々屋第二ビル1F

1509 食堂、レストラン、喫茶店等 中村そば店 福井市 長本町129

1510 食堂、レストラン、喫茶店等 中村屋 福井市 足羽１丁目8-43

1511 食堂、レストラン、喫茶店等 頂き枡　福井駅前東口店 福井市 日之出1丁目1-17　ホテルエコノ1階

1512 食堂、レストラン、喫茶店等 鳥匠あさぎり 福井市 順化1-8-12 片町プラザ1F

1513 食堂、レストラン、喫茶店等 鳥八 福井市 栂野町
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1514 食堂、レストラン、喫茶店等 鳥八商店　松本店 福井市 松本町

1515 食堂、レストラン、喫茶店等 鳥八商店　田原町店 福井市 田原町

1516 食堂、レストラン、喫茶店等 塚田農場福井駅前店 福井市 中央１－３－１３　田中ビル１階

1517 食堂、レストラン、喫茶店等 椿屋 福井市 二ノ宮3-26-19

1518 食堂、レストラン、喫茶店等 鉄鍋屋 福井市 順化2-25-7

1519 食堂、レストラン、喫茶店等 鉄板　たなか 福井市 順化2丁目19－16　彦坂ビル　1Ｆ

1520 食堂、レストラン、喫茶店等 鉄板お古乃美かじゃ 福井市 西開発4-720-3

1521 食堂、レストラン、喫茶店等 鉄板焼BAR 728 福井市 中央1-15-17

1522 食堂、レストラン、喫茶店等 鉄板焼美豚 福井市 開発2-710開発野阪ビル１Ｆ

1523 食堂、レストラン、喫茶店等 天じゅ 福井市 高木中央1―304

1524 食堂、レストラン、喫茶店等 天ぷら たつみ 福井市 田原１丁目12-5

1525 食堂、レストラン、喫茶店等 天下一品　福井ニの宮店 福井市 ニの宮2-8-69

1526 食堂、レストラン、喫茶店等 天菊 福井市 順化1-14-4

1527 食堂、レストラン、喫茶店等 天春 福井市 順化2-8-12

1528 食堂、レストラン、喫茶店等 天膳　板垣店 福井市 板垣2-2106

1529 食堂、レストラン、喫茶店等 天籠 福井市 順化2-23-2

1530 食堂、レストラン、喫茶店等 点心屋 福井市 乾徳1丁目11-7

1531 食堂、レストラン、喫茶店等 伝説のすた丼屋福井開発店 福井市 開発5-2011

1532 食堂、レストラン、喫茶店等 田中マネの食堂 福井市 順化２丁目２１－３

1533 食堂、レストラン、喫茶店等 豆狸 福井市 光陽2ー2ー34

1534 食堂、レストラン、喫茶店等 陶酔　灯り 福井市 順化2丁目17-6城戸ビル1F西側

1535 食堂、レストラン、喫茶店等 道とん堀　高木 福井市 高木中央1丁目106

1536 食堂、レストラン、喫茶店等 道の駅 一乗谷 あさくら水の駅 福井市 安波賀中島町１－１－１

1537 食堂、レストラン、喫茶店等 徳島亭 福井市 布施田町11-６

1538 食堂、レストラン、喫茶店等 徳兵衛寿司　公園店 福井市 運動公園１丁目４５０１－２

1539 食堂、レストラン、喫茶店等 豚バル大名庵 福井市 順化1丁目17-30

1540 食堂、レストラン、喫茶店等 二ノ丸グリル 福井市 大手2丁目18-1

1541 食堂、レストラン、喫茶店等 二の宮ぎょうざ 福井市 二の宮2丁目3-8

1542 食堂、レストラン、喫茶店等 肉炉端かがり炎 福井市 江守中1丁目1701つち田ビル1F

1543 食堂、レストラン、喫茶店等 日々 福井市 中央3-9-26

1544 食堂、レストラン、喫茶店等 日之出西村屋 福井市 日の出5丁目５－２１

1545 食堂、レストラン、喫茶店等 日本海寿司 福井市 文京４丁目20-9

1546 食堂、レストラン、喫茶店等 日本料理　越前がに料理　やなぎ町 福井市 順化２－１２－１２

1547 食堂、レストラン、喫茶店等 日本料理　橘 福井市 大手3丁目12-20

1548 食堂、レストラン、喫茶店等 日本料理　瀬名 福井市 宝永1-16-6

1549 食堂、レストラン、喫茶店等 忍者 福井市 順化1丁目17-20アミール片町1階

1550 食堂、レストラン、喫茶店等 猫カフェ福ねこ 福井市 舟橋新1-321-1

1551 食堂、レストラン、喫茶店等 納豆御料理葵 福井市 照手１丁目16-16

1552 食堂、レストラン、喫茶店等 農家食堂まんま 福井市 河増町９－１－１

1553 食堂、レストラン、喫茶店等 馬乃屋 福井市 渕4-702

1554 食堂、レストラン、喫茶店等 馬乃屋　木田店 福井市 木田町1306

1555 食堂、レストラン、喫茶店等 梅の花　福井店 福井市 門前1丁目225

1556 食堂、レストラン、喫茶店等 博多もつ鍋　なにわ屋 福井市 福井市高木中央2－３２１０－１

1557 食堂、レストラン、喫茶店等 博多若鳥 福井市 渕4丁目1107

1558 食堂、レストラン、喫茶店等 白ホルモン 福井市 若杉浜2-705

1559 食堂、レストラン、喫茶店等 白楽 福井市 日ノ出２－１５－３２

1560 食堂、レストラン、喫茶店等 白龍軒 福井市 板垣4-716

1561 食堂、レストラン、喫茶店等 八方美人Ⅱ 福井市 文京1丁目4－34

1562 食堂、レストラン、喫茶店等 八葉 福井市 中央1-4-3

1563 食堂、レストラン、喫茶店等 発酵薬膳料理 禅ZEN 福井市 文京2-17-34

1564 食堂、レストラン、喫茶店等 板長バル 福井市 中央1-6-24

1565 食堂、レストラン、喫茶店等 板長バル 福井市 順化２－２１－１７　ライブリービル２階

1566 食堂、レストラン、喫茶店等 飯塚商店 福井市 真木町135-6

1567 食堂、レストラン、喫茶店等 飛彈 福井市 中央1-17-18

1568 食堂、レストラン、喫茶店等 毘沙門寿司 福井市 上毘沙門町　1－46－4

1569 食堂、レストラン、喫茶店等 美・味・麺・庵　たからや 福井市 新田塚1-25-1

1570 食堂、レストラン、喫茶店等 美卯茶　福井駅前 福井市 中央1丁目9-8

1571 食堂、レストラン、喫茶店等 美術館喫茶室ニホ 福井市 文京3丁目16-1 立美術館ヨコ

1572 食堂、レストラン、喫茶店等 美美 福井市 福井市大島町堂畑102-1

1573 食堂、レストラン、喫茶店等 美味軽食 福井市 光陽2丁目7-23

1574 食堂、レストラン、喫茶店等 美味食楽　八張 福井市 高木中央2丁目3402-2

1575 食堂、レストラン、喫茶店等 百 福井市 板垣3-1624

1576 食堂、レストラン、喫茶店等 浜寿司 福井市 乾徳3-10-6

1577 食堂、レストラン、喫茶店等 浜町かつき 福井市 中央3丁目3-4

1578 食堂、レストラン、喫茶店等 富士焼肉店 福井市 堀ノ宮１丁目３２７

1579 食堂、レストラン、喫茶店等 風ぐるま 福井市 順化1-7-64
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1580 食堂、レストラン、喫茶店等 風の街やしろ店 福井市 渕2丁目1807番地

1581 食堂、レストラン、喫茶店等 風の街福井北店 福井市 中新田８-５-７

1582 食堂、レストラン、喫茶店等 風の森コスモポリタンカフェ 福井市 大和田２丁目８０１

1583 食堂、レストラン、喫茶店等 風神家　MEGAドン・キホーテUNY福井 福井市 飯塚町第11号111番地

1584 食堂、レストラン、喫茶店等 福そば 福井市 中央1-22-1

1585 食堂、レストラン、喫茶店等 福の井　一乃松 福井市 中央3丁目12-24

1586 食堂、レストラン、喫茶店等 福井ウクレレクラスタ楽音 福井市 文京3-1-29 杉森ビル1F

1587 食堂、レストラン、喫茶店等 福井テレビ　カレー博＆スイーツ博 福井市 下六条町103番地

1588 食堂、レストラン、喫茶店等 福井パレスホテル　クレドール 福井市 順化１丁目5-18

1589 食堂、レストラン、喫茶店等 福井パレスホテル　ビアガーデン 福井市 順化１丁目5-18

1590 食堂、レストラン、喫茶店等 福井パレスホテル　山海 福井市 順化１丁目5-18

1591 食堂、レストラン、喫茶店等 福井ふるさと茶屋　「杵と臼」 福井市 上東郷町22-7

1592 食堂、レストラン、喫茶店等 福井割烹　望月 福井市 春山2丁目4-4　タカシマビル1階

1593 食堂、レストラン、喫茶店等 福井競輪売店 福井市 明里町2-65

1594 食堂、レストラン、喫茶店等 福井県菓子工業組合 福井市 問屋町１－４０

1595 食堂、レストラン、喫茶店等 福井県自治会館食堂 福井市 西開発4丁目202-1

1596 食堂、レストラン、喫茶店等 福井県立歴史博物館　歴博茶房ときめぐ 福井市 大宮2-19-15　福井県立歴史博物館内

1597 食堂、レストラン、喫茶店等 福井市　一乗谷　あさくら水の駅 福井市 安波賀中島町１－１－１

1598 食堂、レストラン、喫茶店等 福義 福井市 順化２丁目２５－１１

1599 食堂、レストラン、喫茶店等 福寿 福井市 志比口2-19-13

1600 食堂、レストラン、喫茶店等 平八 福井市 順化二丁目10ー14

1601 食堂、レストラン、喫茶店等 米と魚　たて涌 福井市 中央1丁目8-1　西武福井8階

1602 食堂、レストラン、喫茶店等 宝寿司 福井市 グリーンハイツ10－111

1603 食堂、レストラン、喫茶店等 宝亭　福井店 福井市 定正町1005番地

1604 食堂、レストラン、喫茶店等 蜂家　西かね 福井市 宝永4丁目6-1

1605 食堂、レストラン、喫茶店等 豊後高田どり酒場　福井西口駅前店 福井市 中央1-4-7　木村屋中央ビル 3階4階

1606 食堂、レストラン、喫茶店等 鳳 福井市 日光2丁目17-19

1607 食堂、レストラン、喫茶店等 北海道炉端横丁 福井市 新保北1-401

1608 食堂、レストラン、喫茶店等 北前船のカワモト福井物産館 福井市 玄正島七字13-1

1609 食堂、レストラン、喫茶店等 北陸三味株式会社 福井市 新保3丁目1007-2

1610 食堂、レストラン、喫茶店等 本伊勢 福井市 順化1-21-5エレガンテ片町103

1611 食堂、レストラン、喫茶店等 本家かまどや　飯塚店 福井市 渡町624

1612 食堂、レストラン、喫茶店等 本店栄龍 福井市 和田中3丁目209

1613 食堂、レストラン、喫茶店等 本道坊 福井市 西木田1丁目17-24

1614 食堂、レストラン、喫茶店等 抹茶庵福井中央店 福井市 中央1丁目19-22

1615 食堂、レストラン、喫茶店等 味ごよみ　晴天 福井市 成和2丁目1113-2

1616 食堂、レストラン、喫茶店等 味の王様 福井市 大手2-5-5

1617 食堂、レストラン、喫茶店等 味の清八 福井市 中央3-2-1

1618 食堂、レストラン、喫茶店等 味処    やっこ 福井市 足羽1丁目14-21

1619 食堂、レストラン、喫茶店等 味処　おたん 福井市 中央1-2-1

1620 食堂、レストラン、喫茶店等 味処　まちかど 福井市 高木中央1丁目2004-2

1621 食堂、レストラン、喫茶店等 味処庄屋 福井市 中央1丁目12-3

1622 食堂、レストラン、喫茶店等 味処源太 福井市 順化2-21-18

1623 食堂、レストラン、喫茶店等 味真乃 福井市 順化1-16-8

1624 食堂、レストラン、喫茶店等 味美家 福井市 日之出1丁目17-20

1625 食堂、レストラン、喫茶店等 味里 福井市 新保2-228

1626 食堂、レストラン、喫茶店等 夢のろし 甚右衛門 福井市 大手2-6-5

1627 食堂、レストラン、喫茶店等 明月館 福井市 町屋2-11-19

1628 食堂、レストラン、喫茶店等 麺の坊　もり伝 福井市 学園２丁目１－２０

1629 食堂、レストラン、喫茶店等 麺屋　輝之介 福井市 菅谷２－１０－２２

1630 食堂、レストラン、喫茶店等 麺屋はなび 福井店 福井市 大宮１丁目１１－６

1631 食堂、レストラン、喫茶店等 麺屋暁 福井市 文京6-35-17

1632 食堂、レストラン、喫茶店等 麺匠　麦之助 福井市 新田塚１－７０－２８

1633 食堂、レストラン、喫茶店等 麺食堂　ムラナカ 福井市 順化1丁目13ー4 サントピア二番館1F

1634 食堂、レストラン、喫茶店等 木の芽屋 福井市 小山谷町33-4-14

1635 食堂、レストラン、喫茶店等 木下鮮魚店 福井市 安波賀町14-5

1636 食堂、レストラン、喫茶店等 目利きの銀次　福井西口駅前店 福井市 大手2-6-1　大手ビル 1階

1637 食堂、レストラン、喫茶店等 野坂鮮魚店 福井市 石盛2丁目2005

1638 食堂、レストラン、喫茶店等 野平寿司 福井市 福井市浅水二日町120-7

1639 食堂、レストラン、喫茶店等 弥吉大和田店 福井市 大和田2丁目508番地

1640 食堂、レストラン、喫茶店等 悠珈琲店 福井市 文京7丁目9-26

1641 食堂、レストラン、喫茶店等 有限会社 ラ・ガジガジ 福井市 高木中央1-2401-1

1642 食堂、レストラン、喫茶店等 有限会社 大むら 福井市 上北野１丁目34-2

1643 食堂、レストラン、喫茶店等 有限会社 丼々屋 福井市 菅谷1-1-15

1644 食堂、レストラン、喫茶店等 有限会社SOHO's事務所 福井市 高木中央2-4007　2階

1645 食堂、レストラン、喫茶店等 有限会社くら 福井市 北四ツ居１－１－８

25 ページ



No. 業種 施設・店舗名 住所

1646 食堂、レストラン、喫茶店等 遊留里楽酒場　美-miton-豚 福井市 順化2-26-23

1647 食堂、レストラン、喫茶店等 与門 福井市 北四ツ居町14-17-1

1648 食堂、レストラン、喫茶店等 洋菓子　ハシモト 福井市 つくも2丁目16の4

1649 食堂、レストラン、喫茶店等 洋食屋クローバー 福井市 河合寄安町1611-1

1650 食堂、レストラン、喫茶店等 来々軒 福井市 つくも２－１－２２

1651 食堂、レストラン、喫茶店等 来来亭福井四ツ居店 福井市 米松1丁目16ー27

1652 食堂、レストラン、喫茶店等 離宮 福井市 順化1丁目17-28ジョイル片町4F-A

1653 食堂、レストラン、喫茶店等 竜の髭 福井市 大手3丁目12-12

1654 食堂、レストラン、喫茶店等 龍楽園 福井市 大宮3丁目26-15

1655 食堂、レストラン、喫茶店等 料亭 開花亭 福井市 中央3-9-21

1656 食堂、レストラン、喫茶店等 料亭　丹巌洞 福井市 加茂河原1丁目5-12

1657 食堂、レストラン、喫茶店等 料理 大むら 福井市 渕４丁目2005

1658 食堂、レストラン、喫茶店等 料理・仕出し　おなが 福井市 半田町４－３２

1659 食堂、レストラン、喫茶店等 料理屋みや﨑 福井市 順化一丁目12-4福ビル一階

1660 食堂、レストラン、喫茶店等 煉瓦館 福井市 順化1-12-12シャングリラビル3階

1661 食堂、レストラン、喫茶店等 浪花一丁 福井市 下森田町6-7-5

1662 食堂、レストラン、喫茶店等 六本弦 福井市 田原２丁目２６－４

1663 食堂、レストラン、喫茶店等 和イタリアンゆう 福井市 順化2丁目21-4加賀ビル1F

1664 食堂、レストラン、喫茶店等 和ダイニング　藤の季 福井市 菅谷1丁目1-22アカデミアホテル1階

1665 食堂、レストラン、喫茶店等 和ダイニング四六時中　福井大和田店 福井市 大和田2-1230アピタ福井大和田店１階

1666 食堂、レストラン、喫茶店等 和の食　忠兵衛 福井市 中央3丁目3-3

1667 食堂、レストラン、喫茶店等 和びさびTONYA 福井市 問屋1－166

1668 食堂、レストラン、喫茶店等 和びすとろ華むら 福井市 大町16字古川210-1

1669 食堂、レストラン、喫茶店等 和フレンチ　IORI 福井市 新田塚1-1-1

1670 食堂、レストラン、喫茶店等 和ぼうず 福井市 順化2-20-18

1671 食堂、レストラン、喫茶店等 和みkappo喜水 福井市 二の宮3-13-11

1672 食堂、レストラン、喫茶店等 和らぎ旬菜　こま吉 福井市 高木中央2ー2611

1673 食堂、レストラン、喫茶店等 和楽路 福井市 中央1丁目21-10

1674 食堂、レストラン、喫茶店等 和彩　牧 福井市 経田1丁目916

1675 食堂、レストラン、喫茶店等 和食と地酒　本伊勢 福井市 順化1-21-5

1676 食堂、レストラン、喫茶店等 和食と鉄板料理　美くに 福井市 高木中央2丁目1712

1677 食堂、レストラン、喫茶店等 和食海鮮ダイニング　柳庵 福井市 順化１－１３－１３

1678 食堂、レストラン、喫茶店等 和食個室ダイニング柳月亭 福井市 順化２－６－１４

1679 食堂、レストラン、喫茶店等 和食処かばた 福井市 文京6丁目22-7

1680 食堂、レストラン、喫茶店等 和田まる商店 福井市 順化2-12-11

1681 食堂、レストラン、喫茶店等 和乃肉　華楽 福井市 和田東1-101

1682 食堂、レストラン、喫茶店等 和風れすとらん　とみや 福井市 中央1-5-7

1683 食堂、レストラン、喫茶店等 拉麺家　とんとん 福井市 順化2-21-12

1684 食堂、レストラン、喫茶店等 枩田商店 福井市 蒲生町1-1-8

1685 食堂、レストラン、喫茶店等 櫻蘭 福井市 三津屋町11－33－1

1686 食堂、レストラン、喫茶店等 燻鮎 福井市 順化1-2-12　メトロ会館1階

1687 食堂、レストラン、喫茶店等 珈琲貴族 福井市 みのり３－１１－１５

1688 食堂、レストラン、喫茶店等 珈琲所 福井市 順化1-12-7

1689 食堂、レストラン、喫茶店等 珈琲食房　はるる 福井市 南江守町60-19

1690 食堂、レストラン、喫茶店等 笏谷そば 福井市 足羽4-5-10

1691 食堂、レストラン、喫茶店等 餃子の王将　福井学園前店 福井市 学園2-1-18

1692 食堂、レストラン、喫茶店等 餃子の王将　福井幾久店 福井市 大宮1丁目11-27

1693 食堂、レストラン、喫茶店等 餃子屋　　信正 福井市 高木町23-3-1

1694 食堂、レストラン、喫茶店等 餃子酒家酔仙 福井市 松本2-31-8

1695 食堂、レストラン、喫茶店等 鮨　菊鮨 福井市 船橋1-401

1696 食堂、レストラン、喫茶店等 鮨ゆうさや 福井市 三郎丸四丁目202サンライトビル102

1697 食堂、レストラン、喫茶店等 鮨吉幸 福井市 順化２丁目12-1ＫＴ9ビル1B号

1698 食堂、レストラン、喫茶店等 鮨処　海月 福井市 順化1丁目10-2

1699 食堂、レストラン、喫茶店等 鮨長 福井市 順化２丁目13-14

1700 食堂、レストラン、喫茶店等 橅 福井市 米松1-15-37

1701 食堂、レストラン、喫茶店等 㐂鶏屋 福井市 順化1-10-15

1702 食堂、レストラン、喫茶店等 (有) 料亭かどの 敦賀市 木崎３８号－１５－１

1703 食堂、レストラン、喫茶店等 （有）あすか食堂 敦賀市 長沢42-1

1704 食堂、レストラン、喫茶店等 （有）敦賀ヨーロッパ軒本店 敦賀市 相生町2－7

1705 食堂、レストラン、喫茶店等 151A 敦賀市 本町1-2-13　Sビル1F

1706 食堂、レストラン、喫茶店等 ８番ラーメン　小浜店 敦賀市 若葉町2丁目1620番地

1707 食堂、レストラン、喫茶店等 ８番ラーメン　松島店 敦賀市 若葉町2丁目1620番地

1708 食堂、レストラン、喫茶店等 ８番ラーメン敦賀木崎店 敦賀市 若葉町2丁目1620番地

1709 食堂、レストラン、喫茶店等 acb　（アシベ） 敦賀市 本町1丁目14-5

1710 食堂、レストラン、喫茶店等 ACE 敦賀市 本町1丁目2-47 石黒ビル3階

1711 食堂、レストラン、喫茶店等 ACE BAR 敦賀市 本町1丁目2-47　石黒ビル3F
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1712 食堂、レストラン、喫茶店等 BAKERYS ＋ 敦賀市 市野々町1丁目714番

1713 食堂、レストラン、喫茶店等 Ｂａｒ　ＣＯＣＯ　ＡＺＵＲＥ（バー コ 敦賀市 津内町１丁目２ー１２栄ビル１０３

1714 食堂、レストラン、喫茶店等 Bar　COLORS 敦賀市 清水町1丁目21-14　FUGENビル2F

1715 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR　PAINA 敦賀市 本町1丁目2-10ｻｶｴｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2F

1716 食堂、レストラン、喫茶店等 BINGO 敦賀市 本町1丁目5-28

1717 食堂、レストラン、喫茶店等 cafe & pub Diehard 敦賀市 元町18-32

1718 食堂、レストラン、喫茶店等 CAFE＆DINING Epic Days 敦賀市 木崎24-5-2

1719 食堂、レストラン、喫茶店等 Cafe&DiningBarきらく 敦賀市 本町1丁目2－14

1720 食堂、レストラン、喫茶店等 caffe　月の虹 敦賀市 三島町一丁目6-23

1721 食堂、レストラン、喫茶店等 CASA 敦賀市 本町一丁目1-5-3

1722 食堂、レストラン、喫茶店等 CHILL CAFE． 敦賀市 山泉73-709

1723 食堂、レストラン、喫茶店等 CHOTTO　BAR 敦賀市 本町1丁目10-30

1724 食堂、レストラン、喫茶店等 clan 敦賀市 清水町1丁目18-18　FUGEN2ビル　1F

1725 食堂、レストラン、喫茶店等 coto 敦賀市 呉竹町１丁目２－８

1726 食堂、レストラン、喫茶店等 creperiecoco 敦賀市 昭和町1丁目21-28

1727 食堂、レストラン、喫茶店等 e's / COFFEE&KINDNESS 敦賀市 呉竹町2丁目13-15

1728 食堂、レストラン、喫茶店等 ever soul (エヴァーソウル) 敦賀市 津内町1丁目1番10号

1729 食堂、レストラン、喫茶店等 KARAOKE PANDA 敦賀市 本町1丁目９－９　宮田ビル１F

1730 食堂、レストラン、喫茶店等 kirakira 敦賀市 神楽町1丁目4-7

1731 食堂、レストラン、喫茶店等 K's　Bar 敦賀市 清水町1-18-9　神原ビル2F

1732 食堂、レストラン、喫茶店等 Kuhn 敦賀市 清水町1丁目21-19

1733 食堂、レストラン、喫茶店等 ＬＯＵＮＧＥ　ＯＮＥ 敦賀市 本町1丁目5-25　ＲＹＯＴＡビル2F

1734 食堂、レストラン、喫茶店等 mellow tea house 敦賀市 本町2丁目7-23　2F

1735 食堂、レストラン、喫茶店等 M's 敦賀市 清水町1-21-19　タップ1番館1-C

1736 食堂、レストラン、喫茶店等 oeufs　poches 敦賀市 本町1丁目10－30

1737 食堂、レストラン、喫茶店等 Pont de glace 敦賀市 鞠山95-4

1738 食堂、レストラン、喫茶店等 Qbe. 敦賀市 三島町2丁目2-21

1739 食堂、レストラン、喫茶店等 RURAL COFFEE&SALON 敦賀市 市野々町1丁目21-1-12

1740 食堂、レストラン、喫茶店等 Sea of JAPAN 彩波 敦賀市 若葉町1丁目1531

1741 食堂、レストラン、喫茶店等 SORA 敦賀市 清水町1丁目21-9　TAP一番館ビル1F

1742 食堂、レストラン、喫茶店等 speranza fiore 敦賀市 木崎32-3-1

1743 食堂、レストラン、喫茶店等 Story 敦賀市 本町1-1-9　ニュー東京ビル2F

1744 食堂、レストラン、喫茶店等 tree 敦賀市 敦賀市津内1-3-5 1F

1745 食堂、レストラン、喫茶店等 イエロー 敦賀市 本町1丁目2-12　クリスタルコートビル1F

1746 食堂、レストラン、喫茶店等 イタリア料理　時代屋 敦賀市 本町1-7-35

1747 食堂、レストラン、喫茶店等 イタリア料理ペペリーノ 敦賀市 御名53-108-1

1748 食堂、レストラン、喫茶店等 うお吟 敦賀市 相生町21-3

1749 食堂、レストラン、喫茶店等 うしなべ梅ちゃん 敦賀市 本町1-3-19 上出ビル1F

1750 食堂、レストラン、喫茶店等 うまいもんダイニング 本家 あぐらや 敦賀市 若葉町2-407　Fビル1F

1751 食堂、レストラン、喫茶店等 うまか亭　アル・プラザ敦賀店 敦賀市 白銀町11番5号　アル・プラザ敦賀店6階

1752 食堂、レストラン、喫茶店等 オステリア　マーゴ 敦賀市 板垣5丁目901板垣プラザ102

1753 食堂、レストラン、喫茶店等 おでん もつ鍋  基 敦賀市 野坂44-13-11

1754 食堂、レストラン、喫茶店等 おねぼーさん 敦賀市 市野々9-2

1755 食堂、レストラン、喫茶店等 おやじの家魚（とと） 敦賀市 松島130-226（櫛川）

1756 食堂、レストラン、喫茶店等 お好み焼・鉄板焼き　すてっぷ 敦賀市 清水町２丁目15－23

1757 食堂、レストラン、喫茶店等 お嬢 敦賀市 本町一丁目2-12 クリスタルコートビル3F

1758 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　うおさき 敦賀市 白銀町１－１０

1759 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　たけと 敦賀市 櫛川１３ー７－１（木崎）

1760 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　なかや 敦賀市 本町1－7－14

1761 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処きよう 敦賀市 莇生野80-13-12

1762 食堂、レストラン、喫茶店等 お茶とハーブの店　茶蔵 敦賀市 木崎５１－３８－１

1763 食堂、レストラン、喫茶店等 お料理やまとも 敦賀市 神楽町1-1-6

1764 食堂、レストラン、喫茶店等 ガスト　敦賀店 敦賀市 白銀町１３－３９

1765 食堂、レストラン、喫茶店等 かつや福井敦賀店 敦賀市 木崎15-3-1

1766 食堂、レストラン、喫茶店等 かつ時敦賀店 敦賀市 市野々1-13

1767 食堂、レストラン、喫茶店等 かに喰亭ますよね 敦賀市 若葉町1-1531

1768 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ・ダイニング香桜里 敦賀市 沓見１３７－８－１６

1769 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ茶屋珈夢 敦賀市 舞崎町2丁目10-20

1770 食堂、レストラン、喫茶店等 カメレオン食堂 敦賀市 白銀町5-29-1F

1771 食堂、レストラン、喫茶店等 歌謡酒場　七色 敦賀市 本町1-2-12

1772 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶　さくら 敦賀市 三島町２丁目２１７

1773 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶　ひまわり 敦賀市 本町1丁目5-28　ラ・エスペランスビル　1F

1774 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶　花鉢 敦賀市 昭和町2丁目10-2　スカイLD194　1階

1775 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶らんでぶー 敦賀市 萩野町８９－３－６三谷ビル１F

1776 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶歌宴 敦賀市 本町1丁目14-27

1777 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ酒場　友利 敦賀市 呉竹町２丁目１１－７
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1778 食堂、レストラン、喫茶店等 カルビ大将敦賀若葉店 敦賀市 若葉町2-1407

1779 食堂、レストラン、喫茶店等 カレーハウスCoCo壱番屋敦賀本町店 敦賀市 本町2丁目7-23

1780 食堂、レストラン、喫茶店等 キッチン＆バー 美味小家 敦賀市 1-1清水町1-9-25

1781 食堂、レストラン、喫茶店等 キトテノワ 敦賀市 相生町14-29

1782 食堂、レストラン、喫茶店等 ギャラリー　カフェレスト　みらいばこ 敦賀市 呉竹町1丁目41-15-101

1783 食堂、レストラン、喫茶店等 グリーンハウス 敦賀市 港町２－１５

1784 食堂、レストラン、喫茶店等 クレープリーココ 敦賀市 昭和町1丁目21－28 サーマルビル 1Ｆ

1785 食堂、レストラン、喫茶店等 ケンタッキーフライドチキン敦賀店 敦賀市 三島町3－３６

1786 食堂、レストラン、喫茶店等 ココスハーツつるが店 敦賀市 若葉町1-1619-1

1787 食堂、レストラン、喫茶店等 このみ 敦賀市 和久野13－7

1788 食堂、レストラン、喫茶店等 ごはんCafeしなもん 敦賀市 櫛川130-174-9

1789 食堂、レストラン、喫茶店等 コメダ珈琲店　敦賀店 敦賀市 呉竹町2丁目5-15

1790 食堂、レストラン、喫茶店等 サーティワンアイスクリーム　アル・プ 敦賀市 白銀町１１－５

1791 食堂、レストラン、喫茶店等 サガミ敦賀店 敦賀市 木崎21-5

1792 食堂、レストラン、喫茶店等 さくら茶屋 アピタ敦賀店 敦賀市 中央町１－５－５

1793 食堂、レストラン、喫茶店等 さとうみ 敦賀市 本町一丁目９－７

1794 食堂、レストラン、喫茶店等 さんじゅうや 敦賀市 本町1丁目13-3

1795 食堂、レストラン、喫茶店等 シブン食堂 敦賀市 本町一丁目3-11 十八あみやビル１B

1796 食堂、レストラン、喫茶店等 しゃぶしゃぶ温野菜　敦賀店 敦賀市 若葉町1丁目1555

1797 食堂、レストラン、喫茶店等 ジョリーパスタ敦賀店 敦賀市 木崎4号1番地3

1798 食堂、レストラン、喫茶店等 すいーとほーむ居酒屋 敦賀市 莇生野80-20-1（萩野町）

1799 食堂、レストラン、喫茶店等 すき家　敦賀木崎店 敦賀市 木崎19-14-1

1800 食堂、レストラン、喫茶店等 スシロー敦賀店 敦賀市 木崎15-9-1

1801 食堂、レストラン、喫茶店等 すし勘 敦賀市 本町1-8-12

1802 食堂、レストラン、喫茶店等 すし半 敦賀市 中央町一丁目8-34-3

1803 食堂、レストラン、喫茶店等 ステーキ宮敦賀店 敦賀市 木崎5－19－2

1804 食堂、レストラン、喫茶店等 すなっくまどんな 敦賀市 本町1-8-14　清水ビル2F

1805 食堂、レストラン、喫茶店等 スパイスタウン 敦賀市 呉竹町１丁目４０－２５

1806 食堂、レストラン、喫茶店等 スローフード弁当珈琲家 敦賀市 中央町2丁目8－25

1807 食堂、レストラン、喫茶店等 ソニョーポリ 敦賀市 金ヶ崎町4-1

1808 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処　にしき 敦賀市 松原町7-15

1809 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処　大手門 敦賀市 呉竹町２丁目９－１５

1810 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処　又八庵 敦賀市 杉箸79-42

1811 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処はやし 敦賀市 舞崎町2-5-23

1812 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処又八庵 敦賀市 杉箸８４－３

1813 食堂、レストラン、喫茶店等 タートルクラブ 敦賀市 敦賀市木崎１３－２８

1814 食堂、レストラン、喫茶店等 ダイニングカラオケ 東煬 敦賀市 神楽町1丁目1ー11

1815 食堂、レストラン、喫茶店等 ダイニングしおそう敦賀駅前店 敦賀市 白銀町5-10

1816 食堂、レストラン、喫茶店等 ダイニングしおそう本店 敦賀市 衣掛町502番地

1817 食堂、レストラン、喫茶店等 ダイニングたかぎ 敦賀市 沓見６２－３

1818 食堂、レストラン、喫茶店等 タヌキ寿司 敦賀市 津内町1丁目8-15

1819 食堂、レストラン、喫茶店等 チモトコーヒー　プラザ萬象店 敦賀市 東洋町1-1

1820 食堂、レストラン、喫茶店等 つくしんぼ 敦賀市 清水町1-20-17　姫ビル1F

1821 食堂、レストラン、喫茶店等 つけ麺是・空敦賀店 敦賀市 古田刈31-1

1822 食堂、レストラン、喫茶店等 敦賀コンパ 敦賀市 清水町1-22-20

1823 食堂、レストラン、喫茶店等 テアトロ 敦賀市 平和町13ー20

1824 食堂、レストラン、喫茶店等 ティンクル 敦賀市 曙町11-23  201

1825 食堂、レストラン、喫茶店等 テキサスハンズ敦賀店 敦賀市 昭和町２丁目22-31

1826 食堂、レストラン、喫茶店等 トキノトビラ 敦賀市 本町1丁目14-27

1827 食堂、レストラン、喫茶店等 トクラス 敦賀市 相生町14-28-1

1828 食堂、レストラン、喫茶店等 ドックランカフェプチプチ 敦賀市 中央町1丁目4番31号

1829 食堂、レストラン、喫茶店等 トマトアンドオニオン敦賀木崎店 敦賀市 木崎12号

1830 食堂、レストラン、喫茶店等 とんとんびょうし敦賀店 敦賀市 木崎14-25

1831 食堂、レストラン、喫茶店等 どんと屋 敦賀市 蓬莱町14-16

1832 食堂、レストラン、喫茶店等 ナイトキャビン　シーマン 敦賀市 本町1-2-12

1833 食堂、レストラン、喫茶店等 なか卯　27号敦賀店 敦賀市 古田刈66-1215

1834 食堂、レストラン、喫茶店等 なにわ鉄板焼　あいろんまん 敦賀市 平和町2411-1

1835 食堂、レストラン、喫茶店等 ニューカドヤ 敦賀市 三島町1丁目9-14

1836 食堂、レストラン、喫茶店等 パティスリープルミエ・ブランジェリー 敦賀市 金山72-3

1837 食堂、レストラン、喫茶店等 はまやき安兵衛 敦賀市 莇生野80-14-11

1838 食堂、レストラン、喫茶店等 はま寿司　敦賀店 敦賀市 木崎4号5番2

1839 食堂、レストラン、喫茶店等 びあだる本町店 敦賀市 本町2-7-14

1840 食堂、レストラン、喫茶店等 びぃぼう 敦賀市 中央町1-10-11-101

1841 食堂、レストラン、喫茶店等 ひとしなや勇和 敦賀市 本町一丁目2-25 ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝﾋﾞﾙ1F

1842 食堂、レストラン、喫茶店等 ひょうたん 敦賀市 元町10-4

1843 食堂、レストラン、喫茶店等 ぶうめらん 敦賀市 神楽町2丁目６－１５
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1844 食堂、レストラン、喫茶店等 ブラック 敦賀市 呉竹町2丁目5-25

1845 食堂、レストラン、喫茶店等 ふ志 敦賀市 本町1-10-8

1846 食堂、レストラン、喫茶店等 ベビーフェイスプラネッツ　敦賀店 敦賀市 若葉町2-305

1847 食堂、レストラン、喫茶店等 ホームスイートホーム 敦賀市 野神１－５０

1848 食堂、レストラン、喫茶店等 ほんの間 敦賀市 津内町2丁目1-31

1849 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド敦賀アクロスプラザ店 敦賀市 敦賀市古田刈28－1－1

1850 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド敦賀店 敦賀市 敦賀市呉竹町１－１７－１７

1851 食堂、レストラン、喫茶店等 マツニタカ 敦賀市 相生町14番28-2号

1852 食堂、レストラン、喫茶店等 まめの木 敦賀市 神楽町２－１－１８

1853 食堂、レストラン、喫茶店等 まるい麺類 敦賀市 相生町3-29

1854 食堂、レストラン、喫茶店等 ミスタードーナツ　敦賀ショップ 敦賀市 木崎１７－１４

1855 食堂、レストラン、喫茶店等 ミナトロマンクラブ 敦賀市 白銀町7-10梅島ビル1F

1856 食堂、レストラン、喫茶店等 めん坊手打蕎麦処　善 敦賀市 市橋18-12

1857 食堂、レストラン、喫茶店等 めん房　丸仁 敦賀市 相生町21-1

1858 食堂、レストラン、喫茶店等 めん類　丸仁 敦賀市 相生町21-1

1859 食堂、レストラン、喫茶店等 モスバーガー敦賀店 敦賀市 木崎13-28

1860 食堂、レストラン、喫茶店等 もつ鍋 おでん 基 敦賀市 野坂44-13-11

1861 食堂、レストラン、喫茶店等 もつ番長 敦賀市 白銀町5-26

1862 食堂、レストラン、喫茶店等 モモ蔵　敦賀店 敦賀市 木崎４５－２０－１

1863 食堂、レストラン、喫茶店等 ユトリ珈琲店　アルプラザ敦賀店 敦賀市 白銀町１１－５　アルプラザ敦賀１F

1864 食堂、レストラン、喫茶店等 ゆのくに 敦賀市 本町1丁目7-27

1865 食堂、レストラン、喫茶店等 よって家 敦賀市 若葉町1丁目1531日本海さかな街内

1866 食堂、レストラン、喫茶店等 らあめん屋 みらく 敦賀市 白銀町11-5 アルプラザ敦賀6F らあめん屋みらく

1867 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん岩本屋敦賀木崎店 敦賀市 木崎12-15-1

1868 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん世界敦賀店 敦賀市 木崎２０号向河原１－１

1869 食堂、レストラン、喫茶店等 ラーメン寶龍　敦賀店 敦賀市 白銀町６ー３４

1870 食堂、レストラン、喫茶店等 らんでぶー 敦賀市 金山89-3-6三谷ビル101

1871 食堂、レストラン、喫茶店等 リストランテ カルド 敦賀市 木崎51ー24ー1

1872 食堂、レストラン、喫茶店等 リストランテ　ポルコロッソ 敦賀市 本町1-7-35   2F

1873 食堂、レストラン、喫茶店等 ル・サンオンズ 敦賀市 栄新町3-14

1874 食堂、レストラン、喫茶店等 れかん　レストラン 敦賀市 櫛林25-3-6

1875 食堂、レストラン、喫茶店等 レストランわくら苑 敦賀市 公文名３－１８

1876 食堂、レストラン、喫茶店等 ロングパット 敦賀市 本町1-2-15

1877 食堂、レストラン、喫茶店等 わが家 敦賀市 若葉町1丁目1531日本海さかな街内

1878 食堂、レストラン、喫茶店等 一本槍 敦賀市 清水町1丁目１９ー２２

1879 食堂、レストラン、喫茶店等 越前そば むぎや 敦賀市 本町1丁目7-21

1880 食堂、レストラン、喫茶店等 塩荘すずかけ亭 敦賀市 衣掛町502番地

1881 食堂、レストラン、喫茶店等 奥野食堂 敦賀市 本町1ー8ー27

1882 食堂、レストラン、喫茶店等 花城与三郎寿司 敦賀市 松島130号170－12

1883 食堂、レストラン、喫茶店等 会員制居酒屋　俺屋 敦賀市 本町１丁目10-20

1884 食堂、レストラン、喫茶店等 会席料理歳月苑 敦賀市 木崎28号７－１

1885 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮DINING丼 敦賀市 若葉町1-1531

1886 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮アトム敦賀若葉店 敦賀市 若葉町2-1702

1887 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮ダイニング　生け簀の甲羅 敦賀市 金ヶ崎町４　敦賀赤レンガ倉庫内

1888 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮みなと家 敦賀市 蓬莱町16-3

1889 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮仕事人　あいろん侍 敦賀市 白銀町4-14

1890 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮市場  寿兆 敦賀市 本町一丁目13-3

1891 食堂、レストラン、喫茶店等 楽食房 秀 敦賀市 中央町2丁目8-32

1892 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹沖 敦賀市 本町１丁目12-12

1893 食堂、レストラン、喫茶店等 株式会社 白木 敦賀市 白木1丁目435-1

1894 食堂、レストラン、喫茶店等 株式会社ぼたん亭 敦賀市 新松島町3-8

1895 食堂、レストラン、喫茶店等 関取寿し分店 敦賀市 神楽2-3-21

1896 食堂、レストラン、喫茶店等 韓国家庭料理・焼肉　明洞 敦賀市 新松島町１－１

1897 食堂、レストラン、喫茶店等 韓国居酒屋　馬山 敦賀市 本町1丁目１－２６

1898 食堂、レストラン、喫茶店等 韓国居酒屋　味彩 敦賀市 本町1-5-19

1899 食堂、レストラン、喫茶店等 韓国居酒屋萩 敦賀市 清水町1丁目19--22

1900 食堂、レストラン、喫茶店等 韓国市場 力 敦賀市 若葉町１丁目１５３１ 日本海さかな街

1901 食堂、レストラン、喫茶店等 丸勘寿司 敦賀市 本町1-5-20

1902 食堂、レストラン、喫茶店等 丸亀製麺敦賀 敦賀市 櫛川13-1-1

1903 食堂、レストラン、喫茶店等 気比そば　うどん　あまの 敦賀市 鉄輪町1丁目1-19敦賀駅交流施設オルパーク内

1904 食堂、レストラン、喫茶店等 鞠花 敦賀市 本町2丁目8-22エッグプラントビル1階

1905 食堂、レストラン、喫茶店等 吉野家　27号線敦賀店 敦賀市 古田刈12-1-1

1906 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶　　来夢 敦賀市 松島130-170-4(櫛川)

1907 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶　ちいさな村 敦賀市 中央町1丁目10-11

1908 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶　ぶうめらん 敦賀市 神楽町2丁目６－１５

1909 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶　蘭 敦賀市 中央町８－３９
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1910 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶パイン 敦賀市 白銀町1-15

1911 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶フルール 敦賀市 神楽２丁目３－１２

1912 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶みどり館 敦賀市 鉄輪町2丁目2の3

1913 食堂、レストラン、喫茶店等 牛びより 敦賀市 砂流36-1-5

1914 食堂、レストラン、喫茶店等 牛びより RESORT 敦賀市 三島町三丁目33-17-1 SAFE-BET 2F

1915 食堂、レストラン、喫茶店等 牛角敦賀点 敦賀市 木崎4号12-1

1916 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　どんたく 敦賀市 本町１丁目２－１

1917 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋 ろばた 勇吉 敦賀市 本町1丁目 14-9

1918 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　憩の里 敦賀市 野坂32-1-1

1919 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　市兵衛 敦賀市 清水町1丁目19-11

1920 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　笑吉 敦賀市 白銀町5-22白銀ビル2F

1921 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　直 敦賀市 清水町1丁目20-13 1F

1922 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　里 敦賀市 平和町17-12

1923 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋アーギ 敦賀市 本町1-2-13  2Ｆ

1924 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋あかつき 敦賀市 本町1丁目9-9　UPビル1F

1925 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋えにし 敦賀市 神楽町二丁3-18

1926 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋きた川 敦賀市 市野々一丁目438番地

1927 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋びぃぼう 敦賀市 中央町1丁目10-11チィビル101

1928 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋まごころ 敦賀市 白銀町1-20

1929 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋ゆき 敦賀市 本町1-10-20

1930 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋れん 敦賀市 松原町8-6

1931 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋五縁 敦賀市 呉竹町1‐41‐17

1932 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋太志 敦賀市 野神1-16

1933 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋太志　２号店 敦賀市 野神1-17-2

1934 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋太志　三号店 敦賀市 敦賀市野神1-17-2　2F

1935 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋由佳 敦賀市 本町1丁目14-3

1936 食堂、レストラン、喫茶店等 漁家本家 敦賀市 若葉町1～1531日本海さかな街内

1937 食堂、レストラン、喫茶店等 魚とごはん　ますよね 敦賀市 鉄輪町1-5-25

1938 食堂、レストラン、喫茶店等 魚処定吉 敦賀市 蓬莱町１７－２５　漁業福祉会館２階

1939 食堂、レストラン、喫茶店等 魚成 敦賀市 三島町1-8-34

1940 食堂、レストラン、喫茶店等 魚平 敦賀市 平和町19-18

1941 食堂、レストラン、喫茶店等 魚民　敦賀駅前店 敦賀市 白銀町7-6　栗田ビル 1階2階

1942 食堂、レストラン、喫茶店等 蕎麦　天ぷら　海鮮　すずや 敦賀市 白銀町１－２２

1943 食堂、レストラン、喫茶店等 蕎麦屋竹もり 敦賀市 野神26-4-11

1944 食堂、レストラン、喫茶店等 金太郎ラーメン 敦賀市 本町1丁目10-7

1945 食堂、レストラン、喫茶店等 銀河 敦賀市 新和町2丁目１９-7

1946 食堂、レストラン、喫茶店等 軽食 喫茶　翌檜 敦賀市 元比田堂ノ上10－6

1947 食堂、レストラン、喫茶店等 現在健康形　帰昔 敦賀市 道口２３－４０

1948 食堂、レストラン、喫茶店等 御食事処　ばんない 敦賀市 神楽町１丁目３－１

1949 食堂、レストラン、喫茶店等 御食事処　小ばやし 敦賀市 木崎23-6-3

1950 食堂、レストラン、喫茶店等 御料理　金兵衛 敦賀市 本町１丁目１５－２３

1951 食堂、レストラン、喫茶店等 晃栄丸 敦賀市 野神4草田

1952 食堂、レストラン、喫茶店等 豪快鉄板焼き海坊主 敦賀市 若葉町１－１５３１　日本海さかな街内

1953 食堂、レストラン、喫茶店等 彩ごはん　Te.To.Te 敦賀市 相生町14-15

1954 食堂、レストラン、喫茶店等 山本鮮魚店 敦賀市 沢68-10

1955 食堂、レストラン、喫茶店等 四季菜 敦賀市 新和町2丁目－19－5

1956 食堂、レストラン、喫茶店等 時の扉 敦賀市 本町1丁目14-27

1957 食堂、レストラン、喫茶店等 雫  (しずく) 敦賀市 三島町2丁目12-24

1958 食堂、レストラン、喫茶店等 若狭亭 敦賀市 若葉町1丁目1531日本海さかな街内

1959 食堂、レストラン、喫茶店等 手打ちそば雪花 敦賀市 谷25－2－4

1960 食堂、レストラン、喫茶店等 酒家 哲ちゃん 敦賀市 本町1丁目4-13 カワセビル１階

1961 食堂、レストラン、喫茶店等 酒楽．食楽sho-ya 敦賀市 白銀町5-25井上テナント１F

1962 食堂、レストラン、喫茶店等 酒楽家うつ海 敦賀市 本町２丁目7-15

1963 食堂、レストラン、喫茶店等 酒処　はなのや 敦賀市 櫛林14-1-4

1964 食堂、レストラン、喫茶店等 酒処 基 敦賀市 野坂44-13-11

1965 食堂、レストラン、喫茶店等 酒食旬彩  ながまるや 敦賀市 市野々町1-229

1966 食堂、レストラン、喫茶店等 酒呑み処LIT 敦賀市 津内町1-4-21

1967 食堂、レストラン、喫茶店等 寿し辰 敦賀市 白銀町7-18

1968 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉　敦賀本町店 敦賀市 本町1丁目9-18

1969 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉　敦賀木崎店 敦賀市 若葉町1丁目1645

1970 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉中央店 敦賀市 昭和町１丁目7-2

1971 食堂、レストラン、喫茶店等 集 -もいせ- 敦賀市 白銀町7-7

1972 食堂、レストラン、喫茶店等 春駒 敦賀市 本町１丁目2-40

1973 食堂、レストラン、喫茶店等 旬彩ダイニング拓 敦賀市 敦賀市公文名3-2-1

1974 食堂、レストラン、喫茶店等 旬彩館リ・メール 敦賀市 和久野5-25

1975 食堂、レストラン、喫茶店等 旬菜 風 敦賀市 昭和町２丁目１０－２
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1976 食堂、レストラン、喫茶店等 旬味酒好処　優々 敦賀市 市野々町1丁目303番地

1977 食堂、レストラン、喫茶店等 小町 敦賀市 本町一丁目13-3

1978 食堂、レストラン、喫茶店等 小牧かまぼこ 敦賀市 余座13-1-1

1979 食堂、レストラン、喫茶店等 松月 敦賀市 敦賀市道口36-1

1980 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　　醬じゃん 敦賀市 清水町1丁目18

1981 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　食道園 敦賀市 津内町１丁目１４－７

1982 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉 明月苑 敦賀市 本町1丁目2-24

1983 食堂、レストラン、喫茶店等 上野家 敦賀市 白銀町11-5　アルプラザ敦賀6F

1984 食堂、レストラン、喫茶店等 情熱カルビ 敦賀市 呉竹町2-9-10

1985 食堂、レストラン、喫茶店等 食屋　粹美 敦賀市 堂57-907

1986 食堂、レストラン、喫茶店等 食彩ダイニング　PINO 敦賀市 櫛川41号2-1

1987 食堂、レストラン、喫茶店等 食事処　建 敦賀市 白銀4-9

1988 食堂、レストラン、喫茶店等 食事処　潤 敦賀市 鋳物師町5-23

1989 食堂、レストラン、喫茶店等 食事処　富士 敦賀市 本町2丁目8-22

1990 食堂、レストラン、喫茶店等 食事処雄 敦賀市 松原町15-21

1991 食堂、レストラン、喫茶店等 新鮮組 敦賀市 若葉町1丁目1531日本海さかな街内

1992 食堂、レストラン、喫茶店等 新田珈琲 敦賀市 本町1-11-3

1993 食堂、レストラン、喫茶店等 杉津パーキングエリア（上り） 敦賀市 杉津73-1-12　北陸自動車道杉津PA上り線内

1994 食堂、レストラン、喫茶店等 杉津パーキングエリア（上り）線 敦賀市 杉津73号宮ヶ谷1-12

1995 食堂、レストラン、喫茶店等 晴れたり，曇ったり 敦賀市 堂５７－１３０２

1996 食堂、レストラン、喫茶店等 清水屋 敦賀市 清水町1丁目18

1997 食堂、レストラン、喫茶店等 西洋食堂 木乃花 敦賀市 新松島町1-26ヴァンヴェール1F

1998 食堂、レストラン、喫茶店等 青春食堂 敦賀市 津内町1丁目5-21

1999 食堂、レストラン、喫茶店等 赤れんがcafe 敦賀市 金ヶ崎町4-1

2000 食堂、レストラン、喫茶店等 千成そば 敦賀市 野神43-3

2001 食堂、レストラン、喫茶店等 千束そば　 敦賀市 清水町1丁目20-8

2002 食堂、レストラン、喫茶店等 鮮宴丼ひろし 敦賀市 若葉町１－１５３１　日本海さかな街内

2003 食堂、レストラン、喫茶店等 創彩酒房E.LOHA 敦賀市 新松島町1306

2004 食堂、レストラン、喫茶店等 創作居酒屋　てんてん 敦賀市 本町1丁目9-16

2005 食堂、レストラン、喫茶店等 創作居酒屋 てんてん 敦賀市 本町１丁目９－１６

2006 食堂、レストラン、喫茶店等 惣菜ヘルシー 敦賀市 港町2-17

2007 食堂、レストラン、喫茶店等 総菜屋　秋　～syu～ 敦賀市 三島町2丁目11-11   旬・ときめき広場内

2008 食堂、レストラン、喫茶店等 増美 敦賀市 松原町1ー6

2009 食堂、レストラン、喫茶店等 台湾料理  昇龍 敦賀市 木崎13-28

2010 食堂、レストラン、喫茶店等 台湾料理萬来 敦賀市 三島町1-16-36

2011 食堂、レストラン、喫茶店等 大菊門 敦賀市 三島32-4-12

2012 食堂、レストラン、喫茶店等 炭家はるばろ 敦賀市 野神40号213-2

2013 食堂、レストラン、喫茶店等 炭火焼肉　ばんぶう 敦賀市 木崎14-24

2014 食堂、レストラン、喫茶店等 炭焼きやきとり一番　敦賀駅前店 敦賀市 白銀町4-12

2015 食堂、レストラン、喫茶店等 炭焼戦隊　あいろんセブン 敦賀市 平和町9-13

2016 食堂、レストラン、喫茶店等 地魚料理まるさん屋 敦賀市 白銀町6-41

2017 食堂、レストラン、喫茶店等 中華そば一力 敦賀市 中央町1丁目13-21

2018 食堂、レストラン、喫茶店等 中華料理 桃花園 敦賀市 莇生野96-8-6

2019 食堂、レストラン、喫茶店等 中国居酒屋　福 敦賀市 本町1丁目7-24　吉田ビル1F

2020 食堂、レストラン、喫茶店等 中道源蔵茶舗 敦賀市 神楽町1丁目1-8

2021 食堂、レストラン、喫茶店等 津内寮 敦賀市 東洋町5-4

2022 食堂、レストラン、喫茶店等 鉄板焼居酒屋 笑兵衛 敦賀市 白銀町5-22

2023 食堂、レストラン、喫茶店等 登喜輪 敦賀市 相生町6ー7

2024 食堂、レストラン、喫茶店等 唐子 敦賀市 本町１－７－３

2025 食堂、レストラン、喫茶店等 東鳳閣 敦賀市 清水町１－２３－１０－２

2026 食堂、レストラン、喫茶店等 豆千香（とうせんか） 敦賀市 結城町2-1

2027 食堂、レストラン、喫茶店等 道とん堀　敦賀店 敦賀市 古田刈２８－１－１

2028 食堂、レストラン、喫茶店等 得得敦賀本町 敦賀市 本町1丁目12ｰ13

2029 食堂、レストラン、喫茶店等 徳兵衛の旬 敦賀市 若葉町1-1531日本海さかな街内

2030 食堂、レストラン、喫茶店等 敦賀ゴルフガーデン　喫茶エスペランザ 敦賀市 沓見125-8

2031 食堂、レストラン、喫茶店等 敦賀海食　うお貞 敦賀市 櫛川41号2-1

2032 食堂、レストラン、喫茶店等 敦賀鴨錦 敦賀市 神楽町1-1-6

2033 食堂、レストラン、喫茶店等 敦賀国際ゴルフ倶楽部レストラン 敦賀市 敦賀市みどりヶ丘町１６６

2034 食堂、レストラン、喫茶店等 敦賀事業所 敦賀市 東洋町10-24

2035 食堂、レストラン、喫茶店等 呑み処空と海 敦賀市 本町１－２－２３

2036 食堂、レストラン、喫茶店等 日本海さかな街　海坊主 敦賀市 若葉町1-1531

2037 食堂、レストラン、喫茶店等 日本海さかな街　鮮宴丼ひろし 敦賀市 若葉町1-1531

2038 食堂、レストラン、喫茶店等 日本海さかな街　福禄寿し 敦賀市 若葉町1丁目1531

2039 食堂、レストラン、喫茶店等 日本原子力開発機構　櫛川別館 敦賀市 櫛川93-904

2040 食堂、レストラン、喫茶店等 八千-hachi- 敦賀市 中央町1丁目8-14

2041 食堂、レストラン、喫茶店等 八丁野 敦賀市 津内町１ー８ー２７
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2042 食堂、レストラン、喫茶店等 美ら　敦賀店 敦賀市 新松島町３－１２

2043 食堂、レストラン、喫茶店等 浜料理　うおすき 敦賀市 松葉町33-3-2

2044 食堂、レストラン、喫茶店等 米田牧場  みるく屋 敦賀市 木崎78-2-1(大学正門横)

2045 食堂、レストラン、喫茶店等 歩～ayumu～ 敦賀市 中央町2丁目8-17

2046 食堂、レストラン、喫茶店等 味’s場 敦賀市 若葉町1丁目1531日本海さかな街内

2047 食堂、レストラン、喫茶店等 味処　四季菜 敦賀市 新和町２丁目19ー5

2048 食堂、レストラン、喫茶店等 味処 孫四郎 敦賀市 木崎39-1-1

2049 食堂、レストラン、喫茶店等 味処　乃むら 敦賀市 桜町6ー27

2050 食堂、レストラン、喫茶店等 味処ふたば 敦賀市 公文名30-1-28

2051 食堂、レストラン、喫茶店等 味匠 敦賀市 若葉町1丁目1531日本海さかな街内

2052 食堂、レストラン、喫茶店等 味世司 敦賀市 若葉町1丁目1531日本海さかな街内

2053 食堂、レストラン、喫茶店等 明洞２号店 敦賀市 白銀町５―１８

2054 食堂、レストラン、喫茶店等 麺の波月 敦賀市 中央町1-1-28

2055 食堂、レストラン、喫茶店等 麺屋ここ 敦賀市 本町1丁目10ー4

2056 食堂、レストラン、喫茶店等 麺匠かぐや 敦賀市 呉竹町2-5-25-1

2057 食堂、レストラン、喫茶店等 麺八亭 敦賀市 福井県敦賀市木崎40-12

2058 食堂、レストラン、喫茶店等 野坂茶屋店 敦賀市 野坂１５号柳谷1-1

2059 食堂、レストラン、喫茶店等 弥ェ門 敦賀市 清水町１丁目２１－６

2060 食堂、レストラン、喫茶店等 弥助寿司本舗 敦賀市 神楽町1-2-7

2061 食堂、レストラン、喫茶店等 友食亭あいびす 敦賀市 古田刈67-909

2062 食堂、レストラン、喫茶店等 有限会社矢組 敦賀市 敦賀市新和町1丁目14-9

2063 食堂、レストラン、喫茶店等 ㈲LOUNGE.　サンパウロ 敦賀市 清水町1丁目20-18

2064 食堂、レストラン、喫茶店等 祐綾亜 敦賀市 本町1丁目2-12　クリスタルコートビル　2F

2065 食堂、レストラン、喫茶店等 来来亭敦賀店 敦賀市 木崎15-7-1

2066 食堂、レストラン、喫茶店等 和食　遊楽 敦賀市 市野々２丁目（公文名）５－１－２５

2067 食堂、レストラン、喫茶店等 和風料理　美の正 敦賀市 津内町2丁目8-8

2068 食堂、レストラン、喫茶店等 壺天 敦賀市 野神25-15-6

2069 食堂、レストラン、喫茶店等 珈琲家2号店 敦賀市 木崎12－16

2070 食堂、レストラン、喫茶店等 萬来 敦賀市 三島町1-16-36

2071 食堂、レストラン、喫茶店等 薔蘭 敦賀市 本町1-1-11　益田ビル2F

2072 食堂、レストラン、喫茶店等 餃子の王将　敦賀店 敦賀市 古田刈66-718

2073 食堂、レストラン、喫茶店等 吞、喰　　さん肴 敦賀市 清水町1丁目18番地９-1F

2074 食堂、レストラン、喫茶店等 29BAR   million 小浜市 小浜竜田20-2

2075 食堂、レストラン、喫茶店等 Antique Cafe あさい 小浜市 小浜酒井１

2076 食堂、レストラン、喫茶店等 ASOBIBAR 0 小浜市 小浜酒井1-63

2077 食堂、レストラン、喫茶店等 Bar＆Dining ZERO 小浜市 小浜酒井1-63村上ビル2F

2078 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR＆DINING　ZERO 小浜市 小浜酒井1-63　村上ビル2F

2079 食堂、レストラン、喫茶店等 BISTRO MOUTON 小浜市 駅前町6-9

2080 食堂、レストラン、喫茶店等 Cafe Seasons 小浜市 白髭111-1

2081 食堂、レストラン、喫茶店等 Cafe いまあらし 小浜市 小浜飛鳥102-2

2082 食堂、レストラン、喫茶店等 Calm 小浜市 加茂15-19-1

2083 食堂、レストラン、喫茶店等 Dining.まんまや 小浜市 四谷町9-22  PARK101 3F

2084 食堂、レストラン、喫茶店等 GOSHOEN 小浜市 北塩屋17-4-1

2085 食堂、レストラン、喫茶店等 IZAKAYA DAI 小浜市 小浜広峰1-1

2086 食堂、レストラン、喫茶店等 Kitchen Boo 小浜市 学園町1-1

2087 食堂、レストラン、喫茶店等 kitchen house GARBO 小浜市 駅前町7-5 2F

2088 食堂、レストラン、喫茶店等 Kitchen Lagoo 小浜市 竜前5-13

2089 食堂、レストラン、喫茶店等 Kito cafe小浜店 小浜市 小浜清滝91-1

2090 食堂、レストラン、喫茶店等 patisserie_Ｎ’espoir 小浜市 生守6-32-1

2091 食堂、レストラン、喫茶店等 patsseriene_nespoir 小浜市 生守

2092 食堂、レストラン、喫茶店等 SABAR鯖街道　小浜田烏店 小浜市 田烏63-14-1

2093 食堂、レストラン、喫茶店等 sea-auberge shitsumi　海のオーベル 小浜市 志積15-6

2094 食堂、レストラン、喫茶店等 UCC カフェ メルカード ミサキ 小浜市 大手町7-1

2095 食堂、レストラン、喫茶店等 アイザワ商店 小浜市 加茂７８－５

2096 食堂、レストラン、喫茶店等 ｱｯﾌﾟﾙﾊｳｽ 小浜市 福谷9-3

2097 食堂、レストラン、喫茶店等 あばん亭 小浜市 本保２３－２６

2098 食堂、レストラン、喫茶店等 あるもんで食堂 小浜市 小浜鹿島79

2099 食堂、レストラン、喫茶店等 いけす割烹　雅 小浜市 小浜市小浜香取１０７番地

2100 食堂、レストラン、喫茶店等 イタリア料理店　arcobaleno 小浜市 小浜広峰８７番地　人見ビル１０１

2101 食堂、レストラン、喫茶店等 オバママ 小浜市 駅前町2-9

2102 食堂、レストラン、喫茶店等 おばんざい・おふくろの味　零 小浜市 駅前町2-5澤頭ビル2F

2103 食堂、レストラン、喫茶店等 お好み呑気 小浜市 駅前町10-40ニュー五番街ビル1F

2104 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処 はまがわ 小浜市 駅前町7-3

2105 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　みつや 小浜市 小浜酒井１－５２

2106 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　五右衛門 小浜市 川崎2丁目5-1

2107 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　濱の四季 小浜市 川崎　3-5
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2108 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ　アルカンシェル 小浜市 府中8-23

2109 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ スター　welcome 小浜市 白鳥27-3

2110 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶．ふれあい 小浜市 千種１丁目1-16

2111 食堂、レストラン、喫茶店等 カレーハウスCoCo壱番屋福井小浜店 小浜市 府中15-26

2112 食堂、レストラン、喫茶店等 きんぼし 小浜市 駅前町6-2

2113 食堂、レストラン、喫茶店等 ケーキとカフェ　TAKI 小浜市 南川町12－22

2114 食堂、レストラン、喫茶店等 ココス小浜店 小浜市 駅前町13-10

2115 食堂、レストラン、喫茶店等 こだま食堂 小浜市 川崎1-3-9

2116 食堂、レストラン、喫茶店等 こてや 小浜市 川崎1-3-9

2117 食堂、レストラン、喫茶店等 コメダ珈琲店　小浜店 小浜市 駅前町13-6

2118 食堂、レストラン、喫茶店等 こんろ家小浜店 小浜市 駅前町2-8

2119 食堂、レストラン、喫茶店等 さば料理専門店SABAR小浜田烏店 小浜市 田烏63-14-1

2120 食堂、レストラン、喫茶店等 食遊ステーション　響 小浜市 川崎1-3-6　魚商会館1F

2121 食堂、レストラン、喫茶店等 すき家　27号小浜店 小浜市 遠敷24-26-1

2122 食堂、レストラン、喫茶店等 すし　ごえもん 小浜市 川崎2丁目5-1

2123 食堂、レストラン、喫茶店等 すし政　本店 小浜市 大手町5-13

2124 食堂、レストラン、喫茶店等 すし良 小浜市 水取8-14

2125 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック　浪 小浜市 小浜竜田７

2126 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック・きゃっつ愛 小浜市 新小松原3-18

2127 食堂、レストラン、喫茶店等 スナックイーズ 小浜市 小浜市大手町もりしまビル２F

2128 食堂、レストラン、喫茶店等 すなっくきみchan 小浜市 小浜清滝92

2129 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック荘苑 小浜市 駅前町8-20

2130 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック華乃舞 小浜市 小浜酒井104　プチビル3F

2131 食堂、レストラン、喫茶店等 スパイスタウン小浜店 小浜市 生守6-33-1

2132 食堂、レストラン、喫茶店等 だるま 小浜市 駅前町2-3

2133 食堂、レストラン、喫茶店等 トマトアンドオニオン小浜店 小浜市 和久里11号石塔前22

2134 食堂、レストラン、喫茶店等 とんとんりう 小浜市 小浜市南川町16 21

2135 食堂、レストラン、喫茶店等 ナガタカフェ 小浜市 小浜香取14

2136 食堂、レストラン、喫茶店等 のり平 小浜市 生守44-3

2137 食堂、レストラン、喫茶店等 パブレストラン　ゴリラ 小浜市 小浜酒井64

2138 食堂、レストラン、喫茶店等 ひで屋だいにんぐ 小浜市 駅前町26-16-16　クロスポイント3M1F

2139 食堂、レストラン、喫茶店等 フードセンターつみき 小浜市 後瀬町13号1番11

2140 食堂、レストラン、喫茶店等 ヘルススポット風 小浜市 小浜市小浜玉前57－2

2141 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド小浜店 小浜市 小浜市遠敷8－702－4

2142 食堂、レストラン、喫茶店等 まつ治 小浜市 小浜竜田78

2143 食堂、レストラン、喫茶店等 ミスタードーナツ　小浜ショップ 小浜市 遠敷９丁目５０１

2144 食堂、レストラン、喫茶店等 ミユキ（ｍｉｕＫ） 小浜市 駅前町4-28　ケイズビル2F

2145 食堂、レストラン、喫茶店等 モスバーガー小浜店 小浜市 小浜市大手町5-3

2146 食堂、レストラン、喫茶店等 もみじ 小浜市 駅前町1-13

2147 食堂、レストラン、喫茶店等 やっこ 小浜市 大手町5-8

2148 食堂、レストラン、喫茶店等 やまと庵 小浜市 四谷町2013

2149 食堂、レストラン、喫茶店等 やまと寿し本店 小浜市 四谷町20-35-1

2150 食堂、レストラン、喫茶店等 やよい食堂 小浜市 駅前町1-15

2151 食堂、レストラン、喫茶店等 ラ　プティ　プラージュ 小浜市 小浜広峰32-1

2152 食堂、レストラン、喫茶店等 和食処　潮騒 小浜市 白髭113　せくみ屋内

2153 食堂、レストラン、喫茶店等 一葉 小浜市 小浜市大宮22番地

2154 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮レストラン　海幸苑 小浜市 川崎1-3-2

2155 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹　ふじ 小浜市 青井9-38-1

2156 食堂、レストラン、喫茶店等 丸亀製麺小浜 小浜市 遠敷5-401-5

2157 食堂、レストラン、喫茶店等 希　　舟 小浜市 福井県小浜市小浜貴船６８－２

2158 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶軽食ミスティ 小浜市 生守6-33-2　松山ビル2階

2159 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　秀 小浜市 府中15-13

2160 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋てきさす 小浜市 小浜酒井１番地８３

2161 食堂、レストラン、喫茶店等 魚山亭 小浜市 白鳥海岸27-3

2162 食堂、レストラン、喫茶店等 魚山亭 小浜市 白鳥27 2F

2163 食堂、レストラン、喫茶店等 筋斗雲チキン　ひがしの 小浜市 多田12-1

2164 食堂、レストラン、喫茶店等 喰いバル大手町 小浜市 大手町5-20七福タウン

2165 食堂、レストラン、喫茶店等 串酒場 はっさく 小浜市 大手町7-36

2166 食堂、レストラン、喫茶店等 五味焼 小浜市 伏原30-32-2

2167 食堂、レストラン、喫茶店等 五郎兵衛 小浜市 加斗29-1-1

2168 食堂、レストラン、喫茶店等 公立小浜病院レストランビアンモール 小浜市 大手町2-2

2169 食堂、レストラン、喫茶店等 彩々山田くん 小浜市 山王前2丁目10-1

2170 食堂、レストラン、喫茶店等 桜花亭 小浜市 四谷町6-1

2171 食堂、レストラン、喫茶店等 三丁町カフェ ぼんくら 小浜市 小浜香取３

2172 食堂、レストラン、喫茶店等 四季彩館　酔月 小浜市 小浜飛鳥108

2173 食堂、レストラン、喫茶店等 四季食彩　浜照 小浜市 駅前町3-8
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2174 食堂、レストラン、喫茶店等 四季膳 ひいらぎ 小浜市 小浜津島 17

2175 食堂、レストラン、喫茶店等 若狭きらく亭 小浜市 小浜市駅前町４－３３

2176 食堂、レストラン、喫茶店等 手作りチーズ工房ラヴェリタ 小浜市 小浜塩竈35ー1

2177 食堂、レストラン、喫茶店等 手打ちそば　五郎兵衛 小浜市 加斗29-1-1　

2178 食堂、レストラン、喫茶店等 珠園 小浜市 飯盛46-2

2179 食堂、レストラン、喫茶店等 酒菜屋どんど 小浜市 小浜白鬚37D-1ビル1階

2180 食堂、レストラン、喫茶店等 寿司割烹大花 小浜市 大手町9-8もりしまビル2F

2181 食堂、レストラン、喫茶店等 寿司処　福芳 小浜市 大手町８－５

2182 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉小浜店 小浜市 駅前町2-5

2183 食堂、レストラン、喫茶店等 旬彩厨房吉のぶ 小浜市 駅前町2-8

2184 食堂、レストラン、喫茶店等 焼き鳥いっぽ 小浜市 小浜酒井1ー14

2185 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉HANASEN 小浜市 湯岡17-3-5

2186 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉の壇 小浜市 四谷町13-19

2187 食堂、レストラン、喫茶店等 食彩ごえん 小浜市 小浜日吉５７－２

2188 食堂、レストラン、喫茶店等 食事処かねまつ 小浜市 大手町8-1　大手ビル2Ｆ

2189 食堂、レストラン、喫茶店等 食遊ステーションひびき 小浜市 小浜市川崎一丁目3ー6

2190 食堂、レストラン、喫茶店等 神楽 小浜市 小浜酒井5-2

2191 食堂、レストラン、喫茶店等 石窯パンの郷こころ 小浜市 小浜男山３９－２

2192 食堂、レストラン、喫茶店等 足立屋 小浜市 和多田31-9-3

2193 食堂、レストラン、喫茶店等 村さ来 小浜店 小浜市 駅前町12-21 

2194 食堂、レストラン、喫茶店等 台湾料理萬盛 小浜市 小浜白鬚47-1

2195 食堂、レストラン、喫茶店等 地鶏庵 小浜市 小浜広峰59

2196 食堂、レストラン、喫茶店等 茶屋　希舟 小浜市 小浜貴船68ー2

2197 食堂、レストラン、喫茶店等 中村商店 小浜市 水取１丁目５－６

2198 食堂、レストラン、喫茶店等 鉄板創作串　ＪＩＮ 小浜市 大手町５－２０七福タウン

2199 食堂、レストラン、喫茶店等 白龍亭 小浜市 駅前町４－４５

2200 食堂、レストラン、喫茶店等 浜ちゃんラーメン 小浜市 駅前町3-8

2201 食堂、レストラン、喫茶店等 浜咲 小浜市 小浜酒井1-21

2202 食堂、レストラン、喫茶店等 風ふう堂 小浜市 大手町7-6

2203 食堂、レストラン、喫茶店等 米　太 小浜市 小浜住吉9

2204 食堂、レストラン、喫茶店等 米太　川崎店 小浜市 川崎2-5-3

2205 食堂、レストラン、喫茶店等 宝来屋 小浜市 上野30-22-1

2206 食堂、レストラン、喫茶店等 有限会社　鮨富 小浜市 小浜広峰83-1

2207 食堂、レストラン、喫茶店等 遊庵 小浜市 小浜酒井110-3

2208 食堂、レストラン、喫茶店等 洋菜酒場マンモス 小浜市 小浜酒井1-23

2209 食堂、レストラン、喫茶店等 緑茶房　New greencafe 小浜市 小浜酒井95-2

2210 食堂、レストラン、喫茶店等 恋月夜 小浜市 白鬚37　D1ビル4F

2211 食堂、レストラン、喫茶店等 和さび 小浜市 小浜市駅前町2-18

2212 食堂、レストラン、喫茶店等 和久里のごはんや　おくどさん 小浜市 和久里24-25-1

2213 食堂、レストラン、喫茶店等 和旬いわもと 小浜市 駅前町４－３０

2214 食堂、レストラン、喫茶店等 和食わたや 小浜市 小浜広峰50

2215 食堂、レストラン、喫茶店等 和洋菓子カレー焼あかお 小浜市 駅前町6-38

2216 食堂、レストラン、喫茶店等 餃子の王将若狭小浜店 小浜市 生守27-8-1

2217 食堂、レストラン、喫茶店等 鮨一 小浜市 福谷9-5-1

2218 食堂、レストラン、喫茶店等 鮨富 小浜市 小浜広峰83番地の１

2219 食堂、レストラン、喫茶店等 （有）寿楽山 大野市 清瀧

2220 食堂、レストラン、喫茶店等 ；蝉ころん 大野市 912-0092

2221 食堂、レストラン、喫茶店等 369茶屋 大野市 篠座36-163

2222 食堂、レストラン、喫茶店等 ３丁目 大野市 春日3丁目14-14

2223 食堂、レストラン、喫茶店等 8番らーめん大野店 大野市 陽明町3-607

2224 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR Ace 大野市 弥生町7番20号サミットビル2

2225 食堂、レストラン、喫茶店等 Bostonclub 大野市 本町9-3

2226 食堂、レストラン、喫茶店等 Cafe　ｒｅｓｔ　Fine 大野市 鍬掛17－17－1　ｖｉｏ内

2227 食堂、レストラン、喫茶店等 Cam Cam 大野市 鍬掛17-17-1

2228 食堂、レストラン、喫茶店等 coffee＆cafe　紫おん 大野市 元町12-2　（COCONOアートプレイス内）

2229 食堂、レストラン、喫茶店等 coffee＆cake　ぶなの木 大野市 天神町1-19（結とぴあ内）

2230 食堂、レストラン、喫茶店等 EDISON CAFE 大野市 元町5-20

2231 食堂、レストラン、喫茶店等 kitchen＆caféはなび 大野市 東中町405

2232 食堂、レストラン、喫茶店等 Lucy’s mash burger 大野市 中挾20-4-1

2233 食堂、レストラン、喫茶店等 macherie(マシェリ) 大野市 元町11-12

2234 食堂、レストラン、喫茶店等 MaMayakitchen 大野市 清和町204

2235 食堂、レストラン、喫茶店等 mondo 大野市 有明町21-18

2236 食堂、レストラン、喫茶店等 OPEN UP 大野市 元町2-16

2237 食堂、レストラン、喫茶店等 s.m vio コーヒーレスト ファイン 大野市 鍬掛17-17-1s.mvio

2238 食堂、レストラン、喫茶店等 Win 大野市 弥生町3番２号

2239 食堂、レストラン、喫茶店等 あぶりや親方 大野市 東中町812
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2240 食堂、レストラン、喫茶店等 イチナナバル 大野市 元町1-7

2241 食堂、レストラン、喫茶店等 うおまさcafe 大野市 明倫町9-10

2242 食堂、レストラン、喫茶店等 うたごえ喫茶　ふれあい　大野店 大野市 稲郷61-1

2243 食堂、レストラン、喫茶店等 オープンアップ 大野市 元町2-16

2244 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　一福 大野市 明倫町3-33

2245 食堂、レストラン、喫茶店等 お好み焼きひろの 大野市 陽明町1丁目303番地

2246 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処しもむら 大野市 新庄15-22-2

2247 食堂、レストラン、喫茶店等 かご天（箱崎魚店） 大野市 日吉町7-9

2248 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ&スナック麗 大野市 春日3丁目19－9

2249 食堂、レストラン、喫茶店等 キッチンにしがわ 大野市 明倫町11-8

2250 食堂、レストラン、喫茶店等 きなり 大野市 明倫町11-8

2251 食堂、レストラン、喫茶店等 ココ・のーそん（道の駅  越前おおの荒 大野市 蕨生137-21-1

2252 食堂、レストラン、喫茶店等 ごはんどき大野店 大野市 南新在家33内河原74

2253 食堂、レストラン、喫茶店等 こぶし 大野市 新庄16-1-1

2254 食堂、レストラン、喫茶店等 コミック 大野市 大和町4-20

2255 食堂、レストラン、喫茶店等 コメダ珈琲店大野インター店 大野市 中保9-14-1

2256 食堂、レストラン、喫茶店等 サルトリア　ダ　水本 大野市 本町5-4

2257 食堂、レストラン、喫茶店等 さ蔵 大野市 田野49-2

2258 食堂、レストラン、喫茶店等 シェラトゥール 大野市 美川町1-16

2259 食堂、レストラン、喫茶店等 しぶや食品 大野市 陽明町３丁目907

2260 食堂、レストラン、喫茶店等 しゃくなげ 大野市 朝日前坂２７

2261 食堂、レストラン、喫茶店等 しらとり 大野市 日吉町3-18

2262 食堂、レストラン、喫茶店等 シルクｄｕカフェ 大野市 元町９－２２

2263 食堂、レストラン、喫茶店等 スイートハウス 大野市 本町2-3

2264 食堂、レストラン、喫茶店等 すき家　157号大野 大野市 陽明町3丁目1609

2265 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック　秋 大野市 弥生町７－４

2266 食堂、レストラン、喫茶店等 そばはうす　えびすや 大野市 有明町

2267 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処梅林 大野市 月美町2‐6

2268 食堂、レストラン、喫茶店等 チェリー喫茶 大野市 月美町5-9

2269 食堂、レストラン、喫茶店等 チポラ 大野市 中荒井町2-418

2270 食堂、レストラン、喫茶店等 テイラウンジ　亜茶 大野市 国時町１０１２

2271 食堂、レストラン、喫茶店等 てんやラーメン 大野市 美川町5‐10

2272 食堂、レストラン、喫茶店等 てんやラーメン 大野市 春日３丁目３－６

2273 食堂、レストラン、喫茶店等 ときわ食堂 大野市 神明町517

2274 食堂、レストラン、喫茶店等 とみたや 大野市 春日1-4-17

2275 食堂、レストラン、喫茶店等 ドライブイン九頭竜 大野市 下半原61

2276 食堂、レストラン、喫茶店等 トロン温浴施設　うらら館 大野市 南六呂師169-136

2277 食堂、レストラン、喫茶店等 にっこり亭 大野市 美里町616

2278 食堂、レストラン、喫茶店等 ねんりん茶屋　のーそん 大野市 天神町7-15

2279 食堂、レストラン、喫茶店等 ねんりん茶屋のーそん 大野市 大和町3-7

2280 食堂、レストラン、喫茶店等 ノワール 大野市 中保８－５４－１

2281 食堂、レストラン、喫茶店等 バーベキューガーデン荒島 大野市 下山63-2-24

2282 食堂、レストラン、喫茶店等 バームクーヘン工房 森のこしかけ 大野市 蕨生137-21-1

2283 食堂、レストラン、喫茶店等 パブリックハウス　くま 大野市 弥生町 7-4サミットビル1 2F

2284 食堂、レストラン、喫茶店等 はまや 大野市 日吉町２２－２

2285 食堂、レストラン、喫茶店等 ビストロシャルム 大野市 陽明町3丁目401

2286 食堂、レストラン、喫茶店等 ひよし屋 大野市 日吉町5-18

2287 食堂、レストラン、喫茶店等 ふくみ 大野市 篠座65-20

2288 食堂、レストラン、喫茶店等 ブラジル 大野市 陽明町２丁目２０９

2289 食堂、レストラン、喫茶店等 ブルームーン 大野市 高砂町10-1

2290 食堂、レストラン、喫茶店等 プレスクラブ 大野市 明倫町5-17

2291 食堂、レストラン、喫茶店等 ベルサイドカフェ越前大野店 大野市 蕨生137-21-1

2292 食堂、レストラン、喫茶店等 ﾎﾞﾙﾀ五番店9129 大野市 明倫町

2293 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド大野ヴィオ店 大野市 鍬掛１７－１７－１

2294 食堂、レストラン、喫茶店等 ミルク工房奥越前 六呂師 高原の時計台 大野市 南六呂師169字東上谷野

2295 食堂、レストラン、喫茶店等 めん亭 いろは栄 大野市 春日155ー14ー1

2296 食堂、レストラン、喫茶店等 めん六や　信頼の森福井大野店 大野市 春日157号4番地1　ダイナム信頼の森福井大野店敷地内

2297 食堂、レストラン、喫茶店等 モモンガコーヒー 大野市 元町8-17

2298 食堂、レストラン、喫茶店等 やきとり居酒屋　秀吉 大野市 月美町15-9

2299 食堂、レストラン、喫茶店等 ラ　グロッタ　アズーラ 大野市 若杉町1302

2300 食堂、レストラン、喫茶店等 ラブリー牧場 みるくの郷 大野市 蕨生137-21-1

2301 食堂、レストラン、喫茶店等 リゾートひぐらし 大野市 清瀧１２３－９

2302 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン　しゃくなげ 大野市 朝日前坂２７

2303 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン　ときわ 大野市 友江12-6

2304 食堂、レストラン、喫茶店等 レストランたかは 大野市 月美町6-14

2305 食堂、レストラン、喫茶店等 ログカフェー フランボワーズ 大野市 中津川23-19-2
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2306 食堂、レストラン、喫茶店等 愛来屋 大野市 元町2-1

2307 食堂、レストラン、喫茶店等 一品料理　長谷川 大野市 桜塚町1008

2308 食堂、レストラン、喫茶店等 縁 大野市 右近次郎40-72

2309 食堂、レストラン、喫茶店等 横町スタジオ 大野市 日吉町1-7

2310 食堂、レストラン、喫茶店等 加藤商店 大野市 伏石13-5

2311 食堂、レストラン、喫茶店等 歌謡喫茶　ポポ 大野市 中狭１－１５

2312 食堂、レストラン、喫茶店等 火の鳥 大野市 中保22-1-1

2313 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹杉 大野市 有明町21-20

2314 食堂、レストラン、喫茶店等 株式会社南部酒造場 大野市 元町６番１０号

2315 食堂、レストラン、喫茶店等 亀寿堂 大野市 大野市城町２－１１

2316 食堂、レストラン、喫茶店等 亀平 大野市 大和町3-15

2317 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶 ウィンデイ 大野市 朝日35-3-5

2318 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶　バロック 大野市 陽明町1丁目1109

2319 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶　プリティー 大野市 下山63-2-24

2320 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶コロコロ 大野市 水落5-12

2321 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶セピア 大野市 中挾3-1102

2322 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶とっど 大野市 中保18-35-1

2323 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　ひろけん 大野市 大野市日吉町

2324 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋 和ちゃん 大野市 月美町6-13

2325 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋 和火 大野市 茜町205

2326 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋Ajiko 大野市 水落町5-12

2327 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋Ｊ 大野市 神明町203

2328 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋楽家 大野市 若杉町1112

2329 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒家　ひろけん 大野市 日吉町4-8

2330 食堂、レストラン、喫茶店等 魚きん（野呂魚店） 大野市 木本58-23

2331 食堂、レストラン、喫茶店等 魚忠 大野市 本町2-9

2332 食堂、レストラン、喫茶店等 郷土料理ときわ 大野市 元町５－１８

2333 食堂、レストラン、喫茶店等 古民家レストラン　茶屋おがまち 大野市 明倫町6-29

2334 食堂、レストラン、喫茶店等 娯楽 大野市 国時町107

2335 食堂、レストラン、喫茶店等 荒島テラス 大野市 蕨生137-21-1

2336 食堂、レストラン、喫茶店等 雑貨cafe　nio 大野市 友江12-7-1

2337 食堂、レストラン、喫茶店等 手打ちうどん真邑 大野市 中保9-12-19

2338 食堂、レストラン、喫茶店等 手打ちそば処  七間本陣 大野市 元町3-20

2339 食堂、レストラン、喫茶店等 寿し久 大野市 元町6-5

2340 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉大野店 大野市 春日3丁目1-31

2341 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　輝 大野市 春日１７４－７－６

2342 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　娯楽 大野市 国時町107

2343 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　大道園 大野市 吉野町115

2344 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉とんちゃんのおおみ 大野市 弥生町１－２０　ケンゾービル１Ｆ

2345 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉の店　おおみ 大野市 元町2-7

2346 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉六間星山本店 大野市 元町13-2

2347 食堂、レストラン、喫茶店等 笑人堂 大野市 元町5-23

2348 食堂、レストラン、喫茶店等 浄法寺屋 大野市 本町6-24

2349 食堂、レストラン、喫茶店等 創作居酒屋　まさやん 大野市 春日3丁目10-3

2350 食堂、レストラン、喫茶店等 多恋人 大野市 中挟3丁目1402市営住宅一305

2351 食堂、レストラン、喫茶店等 大野食堂 大野市 要町３‐９

2352 食堂、レストラン、喫茶店等 竹田家 大野市 本町4-5

2353 食堂、レストラン、喫茶店等 茶美 大野市 蕨生136-6-1

2354 食堂、レストラン、喫茶店等 田嶋屋 大野市 新庄19-19-1

2355 食堂、レストラン、喫茶店等 田野屋 大野市 陽明１－８０２－５

2356 食堂、レストラン、喫茶店等 道の駅　越前おおの荒島の郷　大野三昧 大野市 大野市蕨生137-21-1

2357 食堂、レストラン、喫茶店等 呑処桃太郎 大野市 有明町19-14

2358 食堂、レストラン、喫茶店等 二番ラーメン 大野市 南新在家2-9

2359 食堂、レストラン、喫茶店等 二番ラーメン中津川店 大野市 元町５－４

2360 食堂、レストラン、喫茶店等 福そば　本店 大野市 元町11－4

2361 食堂、レストラン、喫茶店等 福そば　陽明店 大野市 友江１３字

2362 食堂、レストラン、喫茶店等 平成大野屋　洋館 大野市 元町1-2

2363 食堂、レストラン、喫茶店等 本格炭火焼料理　一 大野市 弥生町1-17

2364 食堂、レストラン、喫茶店等 毎川金花堂 大野市 新庄14－16－2

2365 食堂、レストラン、喫茶店等 味の王様　大野店 大野市 美川町9-19

2366 食堂、レストラン、喫茶店等 味処けんちゃん 大野市 天神町5-9

2367 食堂、レストラン、喫茶店等 名水手打そば　お清水 大野市 泉町3-8

2368 食堂、レストラン、喫茶店等 麺屋ぜん 大野市 日吉町１８－１２

2369 食堂、レストラン、喫茶店等 里乃寿し 大野市 陽明町1-512

2370 食堂、レストラン、喫茶店等 和・伊・酒・場　だんらん 大野市 月美町３－１０

2371 食堂、レストラン、喫茶店等 燻 大野市 有明町19-6
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2372 食堂、レストラン、喫茶店等 絆 大野市 明倫町11-8popolo.5内

2373 食堂、レストラン、喫茶店等 鮨江戸文 大野市 陽明町３－９０３

2374 食堂、レストラン、喫茶店等 8番らーめん勝山店 勝山市 郡町2-7-22

2375 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR　icoina 勝山市 遅羽町比島33-1-2

2376 食堂、レストラン、喫茶店等 BISTRO gino' 勝山市 沢町2ー7ー27ハッピー商店街

2377 食堂、レストラン、喫茶店等 CAFE & RESTAURANT HUTTE 勝山市 郡町2丁目40

2378 食堂、レストラン、喫茶店等 CAFE AND RESTAURANT HUTTE 勝山市 郡町2丁目40

2379 食堂、レストラン、喫茶店等 cafeいとか 勝山市 旭町2丁目763番

2380 食堂、レストラン、喫茶店等 catvillage  キャットヴィレッヂ 勝山市 村岡町浄土寺38-12

2381 食堂、レストラン、喫茶店等 COUNTRY CAFE そら 勝山市 鹿谷町本郷46-19-4

2382 食堂、レストラン、喫茶店等 DINO CAFE 勝山市 村岡町寺尾51-11　県立恐竜博物館内

2383 食堂、レストラン、喫茶店等 GooGoo 勝山市 170-70

2384 食堂、レストラン、喫茶店等 ＨＡＭＢＵＲＧＥＲＳ　ＣＡＦＥ　ＮＡ 勝山市 本町2-2-27

2385 食堂、レストラン、喫茶店等 Harp Café KISSAKO 勝山市 片瀬50-1-1

2386 食堂、レストラン、喫茶店等 NALU 勝山市 勝山市本町2-2-27

2387 食堂、レストラン、喫茶店等 NECOYA 勝山市 上高島12-2

2388 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉勝山店 勝山市 勝山市本町3-6

2389 食堂、レストラン、喫茶店等 旭町あら井や 勝山市 旭町2-1-3

2390 食堂、レストラン、喫茶店等 あら井や料理店 勝山市 本町3-3-4

2391 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋まさぼー 勝山市 勝山市沢町1-6-29

2392 食堂、レストラン、喫茶店等 インド料理　SWAAD 勝山市 勝山市荒土町伊波26-13-1

2393 食堂、レストラン、喫茶店等 ウインドブレイク 勝山市 170-70

2394 食堂、レストラン、喫茶店等 魚清 勝山市 本町2-6-3

2395 食堂、レストラン、喫茶店等 魚島田 勝山市 下毛屋2-7-5

2396 食堂、レストラン、喫茶店等 魚千京 勝山市 元町3丁目8-58

2397 食堂、レストラン、喫茶店等 魚山内 勝山市 鹿谷町保田99-5

2398 食堂、レストラン、喫茶店等 魚よね 勝山市 元町2-11-9

2399 食堂、レストラン、喫茶店等 おいしい、ちよ鶴 勝山市 本町2丁目4-2

2400 食堂、レストラン、喫茶店等 おおもりや 勝山市 沢町2-7-27

2401 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事＆喫茶ゆかり 勝山市 元町3-6-23

2402 食堂、レストラン、喫茶店等 楓 勝山市 勝山市鹿谷町発坂11-37

2403 食堂、レストラン、喫茶店等 花月楼 勝山市 本町2-6-21

2404 食堂、レストラン、喫茶店等 勝食 勝山市 郡町1-264

2405 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ&バーHIJIRI 勝山市 元町1丁目11-17

2406 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ＆ランチ　ムロ 勝山市 立川町1-16-16

2407 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ＆レストラン　ハッピー 勝山市 旭町2-1-18

2408 食堂、レストラン、喫茶店等 株式会社六千坊 勝山市 勝山市平泉寺町平泉寺41-8と之蔵内

2409 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ鶯 勝山市 勝山市遅羽町ほうき52-1

2410 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶　香音 勝山市 勝山市本町4-7-21

2411 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶スナック　ふみ 勝山市 本町１－９－３８

2412 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶＆食房はるか 勝山市 勝山市郡町2-3-25

2413 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶スナック　ふじ 勝山市 栄町4-4-24

2414 食堂、レストラン、喫茶店等 銀寿司 勝山市 栄町4-3-53

2415 食堂、レストラン、喫茶店等 グランドカフェ 勝山市 170-70

2416 食堂、レストラン、喫茶店等 厨ぼうず 勝山市 勝山市長山町1-5-50

2417 食堂、レストラン、喫茶店等 グリルやまだ 勝山市 郡町1丁目2-18

2418 食堂、レストラン、喫茶店等 ごはん屋ごっつぉ 勝山市 滝波町5丁目314

2419 食堂、レストラン、喫茶店等 ザウルスキッチン 勝山市 村岡町寺尾51-11

2420 食堂、レストラン、喫茶店等 魚七 勝山市 荒土町松田30-20

2421 食堂、レストラン、喫茶店等 酒処　風林 勝山市 本町3丁目4-12

2422 食堂、レストラン、喫茶店等 佐助 勝山市 芳野町2丁目1-64

2423 食堂、レストラン、喫茶店等 サバラン 勝山市 元町１－６－１６

2424 食堂、レストラン、喫茶店等 参千番 勝山市 勝山市本町1-5-27

2425 食堂、レストラン、喫茶店等 旬彩酒坊　禅や 勝山市 勝山市旭町2-3-7

2426 食堂、レストラン、喫茶店等 ジョイントカフェ 勝山市 170-70

2427 食堂、レストラン、喫茶店等 食庵おり田 勝山市 毛屋町1611

2428 食堂、レストラン、喫茶店等 スタンド よっちゃん 勝山市 沢町2-11-24

2429 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック  ローズ 勝山市 沢町2-7-27

2430 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック　麻里 勝山市 滝波町4丁目１１０２

2431 食堂、レストラン、喫茶店等 スナックアマン 勝山市 郡町1丁目233

2432 食堂、レストラン、喫茶店等 炭火串焼き串揚げ一克 勝山市 本町1丁目４－４

2433 食堂、レストラン、喫茶店等 節ちゃんの店 勝山市 勝山市本町1-6-30

2434 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処まつや 勝山市 平泉寺町平泉寺65-7

2435 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処　天心 勝山市 郡町2-6-26

2436 食堂、レストラン、喫茶店等 蕎麦花亭 勝山市 旭町1丁目3-17

2437 食堂、レストラン、喫茶店等 ダイニング＆カラオケてっぱん 勝山市 滝波町2-119
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2438 食堂、レストラン、喫茶店等 田中屋 勝山市 北郷町東野40-13-2

2439 食堂、レストラン、喫茶店等 たまご工房　エグエグ 勝山市 昭和町1丁目7-40ゆめおーれ勝山内

2440 食堂、レストラン、喫茶店等 長兵衛 勝山市 片瀬2-515

2441 食堂、レストラン、喫茶店等 つちカフェ 勝山市 本町4丁目2-36

2442 食堂、レストラン、喫茶店等 手打ちそば　どうせき 勝山市 勝山市元町1-5-22

2443 食堂、レストラン、喫茶店等 てっぱん 勝山市 滝波町2-119

2444 食堂、レストラン、喫茶店等 天 勝山市 勝山市元町1-2-3

2445 食堂、レストラン、喫茶店等 東郷 勝山市 昭和町1-1-33

2446 食堂、レストラン、喫茶店等 徳兵衛 勝山市 郡町3-101

2447 食堂、レストラン、喫茶店等 なごや 勝山市 旭町2-1-5

2448 食堂、レストラン、喫茶店等 バーベキューガーデン 勝山市 170-70

2449 食堂、レストラン、喫茶店等 ビーチテラス 勝山市 170-70

2450 食堂、レストラン、喫茶店等 ピザファームキッチン 勝山市 片瀬町2丁目515

2451 食堂、レストラン、喫茶店等 秘密基地（けいたこ分） 勝山市 滝波町1-103-1

2452 食堂、レストラン、喫茶店等 福井ふるさと茶屋「旧青木家」 勝山市 平泉寺町平泉寺56-3

2453 食堂、レストラン、喫茶店等 福彩り食堂のむら屋 勝山市 元町2-13-32

2454 食堂、レストラン、喫茶店等 福の依 勝山市 勝山市本町2-2-34

2455 食堂、レストラン、喫茶店等 まえだ 勝山市 本町2-9-7

2456 食堂、レストラン、喫茶店等 道の駅九頭龍テラス 勝山市 荒土町松ヶ崎1-17

2457 食堂、レストラン、喫茶店等 みどり亭 勝山市 遅羽町比島３３－１

2458 食堂、レストラン、喫茶店等 味楽 勝山市 郡町1-2-52

2459 食堂、レストラン、喫茶店等 むった～のクレープ屋さん 勝山市 本町1丁目8-5-2

2460 食堂、レストラン、喫茶店等 名物たこやき なっちゃんち 勝山市 元町1-7-28　サンプラザ内

2461 食堂、レストラン、喫茶店等 めん工房　きふね 勝山市 平泉寺町平泉寺114-63

2462 食堂、レストラン、喫茶店等 めん六や　福井勝山店 勝山市 荒土町松田22字西下丹保4番地　ダイナム福井勝山店敷地内

2463 食堂、レストラン、喫茶店等 やく志や 勝山市 沢町2-9-10

2464 食堂、レストラン、喫茶店等 やく志屋 勝山市 沢町2-9-10

2465 食堂、レストラン、喫茶店等 有限会社扇家 勝山市 元町1-14-21

2466 食堂、レストラン、喫茶店等 ユトリ珈琲店勝山店 勝山市 元町1-7-28　サンプラザ内

2467 食堂、レストラン、喫茶店等 ユトリ珈琲店　勝山サンプラザ店 勝山市 勝山市元町1丁目７－２８

2468 食堂、レストラン、喫茶店等 与志美鮨 勝山市 勝山市本町3-2-8

2469 食堂、レストラン、喫茶店等 ラーメン多弐家勝山店 勝山市 沢町2-7-27

2470 食堂、レストラン、喫茶店等 ラブリー牧場みるく茶屋 勝山市 平泉寺町平泉寺85-26-1

2471 食堂、レストラン、喫茶店等 ランパル 勝山市 元町1-7-28　サンプラザ内

2472 食堂、レストラン、喫茶店等 ルーチェ 勝山市 猪野13―4―4

2473 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン　幸福駅 勝山市 片瀬町2-119

2474 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン　フェスティーボ 勝山市 片瀬町2丁目114

2475 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン幸福駅 勝山市 片瀬町2－120

2476 食堂、レストラン、喫茶店等 六ぷく 勝山市 昭和町1-6-57

2477 食堂、レストラン、喫茶店等 伊炉里 勝山市 170-70

2478 食堂、レストラン、喫茶店等 越前そば処　勝食 勝山市 郡町一丁目264

2479 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮アトム勝山店 勝山市 長山町二丁目7ー20

2480 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹　峰 勝山市 郡町１－２３０

2481 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　佐助 勝山市 芳野町2丁目1-64

2482 食堂、レストラン、喫茶店等 魚玉木 勝山市 芳野町１丁目４－９

2483 食堂、レストラン、喫茶店等 魚治 勝山市 沢町１－４－２１

2484 食堂、レストラン、喫茶店等 魚中五 勝山市 元町２丁目2-3

2485 食堂、レストラン、喫茶店等 魚島田　パセリ 勝山市 下毛屋２－７－５

2486 食堂、レストラン、喫茶店等 魚南部 勝山市 栄町1-3-15

2487 食堂、レストラン、喫茶店等 魚白木 勝山市 沢町1丁目6ー9

2488 食堂、レストラン、喫茶店等 御食事処　柊 勝山市 郡田3-503

2489 食堂、レストラン、喫茶店等 手打ちそば八助 勝山市 栄町1-1-8

2490 食堂、レストラン、喫茶店等 秀寿司 勝山市 本町1-6-29

2491 食堂、レストラン、喫茶店等 旬彩酒坊 禅や 勝山市 旭町2丁目3-7

2492 食堂、レストラン、喫茶店等 勝山温泉センター水芭蕉カフェ 勝山市 村岡町浄土寺30-11

2493 食堂、レストラン、喫茶店等 庄兵衛 勝山市 滝波町3丁目206

2494 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　万賛館 勝山市 沢町2-7-27

2495 食堂、レストラン、喫茶店等 星乃蔵 勝山市 平泉寺町笹尾７－８－１

2496 食堂、レストラン、喫茶店等 石挽き蕎麦 好太郎 勝山市 鹿谷町保田98-7-2

2497 食堂、レストラン、喫茶店等 谷よし 勝山市 本町2丁目5-2

2498 食堂、レストラン、喫茶店等 竹留 勝山市 沢町1-7-22

2499 食堂、レストラン、喫茶店等 白山平泉寺どじょう 勝山市 平泉寺町平泉寺112-10-2

2500 食堂、レストラン、喫茶店等 服部 勝山市 鹿谷町保田97-23

2501 食堂、レストラン、喫茶店等 福井ふるさと茶屋　縄文の里 勝山市 遅羽町比島33-1

2502 食堂、レストラン、喫茶店等 福彩り食堂　のむら屋 勝山市 元町２丁目13-32

2503 食堂、レストラン、喫茶店等 名物たこ焼 なっちゃんち 勝山市 元町１ー７ー２８ サンプラザ内
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2504 食堂、レストラン、喫茶店等 蘭月 勝山市 長山町1丁目2―18

2505 食堂、レストラン、喫茶店等 ＆Lib. 鯖江市 東鯖江３－５－３

2506 食堂、レストラン、喫茶店等 8番らーめん鯖江店 鯖江市 北野町11-10

2507 食堂、レストラン、喫茶店等 8番らーめん鯖江東店 鯖江市 東鯖江1丁目112

2508 食堂、レストラン、喫茶店等 8番らーめん神明店 鯖江市 幸町2丁目5-23

2509 食堂、レストラン、喫茶店等 amabile 鯖江市 新横江1-5-12

2510 食堂、レストラン、喫茶店等 bar Greed 鯖江市 小黒町1-5-5 レジデンス西山　テナントA

2511 食堂、レストラン、喫茶店等 BEAUTY&CAFE JURAKU 鯖江市 下河端町4-6-1

2512 食堂、レストラン、喫茶店等 cachette 鯖江市 下野田町34-2-6

2513 食堂、レストラン、喫茶店等 café＆lunch ここる 鯖江市 桜町2丁目７－１

2514 食堂、レストラン、喫茶店等 café＆sweets　ここる 鯖江市 日の出町１－２

2515 食堂、レストラン、喫茶店等 CHIKEETA 鯖江市 鳥羽3丁目1133-2

2516 食堂、レストラン、喫茶店等 coffee shop HONANO 鯖江市 舟津町1-1-12

2517 食堂、レストラン、喫茶店等 ｅｖｉｖｖａ 鯖江市 丸山町１丁目3-11

2518 食堂、レストラン、喫茶店等 green parlour ベルベール 鯖江市 小黒町1-5-3

2519 食堂、レストラン、喫茶店等 happy  cafe 鯖江市 東鯖江2丁目７－１６

2520 食堂、レストラン、喫茶店等 kitchen & bar FREE 鯖江市 本町2-2-19

2521 食堂、レストラン、喫茶店等 ＫＵＭＡ 鯖江市 有定町3-3-14

2522 食堂、レストラン、喫茶店等 Lantern　Bear 鯖江市 鯖江市神明町１－７－５

2523 食堂、レストラン、喫茶店等 pipari楽 鯖江市 本町2丁目2-21　みのわビル1階

2524 食堂、レストラン、喫茶店等 Pocapocca 鯖江市 水落町2-5-38

2525 食堂、レストラン、喫茶店等 PUNTO 鯖江市 神明町5丁目4-62

2526 食堂、レストラン、喫茶店等 RAMEN W さばえ店 鯖江市 北野町14-8

2527 食堂、レストラン、喫茶店等 REGALO 鯖江市 吉江町411-1

2528 食堂、レストラン、喫茶店等 ＳＬＩＭ 鯖江市 横江町１丁目７０１

2529 食堂、レストラン、喫茶店等 TRUMP 鯖江市 水落町1-13-18

2530 食堂、レストラン、喫茶店等 あじ彩　アル・プラザ鯖江店 鯖江市 下河端町16下町16番1

2531 食堂、レストラン、喫茶店等 イタリア料理 ヴィヴァーチェ 鯖江市 神明町4丁目7-21

2532 食堂、レストラン、喫茶店等 いとや 鯖江市 幸町1丁目５－１

2533 食堂、レストラン、喫茶店等 いなり屋　一咲 鯖江市 五郎丸町102-1 堀ビル1階

2534 食堂、レストラン、喫茶店等 うたごえ喫茶　ふれあい　鯖江店 鯖江市 北野町2-19-23

2535 食堂、レストラン、喫茶店等 うち田んち 鯖江市 小黒町2-6-1

2536 食堂、レストラン、喫茶店等 エイトセンス 鯖江市 東鯖江4丁目4-36

2537 食堂、レストラン、喫茶店等 おふくろ寿司 鯖江市 新横江１丁目2ー207

2538 食堂、レストラン、喫茶店等 おもちゃの図書館＆雑貨カフェ Petit 鯖江市 下氏家町6-15-1

2539 食堂、レストラン、喫茶店等 お好みハウス　セレネ・帛 鯖江市 日の出町1-18

2540 食堂、レストラン、喫茶店等 お好み焼き ちせん 鯖江市 つつじヶ丘町１－２

2541 食堂、レストラン、喫茶店等 お好み焼き　笑庵 鯖江市 住吉町1丁目1-20

2542 食堂、レストラン、喫茶店等 お好み焼き焼きそば このみ 鯖江市 桜町2-8-19

2543 食堂、レストラン、喫茶店等 お酒処 知代 鯖江市 住吉町2丁目10番15号

2544 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事＆喫茶みのわ 鯖江市 二丁掛町1-6-35

2545 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　ふたばや 鯖江市 神明２丁目８－９

2546 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　よしだ 鯖江市 住吉町３丁目５－１５

2547 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　佳 鯖江市 杉本町30-14-3

2548 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処まこと 鯖江市 鯖江市東鯖江1丁目4-18

2549 食堂、レストラン、喫茶店等 お料理　ぬの家 鯖江市 水落町3丁目2-17

2550 食堂、レストラン、喫茶店等 ガスト　鯖江店 鯖江市 糺町３３号１番９号

2551 食堂、レストラン、喫茶店等 がったねーら 鯖江市 幸町2-5-23

2552 食堂、レストラン、喫茶店等 かつや福井鯖江店 鯖江市 小黒町3-101

2553 食堂、レストラン、喫茶店等 かつ時鯖江店 鯖江市 下川端町6-15-5

2554 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ　イル　ヴェンティチェッロ 鯖江市 舟津町２丁目３－１４

2555 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ・ド・ＢＯＸ 鯖江市 住吉町3-12-24

2556 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケバー美鈴 鯖江市 新横江1丁目5-12丸福ビル

2557 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶店  ぐれーす 鯖江市 横江町2－1－5

2558 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ居酒屋せん 鯖江市 吉江町15-72-6

2559 食堂、レストラン、喫茶店等 からだあいかん 鯖江市 新横江１丁目514

2560 食堂、レストラン、喫茶店等 カルビ大将鯖江店 鯖江市 下河端町6-15-5

2561 食堂、レストラン、喫茶店等 カレーハウスCoCo壱番屋鯖江有定町店 鯖江市 有定町3丁目501

2562 食堂、レストラン、喫茶店等 かわだ尾花屋まちライブラリーWarashi 鯖江市 河和田町19－1－9

2563 食堂、レストラン、喫茶店等 かんきち鯖江本店 鯖江市 三六町1-14-6

2564 食堂、レストラン、喫茶店等 かんすけ 鯖江市 小黒町1-3-28

2565 食堂、レストラン、喫茶店等 キャンドル 鯖江市 水落町1丁目12－11

2566 食堂、レストラン、喫茶店等 くじら珈琲 鯖江市 鯖江市神明町1丁目8-12

2567 食堂、レストラン、喫茶店等 くつ呂木 鯖江市 定次町4-10

2568 食堂、レストラン、喫茶店等 グリルセピア 鯖江市 水落町3-8-25

2569 食堂、レストラン、喫茶店等 ケンタッキーフライドチキン　アル・プ 鯖江市 下河端町16－16－1　１F
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2570 食堂、レストラン、喫茶店等 ごう　鯖江店 鯖江市 五郎丸町235

2571 食堂、レストラン、喫茶店等 ゴールデンカップ 鯖江市 神中町2-1-16

2572 食堂、レストラン、喫茶店等 ココグリル 鯖江市 北野町16-1

2573 食堂、レストラン、喫茶店等 ココス鯖江店 鯖江市 下河端町16下町16-1

2574 食堂、レストラン、喫茶店等 こっしぇるん。かふぇ 鯖江市 水落町2丁目25-28

2575 食堂、レストラン、喫茶店等 ごはんや Temana 鯖江市 丸山町1丁目6-25

2576 食堂、レストラン、喫茶店等 コメダ珈琲店鯖江店 鯖江市 神明町3丁目10-20

2577 食堂、レストラン、喫茶店等 サーティワンアイスクリーム　アル・プ 鯖江市 下河端町16-16-1

2578 食堂、レストラン、喫茶店等 さくら 鯖江市 中野町233-11

2579 食堂、レストラン、喫茶店等 サバエ・シティーホテル　イル・ヴィ 鯖江市 桜町3丁目3-3

2580 食堂、レストラン、喫茶店等 サプナ鯖江店 鯖江市 水落町1-14-13

2581 食堂、レストラン、喫茶店等 サロンドグテ 鯖江市 丸山町

2582 食堂、レストラン、喫茶店等 しゅんしゅんめん 鯖江市 東鯖江1-506

2583 食堂、レストラン、喫茶店等 ジョリーパスタ鯖江店 鯖江市 神中町2丁目2番13号

2584 食堂、レストラン、喫茶店等 スイーツ＆カフェ Blanc(ぶらん) 鯖江市 丸山町２－７－１３

2585 食堂、レストラン、喫茶店等 すき家　鯖江神明店 鯖江市 北野町18-11

2586 食堂、レストラン、喫茶店等 すき家　鯖江北野店 鯖江市 北野町第18号10番地

2587 食堂、レストラン、喫茶店等 スシハウス潮 鯖江市 丸山町1-6-22

2588 食堂、レストラン、喫茶店等 スシロー鯖江店 鯖江市 下河端町23-4-1

2589 食堂、レストラン、喫茶店等 すし処よかろ 鯖江市 有定町3丁目2-9

2590 食堂、レストラン、喫茶店等 すたみな太郎　鯖江店 鯖江市 宮前2丁目500

2591 食堂、レストラン、喫茶店等 ステーキハウス十三 鯖江市 小黒町２－１１

2592 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック 絆 鯖江市 日の出町2-1　駅前ビル　1F

2593 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック幸 鯖江市 糺町27-2-8

2594 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処　おはぐろ 鯖江市 鯖江市吉江町１８－３１－４

2595 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処 二男坊 鯖江市 吉江町512

2596 食堂、レストラン、喫茶店等 そらば亭 鯖江市 別所町36-22-1

2597 食堂、レストラン、喫茶店等 たこ焼きハウス小麦っ娘 鯖江市 日の出町2-1

2598 食堂、レストラン、喫茶店等 たこ焼きめだか 鯖江市 桜町1-5-9

2599 食堂、レストラン、喫茶店等 タビーズ 鯖江市 丸山町1-2-14

2600 食堂、レストラン、喫茶店等 タベルナソリッゾ 鯖江市 有定町3-2-28

2601 食堂、レストラン、喫茶店等 たんぽぽ 鯖江市 西袋町39-1-1

2602 食堂、レストラン、喫茶店等 テキサスハンズ鯖江店 鯖江市 有定３丁目2-12

2603 食堂、レストラン、喫茶店等 てつや 鯖江市 西袋町38-2-1

2604 食堂、レストラン、喫茶店等 ときの蔵 鯖江市 新横江2丁目2-1

2605 食堂、レストラン、喫茶店等 ドトールコーヒーショップ　アルプラザ 鯖江市 下河端町16-16-1

2606 食堂、レストラン、喫茶店等 トマトアンドオニオン鯖江インター 鯖江市 柳町4-10-24

2607 食堂、レストラン、喫茶店等 ドミノピザ鯖江三六町店 鯖江市 三六町1-1508

2608 食堂、レストラン、喫茶店等 トレーラーハウス福井 鯖江市 柳町4丁目11-21

2609 食堂、レストラン、喫茶店等 トレーラー珈琲 鯖江市 柳町4丁目11-21

2610 食堂、レストラン、喫茶店等 とんとんびょうし鯖江店 鯖江市 神中町2-3-51

2611 食堂、レストラン、喫茶店等 なか卯　鯖江五郎丸店 鯖江市 横江町2-6-9

2612 食堂、レストラン、喫茶店等 バースワサント 鯖江市 日の出町2-1駅前ビル3階

2613 食堂、レストラン、喫茶店等 はなまるうどん８号線鯖江店 鯖江市 神中2丁目57

2614 食堂、レストラン、喫茶店等 はま寿司　8号鯖江店 鯖江市 下河端町323番

2615 食堂、レストラン、喫茶店等 びすとろ　も・談屋 鯖江市 糺町25-12-2

2616 食堂、レストラン、喫茶店等 ピソリーノ鯖江店 鯖江市 宮前1-419

2617 食堂、レストラン、喫茶店等 ひっぱり凧ヒロくんの店 鯖江市 北中町227

2618 食堂、レストラン、喫茶店等 ビリオン珈琲　鯖江 鯖江市 小黒町3丁目901

2619 食堂、レストラン、喫茶店等 ベルジェ・ダルカディ弁慶堂 鯖江市 柳町4-1-16

2620 食堂、レストラン、喫茶店等 ほおずき 鯖江市 東鯖江１－4－21

2621 食堂、レストラン、喫茶店等 ほっかほっか亭　鯖江店 鯖江市 小黒町2-4-1

2622 食堂、レストラン、喫茶店等 ほやっ停 鯖江市 福井県鯖江市莇生田町１２－１－１

2623 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド鯖江アルプラザ店 鯖江市 下河端町１６字下町１６－１

2624 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド鯖江神明店 鯖江市 幸町２丁目５ー２８

2625 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド西鯖江店 鯖江市 有定町１－１０１０

2626 食堂、レストラン、喫茶店等 まるちゃんらーめん 鯖江市 神明1-7-6

2627 食堂、レストラン、喫茶店等 まるやまパートⅡ 鯖江市 鳥羽3丁目1-27-1

2628 食堂、レストラン、喫茶店等 みき 鯖江市 長泉寺町2-9-9

2629 食堂、レストラン、喫茶店等 みきちゃんラーメン 鯖江市 糺町106

2630 食堂、レストラン、喫茶店等 みきのや 鯖江市 東米岡1丁目3-11

2631 食堂、レストラン、喫茶店等 みどりや 鯖江市 石田上町４４－１０

2632 食堂、レストラン、喫茶店等 むつのはな 鯖江市 河和田町24-13

2633 食堂、レストラン、喫茶店等 むらさ木亭 鯖江市 水落町3-10-24

2634 食堂、レストラン、喫茶店等 メゾン・ド・レトワール 鯖江市 桜町２丁目６－１２

2635 食堂、レストラン、喫茶店等 めん処・食房藤榮 鯖江市 上鯖江１丁目１－１５
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2636 食堂、レストラン、喫茶店等 めん房つるつる　水落店 鯖江市 水落町２丁目２９－２

2637 食堂、レストラン、喫茶店等 モスバーガー鯖江店 鯖江市 東鯖江1丁目105

2638 食堂、レストラン、喫茶店等 モノカフェ・パール・エスポワール 鯖江市 瓜生町5-1-1

2639 食堂、レストラン、喫茶店等 やきとりの名門　秋吉　神明店 鯖江市 三六町１丁目１３－８

2640 食堂、レストラン、喫茶店等 やよい軒福井鯖江店 鯖江市 新横江1丁目124

2641 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん岩本屋東鯖江店 鯖江市 東鯖江2－2－1

2642 食堂、レストラン、喫茶店等 ラシーク 鯖江市 上野田町4-45

2643 食堂、レストラン、喫茶店等 らぶ 鯖江市 有定町２丁目６－１

2644 食堂、レストラン、喫茶店等 リトルデコ 鯖江市 宮前２丁目18-5

2645 食堂、レストラン、喫茶店等 料亭　中松 鯖江市 旭町1丁目5-3

2646 食堂、レストラン、喫茶店等 リレーション 鯖江市 旭町4-1-13

2647 食堂、レストラン、喫茶店等 れすとらん神明苑 鯖江市 神明町2-8-4

2648 食堂、レストラン、喫茶店等 レンタルスペース&ちょこっとかふぇ　 鯖江市 水落町2丁目8-14

2649 食堂、レストラン、喫茶店等 わかば 鯖江市 舟津町1-6-1

2650 食堂、レストラン、喫茶店等 わらび鯖江店 鯖江市 小黒町1-5-16

2651 食堂、レストラン、喫茶店等 茜 鯖江市 柳町３丁目９－６

2652 食堂、レストラン、喫茶店等 越前生そば　ながと 鯖江市 横江町2丁目305

2653 食堂、レストラン、喫茶店等 花湖 鯖江市 杉本町21-10-4

2654 食堂、レストラン、喫茶店等 華紋 鯖江市 神中町３丁目5-30

2655 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮・肉料理　ぴーぷ留 鯖江市 丸山町2丁目１－２６

2656 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮アトム鯖江店 鯖江市 柳町4-714

2657 食堂、レストラン、喫茶店等 楽歌　megu 鯖江市 北野町1丁目12 -19

2658 食堂、レストラン、喫茶店等 楽呑宴唄　よしみ 鯖江市 水落町３丁目８－２０

2659 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹 おば田 鯖江市 つつじヶ丘15の１

2660 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹はせ川 鯖江市 水落町二丁目16-25

2661 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹はせ川 鯖江市 水落町2丁目16-25

2662 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹よしのり 鯖江市 丸山町1-3-13

2663 食堂、レストラン、喫茶店等 釜めし専門店　釜蔵 鯖江市 柳町4丁目521

2664 食堂、レストラン、喫茶店等 韓丼　鯖江 鯖江市 定次町336

2665 食堂、レストラン、喫茶店等 岩橋楼 鯖江市 川去町

2666 食堂、レストラン、喫茶店等 喜酒とUMAMI たけのうち 鯖江市 新横江2丁目2-1

2667 食堂、レストラン、喫茶店等 亀蔵 鯖江市 東鯖江1丁目1-3 MM6ビル

2668 食堂、レストラン、喫茶店等 吉野家　8号線鯖江店 鯖江市 東鯖江1丁目3-2

2669 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶　椀椀 鯖江市 西袋

2670 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶イブ 鯖江市 日の出町２ー１ー110

2671 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶ドルチェ 鯖江市 桜町３丁目７－１５

2672 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶椀椀 鯖江市 西袋町40-1-2(うるしの里会館内)

2673 食堂、レストラン、喫茶店等 牛角　鯖江店 鯖江市 神中町2丁目9-24

2674 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　縁 鯖江市 日の出町2-1 駅前ビル2階

2675 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　柿色 鯖江市 鳥羽3丁目1-27-1  大塚テナント

2676 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　魚八 鯖江市 中野町54-8

2677 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　串政 鯖江市 神明町1-8-14

2678 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋くめちゃん 鯖江市 北中町733-2

2679 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋みーちゃん 鯖江市 有定町2丁目4-29 有定ビル102

2680 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋豆亭 鯖江市 水落三丁目6-9

2681 食堂、レストラン、喫茶店等 魚吉 鯖江市 吉谷町23-16

2682 食堂、レストラン、喫茶店等 魚清 鯖江市 北中町23-33

2683 食堂、レストラン、喫茶店等 魚民　鯖江駅前店 鯖江市 旭町1-1-1　ホテル・アルファーワン鯖江　1階

2684 食堂、レストラン、喫茶店等 京風庵芳家 鯖江市 松成町3-73

2685 食堂、レストラン、喫茶店等 金星Ⅱ 鯖江市 桜町3丁目2-9

2686 食堂、レストラン、喫茶店等 吟座 たまゆら 鯖江市 小黒町2-6-1

2687 食堂、レストラン、喫茶店等 九龍飯店 鯖江市 有定町2丁目4-28-2

2688 食堂、レストラン、喫茶店等 串焼酒房　鳥夢 鯖江市 舟津町4丁目12-21

2689 食堂、レストラン、喫茶店等 鶏っぷ別邸 鯖江市 有定町2-3-2

2690 食堂、レストラン、喫茶店等 月の都のかぐや姫 鯖江市 住吉1-1-20

2691 食堂、レストラン、喫茶店等 権兵衛 鯖江市 本町2-1-22

2692 食堂、レストラン、喫茶店等 古村魚店 鯖江市 下河端町７１－５

2693 食堂、レストラン、喫茶店等 五膳屋　鯖江店 鯖江市 糺町33-5-3

2694 食堂、レストラン、喫茶店等 御園飯店 鯖江市 水落町８－６

2695 食堂、レストラン、喫茶店等 御食事所　ほたる 鯖江市 上河内町19-37-2

2696 食堂、レストラン、喫茶店等 御殿 當田屋 鯖江市 本町1丁目4-10

2697 食堂、レストラン、喫茶店等 合同会社日本まるまるぽよぽよ 鯖江市 三六町1丁目8-13-3 笹原ビル2階

2698 食堂、レストラン、喫茶店等 佐野蕎麦 鯖江市 本町2-2-22藤田ビル１階

2699 食堂、レストラン、喫茶店等 鯖江シホン 鯖江市 鯖江市神明2丁目1-12

2700 食堂、レストラン、喫茶店等 鯖江市役所５F食堂 鯖江市 西山町13-1

2701 食堂、レストラン、喫茶店等 三六酒場 まるこめ 鯖江市 三六町1丁目8-13-3
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2702 食堂、レストラン、喫茶店等 山うにの里ほやっ停 鯖江市 莇生田町12-1-1

2703 食堂、レストラン、喫茶店等 旨み処　一笑 鯖江市 桜町1丁目2-11

2704 食堂、レストラン、喫茶店等 自家製麺食堂。鯖の江 鯖江市 持明寺町10-19-3

2705 食堂、レストラン、喫茶店等 漆里庵 鯖江市 片山町7-1-1

2706 食堂、レストラン、喫茶店等 酒菜亭　このみ 鯖江市 宮前2丁目16-14

2707 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉 鯖江店 鯖江市 横江町2-302

2708 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉　小黒店 鯖江市 小黒町2丁目902-1

2709 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉　神明店 鯖江市 三六町1丁目13-8

2710 食堂、レストラン、喫茶店等 春よし 鯖江市 杉本町626-2

2711 食堂、レストラン、喫茶店等 旬肴すぎもと 鯖江市 戸口町

2712 食堂、レストラン、喫茶店等 旬亭まつや 鯖江市 本町１丁目１ー１６

2713 食堂、レストラン、喫茶店等 松やん 鯖江市 御幸町3丁目２の２

2714 食堂、レストラン、喫茶店等 焼きしゃぶ・焼肉　　青昌 鯖江市 東鯖江２丁目9-20

2715 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　春乃家 鯖江市 鯖江市新横江2丁目3-27-2

2716 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　肉料理　華炎 鯖江市 川島町66-27-1

2717 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉きんぐ鯖江店 鯖江市 東鯖江1-202

2718 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉屋阿吽 鯖江市 杉本町29-78

2719 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉芳味 鯖江市 神中町３丁目３－６

2720 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉橙DAI DAI 鯖江市 熊田町14-1-3

2721 食堂、レストラン、喫茶店等 神戸クック・ワールドビュッフェ　パリ 鯖江市 水落町2丁目30-23

2722 食堂、レストラン、喫茶店等 酔ってけ家 鯖江市 日の出町1-10

2723 食堂、レストラン、喫茶店等 星乃珈琲店　鯖江神明店 鯖江市 北野町18-12-1

2724 食堂、レストラン、喫茶店等 西山茶屋 鯖江市 鯖江市桜町2丁目2-23

2725 食堂、レストラン、喫茶店等 惣so 鯖江市 日の出町2-1

2726 食堂、レストラン、喫茶店等 蔵カフェ mon 鯖江市 大野町29-21

2727 食堂、レストラン、喫茶店等 大福 鯖江市 日の出町５－２３

2728 食堂、レストラン、喫茶店等 大門魚店 鯖江市 河和田町17-3-1

2729 食堂、レストラン、喫茶店等 丹波寿司 鯖江市 糺町37-41

2730 食堂、レストラン、喫茶店等 地酒蔵 鯖江市 柳町３丁目２－９

2731 食堂、レストラン、喫茶店等 茶癒SaYu中松 鯖江市 旭町１丁目501

2732 食堂、レストラン、喫茶店等 中華そばRyo 鯖江市 東鯖江1-1-3 MM6ビル1F

2733 食堂、レストラン、喫茶店等 中野商店 鯖江市 日の出町2-1

2734 食堂、レストラン、喫茶店等 鉄板焼NISHIYAMA 鯖江市 長泉寺町1-9-15

2735 食堂、レストラン、喫茶店等 鉄板焼きダイニングVoyage 鯖江市 丸山町　1－2－4

2736 食堂、レストラン、喫茶店等 天喰家 鯖江市 旭町1-8-1-1

2737 食堂、レストラン、喫茶店等 天領そば 鯖江市 沢町２６－４－２

2738 食堂、レストラン、喫茶店等 当り矢 鯖江市 三六町2-1-3

2739 食堂、レストラン、喫茶店等 藤の家 鯖江市 旭町2－2－4

2740 食堂、レストラン、喫茶店等 藤雅 鯖江市 日の出2-1

2741 食堂、レストラン、喫茶店等 豆亭 鯖江市 水落町3丁目6-9

2742 食堂、レストラン、喫茶店等 道とん堀　鯖江 鯖江市 東鯖江1丁目109

2743 食堂、レストラン、喫茶店等 道の駅　西山公園 鯖江市 桜町３丁目９５０

2744 食堂、レストラン、喫茶店等 豚ちんかん鯖江 鯖江市 三六町1-14-7

2745 食堂、レストラン、喫茶店等 呑み食い屋　和か侍 鯖江市 北野町1丁目13-4

2746 食堂、レストラン、喫茶店等 乃坂屋 鯖江市 神明町1-2-21

2747 食堂、レストラン、喫茶店等 白樺 鯖江市 糺町39-64

2748 食堂、レストラン、喫茶店等 美歓園　中華鉄鍋燉 鯖江市 幸町1-5-21

2749 食堂、レストラン、喫茶店等 富士屋会館　　Restaurant＆Cafe FUJI 鯖江市 桜町2-2-22

2750 食堂、レストラン、喫茶店等 風の街わらべ鯖江店 鯖江市 北野町18-8

2751 食堂、レストラン、喫茶店等 福よし 鯖江市 御幸町2-8-6

2752 食堂、レストラン、喫茶店等 豊来園 鯖江市 丸山町

2753 食堂、レストラン、喫茶店等 北時計 鯖江市 下新庄町１７－６１ 

2754 食堂、レストラン、喫茶店等 味見屋 鯖江市 本町2-2-19

2755 食堂、レストラン、喫茶店等 味彩  よしみつ 鯖江市 桜町3丁目3―3

2756 食堂、レストラン、喫茶店等 麺めん処　聴琴亭 鯖江市 下新庄町63-44

2757 食堂、レストラン、喫茶店等 木々亭 鯖江市 丸山町３丁目1-131

2758 食堂、レストラン、喫茶店等 野尻ケイクsweets store 鯖江市 三六町1-5-18

2759 食堂、レストラン、喫茶店等 勇寿し 鯖江市 日の出町5-24

2760 食堂、レストラン、喫茶店等 遊歌 鯖江市 有定町3丁目3-14

2761 食堂、レストラン、喫茶店等 洋食ビストロ　シトラス 鯖江市 有定町2-405

2762 食堂、レストラン、喫茶店等 立ち呑みゴールデン 鯖江市 本町2丁目1-8

2763 食堂、レストラン、喫茶店等 龍宮園 鯖江市 小泉町26-7

2764 食堂、レストラン、喫茶店等 料亭　天狗楼 鯖江市 本町2丁目1番25号

2765 食堂、レストラン、喫茶店等 料理・仕出し　和田屋 鯖江市 西大井町1-13-2

2766 食堂、レストラン、喫茶店等 和・洋・膳仕出しHIKO 鯖江市 小黒町1-3-35

2767 食堂、レストラン、喫茶店等 和田屋 鯖江市 西大井町1-13-2
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2768 食堂、レストラン、喫茶店等 渕上食堂 鯖江市 新横江2丁目5-2-8

2769 食堂、レストラン、喫茶店等 貘の棲む森 鯖江市 東鯖江1-2-16

2770 食堂、レストラン、喫茶店等 餃子の王将　鯖江店 鯖江市 下河端町15-11-1

2771 食堂、レストラン、喫茶店等 impract 鯖江市 本町3丁目2-12  鯖江商工会議所1F

2772 食堂、レストラン、喫茶店等 ８番らーめん金津店 あわら市 大溝3-5-22

2773 食堂、レストラン、喫茶店等 A CUBE Cafe あわら市 春宮1-11

2774 食堂、レストラン、喫茶店等 Assaisonner あわら市 中浜4-9-4

2775 食堂、レストラン、喫茶店等 cafe&bar RED SHOES あわら市 温泉5-1302ハイム松月103

2776 食堂、レストラン、喫茶店等 Cafeぶらっと あわら市 あわら市河間12-21

2777 食堂、レストラン、喫茶店等 Italian bar　salute あわら市 二面33-2-3

2778 食堂、レストラン、喫茶店等 Lily あわら市 舟津45-21-1

2779 食堂、レストラン、喫茶店等 NOBU morimoto あわら市 春宮１丁目２－３３

2780 食堂、レストラン、喫茶店等 Pasta&Wine 1803 あわら市 あわら市温泉5-1803

2781 食堂、レストラン、喫茶店等 Piment あわら市 舟津１０－３２

2782 食堂、レストラン、喫茶店等 Qooooo! あわら市 国影6-51 

2783 食堂、レストラン、喫茶店等 Sereno Ciel あわら市 舟津45-21

2784 食堂、レストラン、喫茶店等 sumiyakistyleKAILUANA あわら市 二面1丁目902

2785 食堂、レストラン、喫茶店等 TENTE毬 あわら市 舟津45-21-1 tモード内

2786 食堂、レストラン、喫茶店等 Woo kYon's Kitchen あわら市 温泉5-1302ハイム松月101号

2787 食堂、レストラン、喫茶店等 あくあ あわら市 温泉3丁目507

2788 食堂、レストラン、喫茶店等 あわらのおやつやさん　Smile factory あわら市 河間9-8

2789 食堂、レストラン、喫茶店等 あわらフルーツランド あわら市 青ノ木43-35-1

2790 食堂、レストラン、喫茶店等 アンビション あわら市 宮谷５７－２－１９

2791 食堂、レストラン、喫茶店等 いしや食堂 あわら市 春宮２丁目2-34

2792 食堂、レストラン、喫茶店等 おかもと菓舗 あわら市 堀江十楽1-20-2

2793 食堂、レストラン、喫茶店等 おでん酒Bar IPPO あわら市 温泉3丁目201

2794 食堂、レストラン、喫茶店等 オモニの家 あわら市 二面34号59番地

2795 食堂、レストラン、喫茶店等 おやじのフレンチてつ あわら市 温泉1-203

2796 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ&スナック　トトロ あわら市 舟津45-21 tモール

2797 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ・レストラン　オレンジ あわら市 大溝2丁目31ー1

2798 食堂、レストラン、喫茶店等 カメハメハ大農場の農家カフェ あわら市 温泉1丁目210

2799 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケハワイアン　櫻 あわら市 花乃杜1-4-8

2800 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶 雲雀 あわら市 二面 1-906

2801 食堂、レストラン、喫茶店等 くいしん坊 あわら市 温泉3丁目1001番地

2802 食堂、レストラン、喫茶店等 グローリィ あわら市 大溝1丁目9ｰ10

2803 食堂、レストラン、喫茶店等 コーヒーショップYOSHINO あわら市 大溝1丁目11-24

2804 食堂、レストラン、喫茶店等 さくら茶屋 バロー金津店 あわら市 大溝３－４－１４

2805 食堂、レストラン、喫茶店等 じゃんけんぽん あわら市 二面5-816

2806 食堂、レストラン、喫茶店等 ステーキmaru あわら市 吉崎1-5-2

2807 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック＆カラオケ喫茶　愛美 あわら市 舟津1-4-2

2808 食堂、レストラン、喫茶店等 スパイス あわら市 温泉3-201 湯けむり横丁屋台村

2809 食堂、レストラン、喫茶店等 すみれ あわら市 温泉４－９１９

2810 食堂、レストラン、喫茶店等 スリールファーム　ぱんの種 あわら市 牛山25-56　きららの丘内

2811 食堂、レストラン、喫茶店等 セレノシエル あわら市 舟津45-21

2812 食堂、レストラン、喫茶店等 セントピアあわら あわら市 温泉４丁目３０５番地

2813 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処 みの吉 あわら市 牛山25-56

2814 食堂、レストラン、喫茶店等 ダイニングバー　ＣＯＣＯ あわら市 二面１－１０１４－１

2815 食堂、レストラン、喫茶店等 ダイヤモンドヘッド あわら市 温泉1-505

2816 食堂、レストラン、喫茶店等 つまみ菜 あわら市 温泉5丁目1704-1

2817 食堂、レストラン、喫茶店等 とだや あわら市 温泉5-609

2818 食堂、レストラン、喫茶店等 ドライフルーツ研究所 あわら市 山十楽11-11

2819 食堂、レストラン、喫茶店等 なみまちCAFE あわら市 波松25-1　旧波松小学校1F

2820 食堂、レストラン、喫茶店等 なんなん亭　芦原本店 あわら市 あわら市舟津10-29

2821 食堂、レストラン、喫茶店等 はいからさん あわら市 温泉 ５丁目1302

2822 食堂、レストラン、喫茶店等 はせべや あわら市 あわら市春宮一丁目２－３４

2823 食堂、レストラン、喫茶店等 ひーちゃん あわら市 温泉4-914

2824 食堂、レストラン、喫茶店等 ふる里 あわら市 春宮2丁目７－３５

2825 食堂、レストラン、喫茶店等 まぁにょ あわら市 二面34-59   1F

2826 食堂、レストラン、喫茶店等 まえだ屋 あわら市 春宮1-9-56

2827 食堂、レストラン、喫茶店等 まるこま あわら市 温泉5-1816

2828 食堂、レストラン、喫茶店等 もんや あわら市 温泉3-302

2829 食堂、レストラン、喫茶店等 やきやき山 あわら市 大溝２丁目33-11

2830 食堂、レストラン、喫茶店等 やせなわ食堂 あわら市 上番88-9-1

2831 食堂、レストラン、喫茶店等 やんちゃ あわら市 春宮2丁目17-13

2832 食堂、レストラン、喫茶店等 ヤンヤン餃子 あわら市 田中中18-5

2833 食堂、レストラン、喫茶店等 ようしょく　レストラン　源の屋 あわら市 温泉
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2834 食堂、レストラン、喫茶店等 ラ・ギャルリーラコンテ あわら市 大溝2丁目38-21

2835 食堂、レストラン、喫茶店等 ラーメン&鶏料理　イロトリ鶏 あわら市 温泉3丁目802

2836 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん福の神　あわら本店 あわら市 市姫4－8－9

2837 食堂、レストラン、喫茶店等 わだつみ あわら市 横垣20－15－９

2838 食堂、レストラン、喫茶店等 芦原温泉フルーツパークOKAYU あわら市 山十楽58-27

2839 食堂、レストラン、喫茶店等 安 あわら市 二面2-609

2840 食堂、レストラン、喫茶店等 屋台中華　まる あわら市 あわら市温泉3丁目201

2841 食堂、レストラン、喫茶店等 海舟 あわら市 二面44-17-1

2842 食堂、レストラン、喫茶店等 角惣   、呑み喰い処　司 あわら市 市姫2-30-31

2843 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹　活 あわら市 温泉3-609

2844 食堂、レストラン、喫茶店等 株式会社真洋水産 あわら市 舟津３丁目14－１

2845 食堂、レストラン、喫茶店等 丸太 あわら市 下金屋19-2-4

2846 食堂、レストラン、喫茶店等 吉田　焼肉店 あわら市 春宮2-10-30

2847 食堂、レストラン、喫茶店等 吉田焼肉店 あわら市 春宮2-10-30

2848 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶 クロスピース あわら市 横垣20-15

2849 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶　愛慕利 あわら市 二面44-18-4

2850 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶・スナック　カリヨン あわら市 大溝3-17-40

2851 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶カリーブ あわら市 堀江十楽１ー２４

2852 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶館　とも あわら市 温泉　４－７０７

2853 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶室ベル・カフェ あわら市 温泉5丁目1503

2854 食堂、レストラン、喫茶店等 牛ホルモン焼　西やん あわら市 温泉3丁目201 

2855 食堂、レストラン、喫茶店等 牛若丸 あわら市 舟津45-3-1

2856 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　通りゃんせ あわら市 二面4-207

2857 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　天狗 あわら市 二面3-705

2858 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋まつぼっくり あわら市 温泉4丁目710

2859 食堂、レストラン、喫茶店等 玉寿司 あわら市 春宮1―11―23

2860 食堂、レストラン、喫茶店等 銀河食堂 あわら市 二面38-41-6

2861 食堂、レストラン、喫茶店等 串揚げごっつぁん あわら市 温泉1-201

2862 食堂、レストラン、喫茶店等 憩 あわら市 温泉4丁目1009

2863 食堂、レストラン、喫茶店等 桂馬 あわら市 温泉3丁目608

2864 食堂、レストラン、喫茶店等 軽食喫茶グローリィー あわら市 大溝1丁目9-10

2865 食堂、レストラン、喫茶店等 黒猫餃子 あわら市 温泉３丁目201

2866 食堂、レストラン、喫茶店等 菜じ季 あわら市 二面41-22-1竹内ビル

2867 食堂、レストラン、喫茶店等 肴家　奏 あわら市 温泉3丁目201

2868 食堂、レストラン、喫茶店等 昨非 あわら市 舟津43-4 ベルヴィレッジ鈴村1F

2869 食堂、レストラン、喫茶店等 三谷屋　風 あわら市 春宮二丁目４－１８

2870 食堂、レストラン、喫茶店等 餐坊食堂 あわら市 吉崎１丁目101-1

2871 食堂、レストラン、喫茶店等 四季旬菜　川甚 あわら市 二面1丁目906

2872 食堂、レストラン、喫茶店等 若桜　さかなやカフェ＆バルさくら あわら市 春宮1-9-37

2873 食堂、レストラン、喫茶店等 寿司魚新 あわら市 舟津48-19-5

2874 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉金津店 あわら市 大溝３丁目２－５

2875 食堂、レストラン、喫茶店等 十楽の森 あわら市 山十楽６０－３

2876 食堂、レストラン、喫茶店等 助六 あわら市 二面４４－１７－１

2877 食堂、レストラン、喫茶店等 小絹寿司 あわら市 春宮2丁目5-6

2878 食堂、レストラン、喫茶店等 小西食堂 あわら市 春宮1丁目9-55

2879 食堂、レストラン、喫茶店等 松代屋 あわら市 市姫２丁目２９－６

2880 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　牛若丸 あわら市 舟津45-3-1

2881 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　味園 あわら市 二面5丁目211ー212

2882 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉BEER苑　なかや あわら市 自由ヶ丘2-4-20

2883 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉食堂　あらいえ あわら市 井江葭２７－１０６

2884 食堂、レストラン、喫茶店等 酔いれん坊 とんとん あわら市 大溝1-27-33

2885 食堂、レストラン、喫茶店等 瑞香園 あわら市 山十楽53-2-11

2886 食堂、レストラン、喫茶店等 生蕎麦 新保屋 あわら あわら市 二面16-1-27

2887 食堂、レストラン、喫茶店等 青柳清治郎商店 あわら市 花乃杜1－1－17

2888 食堂、レストラン、喫茶店等 前田食堂 あわら市 春宮1-9-5

2889 食堂、レストラン、喫茶店等 村カフェ　とき あわら市 菅野48-5

2890 食堂、レストラン、喫茶店等 大市ラーメン あわら市 中浜１－１４－１

2891 食堂、レストラン、喫茶店等 炭小屋 ＢＯＮ あわら市 温泉1-3

2892 食堂、レストラン、喫茶店等 茶室げいひん館 あわら市 二面１－１００７

2893 食堂、レストラン、喫茶店等 鳥ひろ あわら市 温泉3-201

2894 食堂、レストラン、喫茶店等 椎乃木 あわら市 市姫5-1-1

2895 食堂、レストラン、喫茶店等 鉄板ダイニング 海月 あわら市 温泉1-201屋台村

2896 食堂、レストラン、喫茶店等 鉄板焼　案山子 あわら市 二面5-208

2897 食堂、レストラン、喫茶店等 田嶋牧場のソフトクリーム屋 あわら市 井江葭7-3

2898 食堂、レストラン、喫茶店等 彦亭 あわら市 大溝１－２７－４５

2899 食堂、レストラン、喫茶店等 福乃家 あわら市 温泉5-303
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2900 食堂、レストラン、喫茶店等 平野屋 あわら市 温泉４－１

2901 食堂、レストラン、喫茶店等 味のよしだや　しのぶ庭 あわら市 春宮１－８－１３

2902 食堂、レストラン、喫茶店等 麺屋もみじ あわら市 二面46-3-2

2903 食堂、レストラン、喫茶店等 旅路 あわら市 あわら市二面1-806

2904 食堂、レストラン、喫茶店等 和甚 あわら市 東温泉

2905 食堂、レストラン、喫茶店等 鮨舟あわら店 あわら市 舟津48-17-1

2906 食堂、レストラン、喫茶店等 ８８４　HAYASHI　珈琲 越前市 蓬莱町3-23

2907 食堂、レストラン、喫茶店等 8番らーめん国高店 越前市 庄町1-7

2908 食堂、レストラン、喫茶店等 8番らーめん武生店 越前市 千福町233

2909 食堂、レストラン、喫茶店等 ａ．ｃａｆｅ 越前市 府中一丁目12-18

2910 食堂、レストラン、喫茶店等 Aile 越前市 村国３丁目17-5

2911 食堂、レストラン、喫茶店等 ARENA 越前市 北千福町131

2912 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR  C'est 越前市 東千福町7-10  ヴェニュー英英ビル1F東

2913 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR CLOUD 越前市 高木町12-2-11

2914 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR　SION 越前市 向陽町187-4

2915 食堂、レストラン、喫茶店等 bar zucca 越前市 横市町22-29-5 セイントビル2階

2916 食堂、レストラン、喫茶店等 bistro Un 越前市 本町1-22

2917 食堂、レストラン、喫茶店等 CAFE &BARうーじの森 越前市 稲寄町5-9

2918 食堂、レストラン、喫茶店等 cafe CALM 越前市 府中2-3-2

2919 食堂、レストラン、喫茶店等 CAFE　ほっとハウス 越前市 東庄境町１４－１０－１

2920 食堂、レストラン、喫茶店等 cafe ゆいまーる 越前市 岩本町6-2-3

2921 食堂、レストラン、喫茶店等 cafe 結 越前市 村国3丁目17-5  YOU上の島1F

2922 食堂、レストラン、喫茶店等 ＣＨＡＲＭＹ　ＢＡＲ 越前市 蓬莱町4-18　蔵の辻

2923 食堂、レストラン、喫茶店等 coco.malia 越前市 押田1-3-20

2924 食堂、レストラン、喫茶店等 COLO 越前市 村国1-14-2

2925 食堂、レストラン、喫茶店等 Concent 越前市 塚町12-2-5

2926 食堂、レストラン、喫茶店等 Dining bar Re's 越前市 府中一丁目12-2

2927 食堂、レストラン、喫茶店等 Dino 越前市 家久町30-8

2928 食堂、レストラン、喫茶店等 Don Madero's 越前市 上太田町５０－１７

2929 食堂、レストラン、喫茶店等 florflor福井武生駅前店 越前市 幸町2-3

2930 食堂、レストラン、喫茶店等 Logy's Picnic Mart 越前市 高瀬2-3 武生中央公園内はぐもぐ

2931 食堂、レストラン、喫茶店等 Lounge 31 越前市 村国3丁目17-5YOU上の島1-E

2932 食堂、レストラン、喫茶店等 mannaka（マンナカ） 越前市 府中1丁目12-5

2933 食堂、レストラン、喫茶店等 my name is... 越前市 府中一丁目12-33

2934 食堂、レストラン、喫茶店等 O-edo+ 越前市 宮谷町53-25

2935 食堂、レストラン、喫茶店等 Ｐ‘ｓ　ｃａｆｅ　ＫＨＡＡＮＡＡ 越前市 越前市帆山町5-31-1

2936 食堂、レストラン、喫茶店等 pasta cafe おはち 越前市 京町1丁目5-7

2937 食堂、レストラン、喫茶店等 PAUTH　CAFE 越前市 千福町

2938 食堂、レストラン、喫茶店等 RANCHO 越前市 高瀬2-9-5　コンテナB

2939 食堂、レストラン、喫茶店等 rita 越前市 塚町49-15-12

2940 食堂、レストラン、喫茶店等 Rose Cafe 風のガーデン 越前市 芝原5-14-54

2941 食堂、レストラン、喫茶店等 SLAVE 越前市 越前市高瀬町1丁目21-3

2942 食堂、レストラン、喫茶店等 spica 越前市 池泉町19-10-1

2943 食堂、レストラン、喫茶店等 street booth NaNaNa 越前市 押田1丁目2-26

2944 食堂、レストラン、喫茶店等 sweetきえっと 越前市 横市町27-32-9

2945 食堂、レストラン、喫茶店等 TULLY'S COFFEEワイプラザ武生店 越前市 横市町28-14-1

2946 食堂、レストラン、喫茶店等 Zing Cafe 越前市 横市町28－14－1

2947 食堂、レストラン、喫茶店等 アイシン、エィ、ダブリュ工業株式会社　 越前市 池の上町38

2948 食堂、レストラン、喫茶店等 あお来 越前市 芝原一丁目3-10

2949 食堂、レストラン、喫茶店等 アトリエ喫茶３４１ 越前市 千福町669

2950 食堂、レストラン、喫茶店等 アリスの家 越前市 村国2ー8ー24

2951 食堂、レストラン、喫茶店等 あわちゃん代行 越前市 広瀬町86-1-71

2952 食堂、レストラン、喫茶店等 いいだお好み焼 越前市 東千福町14-1

2953 食堂、レストラン、喫茶店等 いせや 越前市 桂6-22

2954 食堂、レストラン、喫茶店等 イタメシヤ 越前市 矢放町21-5-11

2955 食堂、レストラン、喫茶店等 いろは 越前市 粟田部町３１－１９

2956 食堂、レストラン、喫茶店等 いろは本店915 越前市 蓬莱町2ー24

2957 食堂、レストラン、喫茶店等 いろりや折々 越前市 家久町103-17-7

2958 食堂、レストラン、喫茶店等 インド・ネパール料理　プルニマ 越前市 高瀬１丁目２０ー２３

2959 食堂、レストラン、喫茶店等 魚栄楼 越前市 粟田部町29-36

2960 食堂、レストラン、喫茶店等 うちのぶどう 越前市 家久町96-12

2961 食堂、レストラン、喫茶店等 うな政 越前市 押田１丁目3-25

2962 食堂、レストラン、喫茶店等 うまか亭　アル・プラザ武生店 越前市 府中1丁目11番2号　アル・プラザ武生店1階

2963 食堂、レストラン、喫茶店等 うるしや 越前市 京町1-4-26

2964 食堂、レストラン、喫茶店等 栄庵 越前市 沢22

2965 食堂、レストラン、喫茶店等 エース代行 越前市 越前市高瀬１丁目3-10
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2966 食堂、レストラン、喫茶店等 エスポワール本店 越前市 粟田部町32-16-1

2967 食堂、レストラン、喫茶店等 江戸屋 越前市 高瀬2-6-15

2968 食堂、レストラン、喫茶店等 おいしん坊 平ちゃん 越前市 蓬莱町2-17

2969 食堂、レストラン、喫茶店等 オステリーア  ピアット 越前市 押田1-4-6

2970 食堂、レストラン、喫茶店等 お多福食堂 越前市 庄21-5-3

2971 食堂、レストラン、喫茶店等 おりょうり京町萬谷 越前市 京町3-1-3

2972 食堂、レストラン、喫茶店等 お好みハウス  タッチ 越前市 国高2丁目43-7-1

2973 食堂、レストラン、喫茶店等 お好みハウス　与里路 越前市 稲寄町7-9-1

2974 食堂、レストラン、喫茶店等 お好み焼＆鉄板焼　モリモリ 越前市 村国３－２０－４

2975 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　よってこ 越前市 新在家町

2976 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　一福 越前市 本保町12-1

2977 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処さの 越前市 高瀬1-18

2978 食堂、レストラン、喫茶店等 お料理 やそはち 越前市 不老町16-15

2979 食堂、レストラン、喫茶店等 かくてる　バーク 越前市 松森町19-4-1

2980 食堂、レストラン、喫茶店等 ガスト　武生店 越前市 横市町２８－２７－１

2981 食堂、レストラン、喫茶店等 かっちん 越前市 粟田部町31-51

2982 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ　ラグタイムクラシックス 越前市 幸町4-7

2983 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ・ド　伊万里 越前市 新保２丁目２－２０

2984 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェガーデン　クロスティ 越前市 家久町上光寺37字1-2

2985 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェセラビ 越前市 上太田町29-7-1

2986 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェダイニングBOND 越前市 稲寄町　24-1-27

2987 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェドたき 越前市 沢町139番

2988 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ万修 越前市 粟田部町39-4

2989 食堂、レストラン、喫茶店等 鎌清別館　立葵 越前市 国府一丁目10-21

2990 食堂、レストラン、喫茶店等 かめや 越前市 東千福27-37

2991 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶　クイック 越前市 中央1丁目6-15

2992 食堂、レストラン、喫茶店等 ｶﾗｵｹ喫茶「どれみ」 越前市 国府2丁目5-2

2993 食堂、レストラン、喫茶店等 カリーゲイツ 　ダンダダ 越前市 千福朝123

2994 食堂、レストラン、喫茶店等 カレ‐ハウスココ壱番屋武生８号バイパ 越前市 横市町３４－５

2995 食堂、レストラン、喫茶店等 かんきち武生楽市店 越前市 横市町28-14-1

2996 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶ぷりぷり 越前市 横市町39-8-3

2997 食堂、レストラン、喫茶店等 キッチン・ジョカトーレ 越前市 越前市高瀬2-3-3

2998 食堂、レストラン、喫茶店等 きゃぷせら 越前市 北府2丁目15-15

2999 食堂、レストラン、喫茶店等 京城苑 越前市 府中一丁目14-23

3000 食堂、レストラン、喫茶店等 金龍 越前市 沢142-1

3001 食堂、レストラン、喫茶店等 クールディーズカフェ 越前市 家久町４０１－１

3002 食堂、レストラン、喫茶店等 クオーレ 越前市 押田1-13-5

3003 食堂、レストラン、喫茶店等 串かつ陣屋 越前市 幸町2-1

3004 食堂、レストラン、喫茶店等 くらそば幸道 越前市 高木36-7-8

3005 食堂、レストラン、喫茶店等 くらや寿し 越前市 味真野町5-10

3006 食堂、レストラン、喫茶店等 くら寿司　武生店 越前市 芝原4-6-22

3007 食堂、レストラン、喫茶店等 くるむ 越前市 上太田町10-8

3008 食堂、レストラン、喫茶店等 具和詩 越前市 押田１丁目3-28

3009 食堂、レストラン、喫茶店等 こいさん食堂 越前市 蓬莱町3-35

3010 食堂、レストラン、喫茶店等 甲来 越前市 国府2-21-17

3011 食堂、レストラン、喫茶店等 ことぶき 越前市 粟田部町２９－３８の２

3012 食堂、レストラン、喫茶店等 コメダ珈琲店武生店 越前市 芝原5丁目3-8

3013 食堂、レストラン、喫茶店等 小料理　おそめ 越前市 京町一丁目3-45

3014 食堂、レストラン、喫茶店等 さいや 越前市 新在家町9-15

3015 食堂、レストラン、喫茶店等 幸鮨 越前市 幸町5-8

3016 食堂、レストラン、喫茶店等 さくら茶屋 アルビス稲寄店 越前市 稲寄町２６－７－３

3017 食堂、レストラン、喫茶店等 サラダ焼　武生楽市店 越前市 横市町28-14-1敷地内

3018 食堂、レストラン、喫茶店等 サンマリノ 越前市 葛岡町13-8-1

3019 食堂、レストラン、喫茶店等 ジェラート＆ワッフルバー　ましゅまろ 越前市 蓬莱町3-1

3020 食堂、レストラン、喫茶店等 しきぶ温泉湯楽里　レストラン若紫 越前市 白崎町68-8

3021 食堂、レストラン、喫茶店等 シャトーン 越前市 村国3-35-2

3022 食堂、レストラン、喫茶店等 シュトラウス金進堂 越前市 姫川2丁目3－39

3023 食堂、レストラン、喫茶店等 庄境屋 越前市 京1-1-20

3024 食堂、レストラン、喫茶店等 スエヒロヤ 越前市 蓬莱町5-24

3025 食堂、レストラン、喫茶店等 すき家　越前押田店 越前市 押田2-1-1

3026 食堂、レストラン、喫茶店等 スコーンのお店 越前市 高瀬1-4-32

3027 食堂、レストラン、喫茶店等 すしハウス　昔ばなし 越前市 押田1丁目4-7

3028 食堂、レストラン、喫茶店等 スターバックスコーヒー武生中央公園店 越前市 高瀬2-7-131 武生中央公園

3029 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック　人来夢 越前市 押田1-4-1

3030 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック　華 越前市 北府3丁目３－２７

3031 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック　京 越前市 京町1ー2-29
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3032 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック 洛陽 越前市 桂町8-25 わんだーぱーく桂 2階。

3033 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処　和た里 越前市 塚町50-46-1

3034 食堂、レストラン、喫茶店等 蕎麦バー　大和 越前市 横市町34-14-1

3035 食堂、レストラン、喫茶店等 そば蔵谷川 越前市 深草2-9-28

3036 食堂、レストラン、喫茶店等 大福そば 越前市 粟田部町15-22

3037 食堂、レストラン、喫茶店等 タイ料理　ナームチャイ 越前市 府中3丁目14-28

3038 食堂、レストラン、喫茶店等 たかせや 越前市 府中1-8-14

3039 食堂、レストラン、喫茶店等 たこやきちゃんとだがしちゃん 越前市 高瀬2丁目9-5武生中央公園パーキーガーデン内コンテナD

3040 食堂、レストラン、喫茶店等 たじべえ 越前市 岡本町15-3-2

3041 食堂、レストラン、喫茶店等 たつみ 越前市 押田１丁目2-10

3042 食堂、レストラン、喫茶店等 団らん 越前市 村国1-5-29

3043 食堂、レストラン、喫茶店等 馳走　飯田 越前市 粟田部町73-1-18

3044 食堂、レストラン、喫茶店等 珍々亭 村国店 越前市 押田１丁目3-26

3045 食堂、レストラン、喫茶店等 つた屋 越前市 横市町28-27-1

3046 食堂、レストラン、喫茶店等 つる庵 越前市 北府2-15-13

3047 食堂、レストラン、喫茶店等 ティルーム　ちゃいむ 越前市 家久町１１２

3048 食堂、レストラン、喫茶店等 テキサスハンズ武生店 越前市 新町３丁目3-13

3049 食堂、レストラン、喫茶店等 テラスR店 越前市 横市町28-14-1　武生楽市内

3050 食堂、レストラン、喫茶店等 トマトアンドオニオン武生シピィ店 越前市 新町2字下見庵２５－１

3051 食堂、レストラン、喫茶店等 トラットリア デル クアドリフォリオ 越前市 上太田町29-15-1

3052 食堂、レストラン、喫茶店等 とんかつゑびす庵 越前市 押田1-1-14

3053 食堂、レストラン、喫茶店等 とんとんびょうし武生店 越前市 横市町39-8-3

3054 食堂、レストラン、喫茶店等 なかま 越前市 幸町8‐21

3055 食堂、レストラン、喫茶店等 バー　カムラード（BAR COMRADE） 越前市 家久町30-8

3056 食堂、レストラン、喫茶店等 バー　スタイル 越前市 千福町627

3057 食堂、レストラン、喫茶店等 八王子食堂 越前市 国高2-91

3058 食堂、レストラン、喫茶店等 パブ茶屋 まるくち 越前市 押田１丁目4-1

3059 食堂、レストラン、喫茶店等 はま寿司　越前店 越前市 新保二丁目4番19号

3060 食堂、レストラン、喫茶店等 はるむに武生店 越前市 太田町10-8

3061 食堂、レストラン、喫茶店等 バンクエット 越前市 京町2-1-5

3062 食堂、レストラン、喫茶店等 ビストロミストラル 越前市 京町一丁目６ー２２

3063 食堂、レストラン、喫茶店等 秀亭　かねろく 越前市 堀川町1-4

3064 食堂、レストラン、喫茶店等 百楽 越前市 小松2-23-9

3065 食堂、レストラン、喫茶店等 ファミリーレストラン　エスカルゴ 越前市 家久町45-17-3

3066 食堂、レストラン、喫茶店等 ブックカフェゴドー 越前市 府中１丁目9－19

3067 食堂、レストラン、喫茶店等 ふる里 越前市 東千福町17-7

3068 食堂、レストラン、喫茶店等 ベホマラ 越前市 家久町79-26

3069 食堂、レストラン、喫茶店等 ほっかほっか亭　武生日野美店 越前市 日野美2-18-1

3070 食堂、レストラン、喫茶店等 ホルモン酒場　豊蔵 越前市 押田1-4-7

3071 食堂、レストラン、喫茶店等 盆暮屋 越前市 横市町34-14-1

3072 食堂、レストラン、喫茶店等 凡凡軒 越前市 新町8-25-1

3073 食堂、レストラン、喫茶店等 まき田や 越前市 越前市沢町240

3074 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド武生インター店 越前市 横市町35-19-1

3075 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド武生シピィ店 越前市 新町２－１７－２

3076 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド武生楽市店 越前市 横市町２８－１４－１

3077 食堂、レストラン、喫茶店等 まさごや　京 越前市 京町１丁目2-29

3078 食堂、レストラン、喫茶店等 ますだや 越前市 越前市味真野町12-34

3079 食堂、レストラン、喫茶店等 丸金そば 越前市 今宿1-2-4

3080 食堂、レストラン、喫茶店等 まるじん商店 越前市 横市町1-6山城ビル1F

3081 食堂、レストラン、喫茶店等 ミスタードーナツ　武生ショップ 越前市 新町３－１

3082 食堂、レストラン、喫茶店等 ミスタードーナツ　武生楽市ショップ 越前市 横市町２８－１４ー１

3083 食堂、レストラン、喫茶店等 水芭蕉＆つる八 越前市 塚原町24-9-3

3084 食堂、レストラン、喫茶店等 めがね屋deかふぇ 越前市 向陽町64

3085 食堂、レストラン、喫茶店等 めん六や　信頼の森福井越前店 越前市 家久町56字下相塚16番地1　ダイナム信頼の森福井越前店敷地内

3086 食堂、レストラン、喫茶店等 めん六や　武生店 越前市 畑町五字狐塚6番地　ダイナム武生店敷地内

3087 食堂、レストラン、喫茶店等 もてなしや絆 越前市 蓬莱町7ｰ21

3088 食堂、レストラン、喫茶店等 桃園 越前市 横市11-8-2

3089 食堂、レストラン、喫茶店等 森六 越前市 粟田部町69-1-1

3090 食堂、レストラン、喫茶店等 やさい中華　四川菜 越前市 北府2-11-11

3091 食堂、レストラン、喫茶店等 山むろ 越前市 神明1-8

3092 食堂、レストラン、喫茶店等 ユトリ珈琲店　武生店 越前市 芝原３丁目４－１９

3093 食堂、レストラン、喫茶店等 ヨコガワ分店 越前市 京町1-4-35

3094 食堂、レストラン、喫茶店等 よ志元本店 越前市 元6-12

3095 食堂、レストラン、喫茶店等 吉田食堂 越前市 若竹11-24

3096 食堂、レストラン、喫茶店等 より処 越前市 粟田部町38-3-4

3097 食堂、レストラン、喫茶店等 ラーメン ぽじや 越前市 押田１丁目2-11
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3098 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん岩本屋武生店 越前市 本保23-1-1

3099 食堂、レストラン、喫茶店等 ラウンジ  JJ 越前市 横市1-6  山成ビル1F

3100 食堂、レストラン、喫茶店等 ラウンジハデス 越前市 府中二丁目2-20

3101 食堂、レストラン、喫茶店等 リベール 越前市 小松２丁目21-40

3102 食堂、レストラン、喫茶店等 料亭　泉風 越前市 吾妻町2-23

3103 食堂、レストラン、喫茶店等 料亭　糸屋 越前市 国府一丁目11-5

3104 食堂、レストラン、喫茶店等 料亭　神崎屋 越前市 京町一丁目4-34

3105 食堂、レストラン、喫茶店等 レストパブ・LOOK 越前市 若竹町9-28

3106 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン　ジャムハウス 越前市 芝原五丁目20-24

3107 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン　リスボンエイト 越前市 中央2丁目6-13

3108 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン ルボア 越前市 横市町36-4-1

3109 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン&パティスリーマイルイ 越前市 家久町46-13-1

3110 食堂、レストラン、喫茶店等 レストランMarPe  美味しい学研究所。 越前市 千福町382

3111 食堂、レストラン、喫茶店等 レストランパニエ 越前市 東千福町24-17

3112 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン夢屋 越前市 東千福町7-15

3113 食堂、レストラン、喫茶店等 れもん亭 越前市 幸町7-15

3114 食堂、レストラン、喫茶店等 ろくべえ 越前市 国高2-42-7

3115 食堂、レストラン、喫茶店等 ロハスかふぇ 越前市 高瀬2丁目3　ごはんカフェはぐもぐ内

3116 食堂、レストラン、喫茶店等 ロフテｲー栄養軒 越前市 芝原四丁目7-98

3117 食堂、レストラン、喫茶店等 ワークホームそら　パン＆カレー工房 越前市 押田2丁目9-1

3118 食堂、レストラン、喫茶店等 ワイン＆カフェ　リカハナテラス 越前市 片屋町61-21-2

3119 食堂、レストラン、喫茶店等 若竹食堂 越前市 深草2-2-11

3120 食堂、レストラン、喫茶店等 わらび武生稲寄店 越前市 稲寄町26-1

3121 食堂、レストラン、喫茶店等 栄雲堂 越前市 京町1ー1ー2

3122 食堂、レストラン、喫茶店等 越前　海の幸　料理　はまさき 越前市 矢船町17-8

3123 食堂、レストラン、喫茶店等 越前そばと珈琲 HAMA庵 越前市 村国2-5-52

3124 食堂、レストラン、喫茶店等 越前そばの里 越前市 真柄町7-37

3125 食堂、レストラン、喫茶店等 越前めん処江戸屋 越前市 高瀬2-6-15

3126 食堂、レストラン、喫茶店等 越前らーめん　塩てつ　小野谷店 越前市 小野谷町２８－２２－３

3127 食堂、レストラン、喫茶店等 越前らーめん　塩てつ　本店 越前市 新保町２－７－３

3128 食堂、レストラン、喫茶店等 王様の食卓 越前市 塚町306

3129 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮アトム武生店 越前市 新町4字常淵10-1

3130 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹　うな政 越前市 押田１丁目３－２５

3131 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹　加藤 越前市 高瀬1-3-32

3132 食堂、レストラン、喫茶店等 株式会社サイゼリヤ　福井武生店 越前市 新町1-1-1

3133 食堂、レストラン、喫茶店等 株式会社ティーエムエー 越前市 小松1丁目6-40

3134 食堂、レストラン、喫茶店等 鎌仁別荘 越前市 天王町3-4

3135 食堂、レストラン、喫茶店等 韓福堂 越前市 村国町１丁目１－６

3136 食堂、レストラン、喫茶店等 丸亀製麺越前店 越前市 芝原４丁目５－２８

3137 食堂、レストラン、喫茶店等 喜久屋 越前市 粟田部町　47-22

3138 食堂、レストラン、喫茶店等 希望 越前市 国府1-10-25

3139 食堂、レストラン、喫茶店等 吉野家　武生店 越前市 新保町30-50-2

3140 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶カザグルマ 越前市 池泉町7-12-1

3141 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋 きたご 越前市 本多３丁目２ー８

3142 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　岩倉 越前市 桂町5-11

3143 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　寿達富（すたっふ） 越前市 文京１丁目６－３２

3144 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　力家 越前市 桂町8-18

3145 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋恭庵 越前市 芝原5丁目20

3146 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋晩酌 越前市 広瀬町132-28-1

3147 食堂、レストラン、喫茶店等 魚勢　武生楽市店 越前市 横市町28-14-1　武生楽市1階

3148 食堂、レストラン、喫茶店等 魚清 越前市 杉尾町12-10

3149 食堂、レストラン、喫茶店等 魚善 越前市 粟田部町29-23

3150 食堂、レストラン、喫茶店等 魚兵 越前市 南１丁目3―4

3151 食堂、レストラン、喫茶店等 魚又 越前市 吾妻町5-13

3152 食堂、レストラン、喫茶店等 魚民　武生駅前店 越前市 府中1-11-2　アル・プラザ武生 1階

3153 食堂、レストラン、喫茶店等 喰い所あおしん 越前市 大屋町48-7-3

3154 食堂、レストラン、喫茶店等 串焼き酒場じろう 越前市 五分市町12-26-6

3155 食堂、レストラン、喫茶店等 軍鶏家おかめ 越前市 妙法寺町

3156 食堂、レストラン、喫茶店等 五煙屋　武生店 越前市 新町2-17-3

3157 食堂、レストラン、喫茶店等 五膳屋 武生店 越前市 上太田町

3158 食堂、レストラン、喫茶店等 吾平 越前市 本多1-10-3

3159 食堂、レストラン、喫茶店等 御清水庵 越前市 吾妻町3－33

3160 食堂、レストラン、喫茶店等 公園前 越前市 宮谷町31-6

3161 食堂、レストラン、喫茶店等 国八食堂 越前市 日野美1-3-18

3162 食堂、レストラン、喫茶店等 三河屋 越前市 蓬莱町３－２５－１

3163 食堂、レストラン、喫茶店等 仕出し　いそべ 越前市 菖蒲谷町１２－３３－１
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3164 食堂、レストラン、喫茶店等 四季うら家 越前市 押田　1-4-38

3165 食堂、レストラン、喫茶店等 獅子林 越前市 氷坂町46-33-2

3166 食堂、レストラン、喫茶店等 七輪焼肉☆ホルモンももぞう 越前市 横市町34-14-1

3167 食堂、レストラン、喫茶店等 手づくりおにぎり　口喜 越前市 中央1-7-14

3168 食堂、レストラン、喫茶店等 酒房　福だるま 越前市 国府1-8-14

3169 食堂、レストラン、喫茶店等 酒房　弥生 越前市 北府町３－３－２６

3170 食堂、レストラン、喫茶店等 寿恵広 越前市 今宿町１－６－１

3171 食堂、レストラン、喫茶店等 寿司とよ 越前市 国府1-9-20

3172 食堂、レストラン、喫茶店等 寿司天狗 越前市 日野美町１－３－２３

3173 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉瓜生店 越前市 瓜生町29-12-1

3174 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉武生西店 越前市 新町3-13-4

3175 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉武生店 越前市 府中１丁目12-26

3176 食堂、レストラン、喫茶店等 旬庵　きくら 越前市 押田一丁目2ー27

3177 食堂、レストラン、喫茶店等 旬食彩　つぼみ 越前市 平出2丁目4-11

3178 食堂、レストラン、喫茶店等 昇力 越前市 村国町３丁目１５－５

3179 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　雅城苑 越前市 家久町１０３－１６－４

3180 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　牛若 越前市 上太田町23-1

3181 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　牛烈 越前市 横市町1-6

3182 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　三四郎 越前市 塚原町26-1-1

3183 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉カウズ 越前市 国高2丁目325-11

3184 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉さんきち 越前市 春日野町28-11

3185 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉喰太呂　武生店 越前市 豊町7-17

3186 食堂、レストラン、喫茶店等 笑楽 越前市 北府３丁目３の２８

3187 食堂、レストラン、喫茶店等 上々屋　横市 越前市 横市町5-6

3188 食堂、レストラン、喫茶店等 信伍寿司本店 越前市 御幸町１３－３

3189 食堂、レストラン、喫茶店等 新吾寿し 越前市 宮谷町63-60

3190 食堂、レストラン、喫茶店等 森の木いちご畑cafe 越前市 余川町39-1

3191 食堂、レストラン、喫茶店等 水間珈琲 越前市 北府３丁目１０ー２３

3192 食堂、レストラン、喫茶店等 清水魚店 越前市 菖蒲谷町１５－１－５

3193 食堂、レストラン、喫茶店等 生そば勘助 越前市 粟田部町29-24

3194 食堂、レストラン、喫茶店等 生蕎庵 越前市 千原町７－７

3195 食堂、レストラン、喫茶店等 鮮魚料理みどり屋 越前市 御幸町１－２３

3196 食堂、レストラン、喫茶店等 蔵の辻　三河屋 越前市 蓬莱町３－２５－１

3197 食堂、レストラン、喫茶店等 大黒食堂 越前市 粟田部町中央2丁目908

3198 食堂、レストラン、喫茶店等 大衆割烹　蕗 越前市 芝原5丁目5-39

3199 食堂、レストラン、喫茶店等 大陸 越前市 粟田部町33-6-9

3200 食堂、レストラン、喫茶店等 炭火焼肉・しゃぶしゃぶ　一心 越前市 家久町59－13－1

3201 食堂、レストラン、喫茶店等 炭火焼肉屋さかい武生店 越前市 庄町1-9

3202 食堂、レストラン、喫茶店等 茶懐石　佳秀 越前市 越前市広瀬町168-8-82

3203 食堂、レストラン、喫茶店等 中華そばムタヒロ越前店 越前市 横市町３４－１４－１　１階

3204 食堂、レストラン、喫茶店等 中華レストラン　珍万 越前市 国高2丁目18-1-51

3205 食堂、レストラン、喫茶店等 中華料理福祥 越前市 家久町57-19

3206 食堂、レストラン、喫茶店等 中津からあげ渓　福井武生店 越前市 本保町19-5

3207 食堂、レストラン、喫茶店等 潮鮨 越前市 岡本町15-2-4

3208 食堂、レストラン、喫茶店等 珍々飯店 越前市 国府1-6-8

3209 食堂、レストラン、喫茶店等 珍万 越前市 国高2丁目18-1-51

3210 食堂、レストラン、喫茶店等 鉄板真夏 越前市 横市町34-14-1

3211 食堂、レストラン、喫茶店等 鉄板味芸 もぐら 越前市 家久町58-11-1

3212 食堂、レストラン、喫茶店等 呑み喰い処　小田原 越前市 粟田部町31-51

3213 食堂、レストラン、喫茶店等 呑み処  おおむしや 越前市 本多3丁目1-10

3214 食堂、レストラン、喫茶店等 呑み処　やなぎ 越前市 五分市町15-8-1

3215 食堂、レストラン、喫茶店等 呑喰処北ひの 越前市 平林町1-5-16

3216 食堂、レストラン、喫茶店等 南大門 越前市 越前市府中2丁目2ー9

3217 食堂、レストラン、喫茶店等 日のごはん 越前市 幸町2-2

3218 食堂、レストラン、喫茶店等 日本料理　魚ほか 越前市 神明町1-41

3219 食堂、レストラン、喫茶店等 日本料理しくら 越前市 蓬莱町5－10

3220 食堂、レストラン、喫茶店等 美歓園　武生店 越前市 横市町1-6

3221 食堂、レストラン、喫茶店等 武生調理 越前市 四郎丸町２２－１

3222 食堂、レストラン、喫茶店等 福井ふるさと茶屋　白山さんち 越前市 上杉本町11-7

3223 食堂、レストラン、喫茶店等 変食通 越前市 塚町14-15-7

3224 食堂、レストラン、喫茶店等 豊萊園 越前市 千福町２２０

3225 食堂、レストラン、喫茶店等 本手打ちそば山楽 越前市 横市町1 ｰ5ｰ5

3226 食堂、レストラン、喫茶店等 万葉庵 越前市 余川町55ー1

3227 食堂、レストラン、喫茶店等 味里 越前市 池泉町26-10

3228 食堂、レストラン、喫茶店等 明城ファーム株式会社　武生中央公園店 越前市 高瀬2丁目3 ごはんカフェはぐもぐ内

3229 食堂、レストラン、喫茶店等 明城ファーム直営店 越前市 杉崎町3-9-1

49 ページ



No. 業種 施設・店舗名 住所

3230 食堂、レストラン、喫茶店等 麺屋鶏っぷ 越前市 上太田町23-9-11

3231 食堂、レストラン、喫茶店等 麺屋勝木 越前市 新町8-1-18

3232 食堂、レストラン、喫茶店等 有限会社大八 越前市 妙法寺町１３－４－１

3233 食堂、レストラン、喫茶店等 ㈲豊菜園 越前市 千福町220

3234 食堂、レストラン、喫茶店等 遊亀庵かめや 越前市 東千福町27-37

3235 食堂、レストラン、喫茶店等 立喰そば　まんよう 越前市 葛岡町13-8-4

3236 食堂、レストラン、喫茶店等 料亭　京家 越前市 天王町2-6

3237 食堂、レストラン、喫茶店等 料亭うおとめ 越前市 吾妻町１－４５

3238 食堂、レストラン、喫茶店等 和ん酒 越前市 蓬莱町3-28

3239 食堂、レストラン、喫茶店等 和庵　こころ 越前市 高瀬1丁目28-15

3240 食堂、レストラン、喫茶店等 和音 越前市 岩本町17-10-4

3241 食堂、レストラン、喫茶店等 和掬び 越前市 東千福町7－10　ヴェニュー英々ビル　1Ｆ

3242 食堂、レストラン、喫茶店等 和風ダイニング　和ん酒 越前市 蓬莱町3-28

3243 食堂、レストラン、喫茶店等 和風レストラン　瀧雅 越前市 庄町36-1-1

3244 食堂、レストラン、喫茶店等 和風レストラン瀧雅 越前市 庄町36-1-1

3245 食堂、レストラン、喫茶店等 和洋膳　茶の花 越前市 押田1-4-11

3246 食堂、レストラン、喫茶店等 珈琲舎とむ 越前市 家久町３１－１２－１

3247 食堂、レストラン、喫茶店等 (有)たけ庄　本店 坂井市 三国町楽円53-1-2

3248 食堂、レストラン、喫茶店等 ８番らーめんイーザ三国店 坂井市 三国町三国東5丁目1ー36

3249 食堂、レストラン、喫茶店等 ８番らーめん羽崎店 坂井市 丸岡町羽崎16字貞任17-1

3250 食堂、レストラン、喫茶店等 ８番らーめん丸岡店 坂井市 丸岡一本田中34-40-1

3251 食堂、レストラン、喫茶店等 Alice 坂井市 三国町北本町2丁目1-45

3252 食堂、レストラン、喫茶店等 arc-en-ciel 坂井市 丸岡町吉政12-8

3253 食堂、レストラン、喫茶店等 BETTER LIFE COFFEE+ROASTERS 坂井市 丸岡町堀水12-1

3254 食堂、レストラン、喫茶店等 Cafe Bunbun 坂井市 丸岡町霞町1-31

3255 食堂、レストラン、喫茶店等 cafe Sama Sama 坂井市 三国町宿３－８－１２

3256 食堂、レストラン、喫茶店等 Cafeはぁとの葉っぱ 坂井市 三国町北本町2-1-20　三国駅舎内

3257 食堂、レストラン、喫茶店等 CRUSTUM 坂井市 三国町覚善２－３０

3258 食堂、レストラン、喫茶店等 Dogsalon＆Cafe　chienka 坂井市 丸岡町新九頭竜1-242

3259 食堂、レストラン、喫茶店等 FRUITS＆DRINK　あいぽーと 坂井市 三国町安島64-1

3260 食堂、レストラン、喫茶店等 Fun Dining 坂井市 坂井市春江町藤鷲塚40－30

3261 食堂、レストラン、喫茶店等 gcafe 坂井市 丸岡町猪爪６字１２

3262 食堂、レストラン、喫茶店等 IWABA CAFE 坂井市 三国町安島64-1-9

3263 食堂、レストラン、喫茶店等 ＪＪ Ｐｌｕｓ 坂井市 坂井町下新庄16-24

3264 食堂、レストラン、喫茶店等 KAWAI NOUEN+cafe 坂井市 三国町新保９７－２３－３８

3265 食堂、レストラン、喫茶店等 kimama cafe & relaxation 坂井市 春江町江留下3-15

3266 食堂、レストラン、喫茶店等 King's 8 Diner 坂井市 丸岡町谷町２－３４

3267 食堂、レストラン、喫茶店等 kukulu 坂井市 丸岡町西瓜屋9字25番地

3268 食堂、レストラン、喫茶店等 ｌａ　ｃｌａｒｔｅ 坂井市 坂井市丸岡町山口64-31

3269 食堂、レストラン、喫茶店等 LINO 坂井市 丸岡町霞町１丁目２３

3270 食堂、レストラン、喫茶店等 LINO（リーノ） 坂井市 丸岡町　霞町1-23

3271 食堂、レストラン、喫茶店等 LULL 坂井市 三国町崎31-25

3272 食堂、レストラン、喫茶店等 Ｍａｈａｙａｎａ 坂井市 三国町滝谷1-5-1

3273 食堂、レストラン、喫茶店等 ｍａｈａｙａｎａｙｏｇａ&ｃａｆｅ 坂井市 三国町滝谷1-5-1

3274 食堂、レストラン、喫茶店等 micnic 坂井市 三国町安島13-62-7

3275 食堂、レストラン、喫茶店等 ＭＩＬＫ　ＨＯＵＳＥ 坂井市 丸岡町今福11-36

3276 食堂、レストラン、喫茶店等 MOMI&TOY'Sエンゼルランド福井前店 坂井市 春江町江留下高道95-1

3277 食堂、レストラン、喫茶店等 Nora　カフェ 坂井市 三国町池上53-1-1

3278 食堂、レストラン、喫茶店等 NY BLANCHE 坂井市 丸岡町一本田中34-56

3279 食堂、レストラン、喫茶店等 OUCHI　CAFE　MUC 坂井市 坂井町上新庄13-8-15

3280 食堂、レストラン、喫茶店等 POSSE COFFEE 坂井市 三国町運動公園2-18-20

3281 食堂、レストラン、喫茶店等 salvatore 坂井市 三国町米ケ脇1丁目504-29

3282 食堂、レストラン、喫茶店等 S'Amuser 坂井市 三国町北本町4丁目５－３１

3283 食堂、レストラン、喫茶店等 TABIYUKI CAFE 坂井市 丸岡町西里丸岡10-18 セントラルプラザ1F

3284 食堂、レストラン、喫茶店等 TEA GARDEN 森のめぐみ 坂井市 坂井町大味32-1-1

3285 食堂、レストラン、喫茶店等 Tendre 坂井市 春江町江留下高道169

3286 食堂、レストラン、喫茶店等 アイビー 坂井市 丸岡町石城戸１－１１

3287 食堂、レストラン、喫茶店等 いがちゃん 坂井市 春江町江留上47-15-6

3288 食堂、レストラン、喫茶店等 イタリア食堂　ドマーニ 坂井市 春江町江留上昭和8-5

3289 食堂、レストラン、喫茶店等 うたごえ喫茶　ふれあい　丸岡店 坂井市 丸岡町東陽2-18高倉ビル

3290 食堂、レストラン、喫茶店等 うな雄 坂井市 春江町西長田47-24-4

3291 食堂、レストラン、喫茶店等 うまいもくもく 坂井市 春江町随応寺16-11　ショッピングセンターAMI内

3292 食堂、レストラン、喫茶店等 エンゼルコーヒー 坂井市 丸岡町下安田26-15-2

3293 食堂、レストラン、喫茶店等 おおままの味 癒(ゆう) 坂井市 里丸岡10-18 F1

3294 食堂、レストラン、喫茶店等 おやこ寿司 坂井市 丸岡町西里丸岡10-8-2

3295 食堂、レストラン、喫茶店等 お好み焼き鯱（オルカ） 坂井市 三国町三国東3-11-29
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3296 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　あおき 坂井市 丸岡町寅国4-34-1

3297 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　ゆき 坂井市 三国町安島（東尋坊）

3298 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　越前がに楽膳 坂井市 三国町梶38-37-2

3299 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　庄助 坂井市 三国町運動公園2-2-25

3300 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　茶柱 坂井市 坂井市丸岡町玄女18-19-1

3301 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　田島 坂井市 三国町宿1丁目17-42

3302 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処茶柱 坂井市 丸岡町玄女18-19-1

3303 食堂、レストラン、喫茶店等 ガスト　福井坂井店 坂井市 坂井町下新庄１６－２５

3304 食堂、レストラン、喫茶店等 ガスト　福井春江店 坂井市 春江町江留上昭和１３３

3305 食堂、レストラン、喫茶店等 かつ庵　坂井春江店 坂井市 春江町随応寺21-45-1

3306 食堂、レストラン、喫茶店等 かつ時　春江店 坂井市 春江町藤鷲塚40

3307 食堂、レストラン、喫茶店等 かつ昇 坂井市 坂井町蔵垣内　32-19-10

3308 食堂、レストラン、喫茶店等 かどや 坂井市 春江町西長田12-1

3309 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ　小春日和 坂井市 春江町江留下高道169

3310 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェード。パーク 坂井市 丸岡町猪爪1－314

3311 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェドジョルジュサンド 坂井市 坂井市春江町針原21-49-7

3312 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェとランチありがたや 坂井市 坂井町徳分田36-14-2

3313 食堂、レストラン、喫茶店等 カモメクラブ 坂井市 三国町安島2-304

3314 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケスナック　絹 坂井市 春江町江留下相田１０８－４

3315 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケスナック 白菊 坂井市 丸岡西里丸岡7-12-2

3316 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫 koro.koro 坂井市 三国町三国東三丁目1-4

3317 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶　ハッピ～ 坂井市 春江町江留下宇和江47-9

3318 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶　ぱるハウス 坂井市 丸岡町東二ツ屋4-3-2

3319 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶グランパ 坂井市 春江町随応寺22-33-2

3320 食堂、レストラン、喫茶店等 カリビアンフードコート 坂井市 三国町浜地45

3321 食堂、レストラン、喫茶店等 カルビ大将春江店 坂井市 春江町随応寺23-8

3322 食堂、レストラン、喫茶店等 カレーランド 坂井市 丸岡町霞町3-1-3

3323 食堂、レストラン、喫茶店等 きっちょんどん 坂井市 三国町嵩26－112

3324 食堂、レストラン、喫茶店等 ギャレイ　砂や 坂井市 三国長安島1-110

3325 食堂、レストラン、喫茶店等 軽食喫茶　琴 坂井市 坂井町大味57-21-3

3326 食堂、レストラン、喫茶店等 ケンタッキーフライドチキン　アル・プ 坂井市 春江町随応寺台６号１１番地　アル・プラザアミ

3327 食堂、レストラン、喫茶店等 ココス春江アミ店 坂井市 春江町江留中39-6-1

3328 食堂、レストラン、喫茶店等 ことこと 坂井市 三国町南本町3-3-34

3329 食堂、レストラン、喫茶店等 こはく 坂井市 三国町安島64-1-43（東尋坊）

3330 食堂、レストラン、喫茶店等 ご馳走 Lunch / Cafe  あるかんしぇる 坂井市 丸岡町熊堂3-7-1-6　ソフトパークふくい2F

3331 食堂、レストラン、喫茶店等 さくら茶屋 ピアゴ丸岡店 坂井市 丸岡町一本田２－１１－３

3332 食堂、レストラン、喫茶店等 サジスペース 坂井市 三国町川崎54-13-6

3333 食堂、レストラン、喫茶店等 ジェラート・カルナ 坂井市 三国町南本町3－4－34

3334 食堂、レストラン、喫茶店等 しゃぶしゃぶ・焼肉・すき焼き　鶴や 坂井市 丸岡町一本田6-36

3335 食堂、レストラン、喫茶店等 ジョリーパスタ坂井春江店 坂井市 春江町随応寺21-45-1

3336 食堂、レストラン、喫茶店等 すき家　坂井丸岡店 坂井市 丸岡町朝陽2-102-1

3337 食堂、レストラン、喫茶店等 すき家　福井春江店 坂井市 春江町江留下宇和江48

3338 食堂、レストラン、喫茶店等 スシロー春江店 坂井市 春江町随応寺24-6-3

3339 食堂、レストラン、喫茶店等 スターバックスコーヒージャパン株式会 坂井市 春江町随応寺東４６

3340 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック　サチコ 坂井市 丸岡町城北6丁目11-1

3341 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック　桜 坂井市 春江町江留下高道146

3342 食堂、レストラン、喫茶店等 スナック 心 坂井市 丸岡町西瓜屋15-6-1

3343 食堂、レストラン、喫茶店等 センチュリオンホテルリゾート＆スパテ 坂井市 三国町黒目22－51－2

3344 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処 みの吉 坂井市 三国町新保42-3-1-7

3345 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処　一筆啓上 坂井市 丸岡町霞町3丁目1-3

3346 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処 盛安 坂井市 三国町北本町3-2-30

3347 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処　大喜 坂井市 三国町宿48字上北野

3348 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処あおき 坂井市 三国町加戸119-10-32

3349 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処こばやし 坂井市 春江町下小森2-16-1

3350 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処どうぐや 坂井市 三国町山王４丁目５－６

3351 食堂、レストラン、喫茶店等 ダイニングバー  サンクチュアリー 坂井市 三国町つつじが丘9-22

3352 食堂、レストラン、喫茶店等 ダウンビート 坂井市 三国町安島(東尋坊)64-1-185

3353 食堂、レストラン、喫茶店等 たがわ 坂井市 丸岡町里丸岡1-480

3354 食堂、レストラン、喫茶店等 たき八 坂井市 春江町西太郎丸５－６－１

3355 食堂、レストラン、喫茶店等 たけだ亭 坂井市 三国町安島64-1-66

3356 食堂、レストラン、喫茶店等 樽鮨 坂井市 春江町為国幸11-4

3357 食堂、レストラン、喫茶店等 ダンス喫茶アカエ 坂井市 丸岡町高柳18-18

3358 食堂、レストラン、喫茶店等 チッチョ 坂井市 丸岡町西里丸岡12-9-3　丸岡バスターミナル内

3359 食堂、レストラン、喫茶店等 テキサスハンズ丸岡店 坂井市 丸岡町一本田中29-2-1　テナント2Ｆ

3360 食堂、レストラン、喫茶店等 てんつる 坂井市 三国町宿3-1-34

3361 食堂、レストラン、喫茶店等 どさん子 坂井市 丸岡町朝陽１－３０３
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3362 食堂、レストラン、喫茶店等 どっどこむ三国店 坂井市 三国町三国東3-11-7

3363 食堂、レストラン、喫茶店等 トマトアンドオニオン三国イーザ 坂井市 三国町三国東5-1-20

3364 食堂、レストラン、喫茶店等 とまり木 坂井市 丸岡町霞町３－１－５

3365 食堂、レストラン、喫茶店等 ドミノ・ピザ 坂井春江町店 坂井市 福井県坂井市春江町江留下屋敷76

3366 食堂、レストラン、喫茶店等 とんぼ 坂井市 三国町運動公園2丁目1201

3367 食堂、レストラン、喫茶店等 とんぼ食堂 坂井市 丸岡町松川１丁目162

3368 食堂、レストラン、喫茶店等 なんなん亭　丸岡店 坂井市 坂井市丸岡町一本田6-15-1

3369 食堂、レストラン、喫茶店等 のり平鮨 坂井市 江留下宇和江3-17

3370 食堂、レストラン、喫茶店等 バードランド 坂井市 三国町緑ヶ丘4-19-21

3371 食堂、レストラン、喫茶店等 パスタ食堂NORA 坂井市 三国町池上53-1

3372 食堂、レストラン、喫茶店等 ハチバンらーめん羽崎店 坂井市 丸岡町羽崎16字貞任17-1

3373 食堂、レストラン、喫茶店等 ハチバンらーめん丸岡店 坂井市 丸岡町一本田中34-40-1

3374 食堂、レストラン、喫茶店等 ハナマル霞庵 坂井市 丸岡町下安田7-7-1

3375 食堂、レストラン、喫茶店等 はま寿司　坂井春江店 坂井市 春江町江留中39号2番地

3376 食堂、レストラン、喫茶店等 はるせん本店 坂井市 春江町江留上昭和4-4

3377 食堂、レストラン、喫茶店等 はんしょの下　木村餅店 坂井市 三国町覚善8-58-4

3378 食堂、レストラン、喫茶店等 バンデリーナ 坂井市 丸岡町玄女17-17-1

3379 食堂、レストラン、喫茶店等 はんなり鮨 坂井市 三国町加戸119-17-15

3380 食堂、レストラン、喫茶店等 ビストロ　ウールー 坂井市 春江町江留上錦15-2

3381 食堂、レストラン、喫茶店等 ひまわり 坂井市 三国町つつじが丘2-19

3382 食堂、レストラン、喫茶店等 プリン 坂井市 三国町陣ヶ岡15-1-25

3383 食堂、レストラン、喫茶店等 ふるさと渓流 坂井市 丸岡町山竹田70-4

3384 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド８号線丸岡店 坂井市 丸岡町朝陽２－２０４－１

3385 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド三国店 坂井市 三国町楽円５３字下沖田１－１

3386 食堂、レストラン、喫茶店等 マクドナルド春江店 坂井市 春江町随応寺２３－１０－１

3387 食堂、レストラン、喫茶店等 まどか 坂井市 丸岡町下安田6-10-5

3388 食堂、レストラン、喫茶店等 マリンハウス雄島橋 坂井市 三国町安島25-17

3389 食堂、レストラン、喫茶店等 マロンパラダイス 坂井市 春江町江留上昭和139

3390 食堂、レストラン、喫茶店等 マンガ喫茶ドリーム 坂井市 春江町江留中38-5

3391 食堂、レストラン、喫茶店等 みくに隠居処 坂井市 三国町宿3-7-22

3392 食堂、レストラン、喫茶店等 ミスタードーナツ　三国イーザショップ 坂井市 三国町三国東５丁目１－２０

3393 食堂、レストラン、喫茶店等 ミスタードーナツ　春江アミショップ 坂井市 春江町随応寺第16号11番地

3394 食堂、レストラン、喫茶店等 ミルクハウス 坂井市 丸岡町今福11-36

3395 食堂、レストラン、喫茶店等 ミルクハウス　丸岡城店 坂井市 丸岡町霞町3丁目1-3

3396 食堂、レストラン、喫茶店等 めん六や　福井丸岡店 坂井市 丸岡町高柳3字浜12　ダイナム福井丸岡店敷地内

3397 食堂、レストラン、喫茶店等 モスバーガー福井春江店 坂井市 春江町江留下宇和江50

3398 食堂、レストラン、喫茶店等 もとや食堂 坂井市 坂井市丸岡町霞3-18-9

3399 食堂、レストラン、喫茶店等 もんじゃ　やま 坂井市 三国町山王5-1-39

3400 食堂、レストラン、喫茶店等 やきとり小竹 坂井市 春江町江留上新町

3401 食堂、レストラン、喫茶店等 やすらぎ 坂井市 丸岡町山竹田88-8

3402 食堂、レストラン、喫茶店等 やまに水産 坂井市 三国町安島（東尋坊）64-1

3403 食堂、レストラン、喫茶店等 ヨーロッパ軒　春江分店 坂井市 春江町随応寺21-23-1

3404 食堂、レストラン、喫茶店等 ラーメンながい 坂井市 丸岡町石城戸町1-3-1

3405 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん岩本屋春江店 坂井市 春江町江留中39-10-1

3406 食堂、レストラン、喫茶店等 ラーメン喜楽 坂井市 丸岡町里丸岡3-4

3407 食堂、レストラン、喫茶店等 ラクラルテ 坂井市 丸岡町山口64-31

3408 食堂、レストラン、喫茶店等 リストランテ　ヴェローナ 坂井市 三国町池上53-1

3409 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン朱雀 坂井市 坂井町下兵庫252－14

3410 食堂、レストラン、喫茶店等 ろばた焼　いろり 坂井市 春江町随応寺２２－３３－１

3411 食堂、レストラン、喫茶店等 ろんぐふれんど 坂井市 坂井市丸岡町愛宕３２番地

3412 食堂、レストラン、喫茶店等 雲職人ニュアージュ 坂井市 三国町三国東7-1-26

3413 食堂、レストラン、喫茶店等 越前　蟹の坊 坂井市 三国町宿1丁目16番

3414 食堂、レストラン、喫茶店等 越前つるきそば　春江店 坂井市 春江町江留中３８ー９

3415 食堂、レストラン、喫茶店等 越前ゑびす大黒舘 坂井市 三国東７丁目４-19

3416 食堂、レストラン、喫茶店等 越前三国　川喜 坂井市 三国町中央2丁目2-28

3417 食堂、レストラン、喫茶店等 越前三国湊　海船や 坂井市 三国町安島（東尋坊）64-1-1

3418 食堂、レストラン、喫茶店等 越麺屋エンゼルランドふくい店 坂井市 福井県坂井市春江町東太郎丸3-1

3419 食堂、レストラン、喫茶店等 下野　商店 坂井市 三国町安島

3420 食堂、レストラン、喫茶店等 花門 坂井市 丸岡町一本田５－２０－１

3421 食堂、レストラン、喫茶店等 霞の食堂 坂井市 丸岡町八ケ郷21-7-1

3422 食堂、レストラン、喫茶店等 海のレストランおおとく 坂井市 三国町安島24-83

3423 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮アトム春江店 坂井市 春江町藤鷲塚40

3424 食堂、レストラン、喫茶店等 海鮮処　三国港 坂井市 三国町楽円53-1-2

3425 食堂、レストラン、喫茶店等 海族船 坂井市 三国町安島51-28

3426 食堂、レストラン、喫茶店等 各種宴会、仕出し、お弁当　はるせん本 坂井市 春江町江留上昭和4-4

3427 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹　とりや 坂井市 三国町神明2-1-2
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3428 食堂、レストラン、喫茶店等 韓国厨房　崔家 坂井市 丸岡町石上2-33

3429 食堂、レストラン、喫茶店等 丸岡二八そば　大宮亭 坂井市 里丸岡3-10

3430 食堂、レストラン、喫茶店等 丸亀製麺春江 坂井市 春江町随応寺24字3

3431 食堂、レストラン、喫茶店等 寄鳥味鳥商店 坂井市 春江町江留上昭和138

3432 食堂、レストラン、喫茶店等 季節料理　海幸 坂井市 三国町三国東3-12-21

3433 食堂、レストラン、喫茶店等 吉兵衛　アル・プラザアミ店 坂井市 春江町随応寺第16号11番地　アル・プラザアミ店1階

3434 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶　ままみい 坂井市 三国町加戸119-10-22

3435 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶＆スナックニュータイガー 坂井市 春江町松木12-9

3436 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶マッチボックス 坂井市 丸岡町一本田中33-25

3437 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶メルヘン 坂井市 三国町山王4丁目4-29　!F

3438 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋 一番 坂井市 三国町山王5丁目１－３９

3439 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　桃太郎 坂井市 丸岡町一本田27-12-14

3440 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋 呑喰里 坂井市 丸岡町西瓜屋15-6-1

3441 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋 野々 坂井市 丸岡町北横地7-312

3442 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋どっとこむ 坂井市 丸岡町一本田五字北尻64

3443 食堂、レストラン、喫茶店等 蕎麦工房　お仙 坂井市 丸岡町小黒７３－６－６

3444 食堂、レストラン、喫茶店等 郷土の味　かど宗 坂井市 坂井市丸岡町一本田31-10-1

3445 食堂、レストラン、喫茶店等 銀月 坂井市 坂井市丸岡町霞２丁目１６－１３

3446 食堂、レストラン、喫茶店等 九龍 坂井市 丸岡町御幸1 31 5

3447 食堂、レストラン、喫茶店等 憩い処　みなみ 坂井市 三国町山王3-5-26

3448 食堂、レストラン、喫茶店等 五目亭　プラント2坂井店 坂井市 坂井町下新庄16-24

3449 食堂、レストラン、喫茶店等 御料理　まつき 坂井市 春江町江留上昭和13-1

3450 食堂、レストラン、喫茶店等 御料理　半兵衛 坂井市 丸岡町南横地21－17

3451 食堂、レストラン、喫茶店等 江どめ屋 坂井市 春江町江留下高道１４６

3452 食堂、レストラン、喫茶店等 笹よし 坂井市 丸岡町里丸岡２－１０２－３

3453 食堂、レストラン、喫茶店等 三好楼 坂井市 三国町米ケ脇4-4-16

3454 食堂、レストラン、喫茶店等 三国サンセットビーチ海の家 ダイヤモン 坂井市 三国町米ヶ脇4-4-28

3455 食堂、レストラン、喫茶店等 三紗 坂井市 三国町滝谷1-4-12

3456 食堂、レストラン、喫茶店等 三國湊・食の蔵　灯 坂井市 三国町北本町4丁目４－４６

3457 食堂、レストラン、喫茶店等 三國湊座 坂井市 三国町北本町4-6-48

3458 食堂、レストラン、喫茶店等 四ツ屋食堂 坂井市 丸岡町本町2丁目36-1

3459 食堂、レストラン、喫茶店等 七福屋支店 坂井市 三国町安島64-1-51

3460 食堂、レストラン、喫茶店等 若重食堂 坂井市 坂井町若宮１３－１－５０

3461 食堂、レストラン、喫茶店等 手打そば風りん亭 坂井市 春江町随応寺16-11 アルプラザアミ1F

3462 食堂、レストラン、喫茶店等 手打ちそば処　たけうち 坂井市 山王四丁目1-47

3463 食堂、レストラン、喫茶店等 秀蔵 Nan's Sea Clubhouse 坂井市 三国町安島26字小浜11

3464 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉丸岡店 坂井市 丸岡町朝陽1-128

3465 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉三国店 坂井市 三国町楽円53-21-4

3466 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉春江店 坂井市 春江町江留下高道123

3467 食堂、レストラン、喫茶店等 十号ホルモン　春江店 坂井市 春江町境上町

3468 食堂、レストラン、喫茶店等 十号ホルモン三国店 坂井市 三国町

3469 食堂、レストラン、喫茶店等 出逢い 坂井市 丸岡町西里丸岡10字18番地

3470 食堂、レストラン、喫茶店等 出村北前茶屋 坂井市 三国町神明２丁目６－２７

3471 食堂、レストラン、喫茶店等 春の蔵 坂井市 春江町江留下相田56

3472 食堂、レストラン、喫茶店等 旬花 坂井市 坂井町長畑７ー６

3473 食堂、レストラン、喫茶店等 小松屋本店 坂井市 丸岡町富田町１－２６

3474 食堂、レストラン、喫茶店等 小南亭 坂井市 三国町安島64-1-55

3475 食堂、レストラン、喫茶店等 小料理　あさ川 坂井市 三国町山岸39-50-9

3476 食堂、レストラン、喫茶店等 小料理にしばた 坂井市 坂井市春江町江留上錦２５－１

3477 食堂、レストラン、喫茶店等 昇吾楼 坂井市 三国町米納津

3478 食堂、レストラン、喫茶店等 焼き肉はし本 坂井市 丸岡町巽1一20

3479 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉あかね 坂井市 坂井市坂井町上新庄２－２３

3480 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉ビアハウス蘭燈 坂井市 坂井町蔵垣内7-5-1

3481 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉ビアホール炭火館 坂井市 丸岡町猪爪3-201

3482 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉べっちゃん 坂井市 春江町江留下相田104-2

3483 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉みね 坂井市 坂井市春江町江留上昭和149

3484 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉みね 坂井市 春江町江留上昭和147

3485 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉十寿 坂井市 坂井町大味63-9-28

3486 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉食堂いづもや 坂井市 坂井市丸岡町西瓜屋2-7-3

3487 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉風風 坂井市 丸岡町朝陽1町目310-1

3488 食堂、レストラン、喫茶店等 笑酒屋　夢市 坂井市 春江町東太郎丸22-1-3

3489 食堂、レストラン、喫茶店等 上海家庭料理　海菜居 坂井市 春江町江留下相田56

3490 食堂、レストラン、喫茶店等 城小屋マルコ 坂井市 丸岡町霞町1-25

3491 食堂、レストラン、喫茶店等 食・酒・房　もとよし 坂井市 春江町為国幸10-2

3492 食堂、レストラン、喫茶店等 食事処　はまさか 坂井市 三国町宿2丁目17-24

3493 食堂、レストラン、喫茶店等 心に響く　おろしもち 坂井市 三国町安島６４字東尋坊１－１４３
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3494 食堂、レストラン、喫茶店等 新富 坂井市 丸岡町羽崎１６－１－２

3495 食堂、レストラン、喫茶店等 生そば　新保屋　三国店 坂井市 三国町山王2-9-39

3496 食堂、レストラン、喫茶店等 石勝食堂 坂井市 三国町南本町4-11-12

3497 食堂、レストラン、喫茶店等 千舟 坂井市 三国町安藤64-1

3498 食堂、レストラン、喫茶店等 台湾料理四季紅坂井店 坂井市 坂井市春江町藤鷲塚38-10

3499 食堂、レストラン、喫茶店等 大漁船 坂井市 丸岡町一本田中35-74

3500 食堂、レストラン、喫茶店等 大森料亭 坂井市 丸岡町本町3-41

3501 食堂、レストラン、喫茶店等 谷口屋 坂井市 丸岡町上竹田37-26-1

3502 食堂、レストラン、喫茶店等 谷口屋　分店　旬の心 坂井市 丸岡町上久米田63-1　越前竹人形の里　館内2階

3503 食堂、レストラン、喫茶店等 谷川製めん所 坂井市 三国町山王3-6-63

3504 食堂、レストラン、喫茶店等 炭火焼肉　一番星 坂井市 三国町楽円58‐11‐11

3505 食堂、レストラン、喫茶店等 炭魚　ほんだ 坂井市 丸岡町本町1-53

3506 食堂、レストラン、喫茶店等 茶蔵庵房 坂井市 丸岡町上安田18-47-3

3507 食堂、レストラン、喫茶店等 茶柱 坂井市 丸岡町玄女18-19-1

3508 食堂、レストラン、喫茶店等 茶房 周遊池 坂井市 三国町安島59-50-15

3509 食堂、レストラン、喫茶店等 中華飯店　九龍 坂井市 丸岡町御幸１－３１－５

3510 食堂、レストラン、喫茶店等 中華料理　聚縁 坂井市 丸岡町上安田5-45-3

3511 食堂、レストラン、喫茶店等 中華料理福満楼 坂井市 春江町江留下相田56

3512 食堂、レストラン、喫茶店等 中藤食堂 坂井市 三国町神明三丁目１－２３

3513 食堂、レストラン、喫茶店等 朝採りたまごダイニングLily 坂井市 春江町石塚21-2-3

3514 食堂、レストラン、喫茶店等 潮騒の館　やし楼 坂井市 三国町東尋坊

3515 食堂、レストラン、喫茶店等 長田屋 坂井市 坂井町上新庄44-8

3516 食堂、レストラン、喫茶店等 田舎づくり. 膳 坂井市 丸岡町今福10-25

3517 食堂、レストラン、喫茶店等 東尋坊 正太楼 坂井市 三国町安島64号1番地55

3518 食堂、レストラン、喫茶店等 東尋坊291 坂井市 三国町安島64-1-185

3519 食堂、レストラン、喫茶店等 呑歌 坂井市 丸岡町北横地１丁目１０６

3520 食堂、レストラン、喫茶店等 二代目なかの家 坂井市 丸岡町今福2-4-5

3521 食堂、レストラン、喫茶店等 日本料理いたや 坂井市 三国町新保45-1-1

3522 食堂、レストラン、喫茶店等 農園レストラン　Nora 坂井市 三国町池上103-36

3523 食堂、レストラン、喫茶店等 備長和串いこる 坂井市 坂井市三国町安島64-1-51-11

3524 食堂、レストラン、喫茶店等 百姓屋三国店 坂井市 三国町覚善2-37-1

3525 食堂、レストラン、喫茶店等 百万石どんどん 坂井市 丸岡町玄女14-7-1

3526 食堂、レストラン、喫茶店等 浜茶屋　スタンド 坂井市 春江町中筋春日47

3527 食堂、レストラン、喫茶店等 浜茶屋　磯ちどり 坂井市 三国町浜地31字 地先海岸

3528 食堂、レストラン、喫茶店等 浜茶屋 浜BAR ダイヤモンドヘッド 坂井市 三国町米ヶ脇4-4-28

3529 食堂、レストラン、喫茶店等 浜茶屋ダイヤモンドヘッド 坂井市 三国町米ヶ脇4-4-28

3530 食堂、レストラン、喫茶店等 浜茶屋よっちゃん 坂井市 三国町浜地32-22

3531 食堂、レストラン、喫茶店等 富士寿司 坂井市 三国町三国東4-1-4

3532 食堂、レストラン、喫茶店等 舞 坂井市 春江町藤鷲塚39ー14ー1

3533 食堂、レストラン、喫茶店等 風月亭 坂井市 春江町江留上新町2-1

3534 食堂、レストラン、喫茶店等 福寿し 坂井市 三国町北本町2-1-45

3535 食堂、レストラン、喫茶店等 弁圭 坂井市 坂井町下新庄19-9-7

3536 食堂、レストラン、喫茶店等 穂高 坂井市 丸岡町北横地38-10

3537 食堂、レストラン、喫茶店等 本家かまどや　三国イーザ店 坂井市 三国町三国東５－２１６－１

3538 食堂、レストラン、喫茶店等 鮪と和牛と私 坂井市 春江町江留下相田56

3539 食堂、レストラン、喫茶店等 味処　いけす 坂井市 三国町池上４８－２

3540 食堂、レストラン、喫茶店等 味処 けやき 坂井市 坂井町蔵垣内34-14-1

3541 食堂、レストラン、喫茶店等 味処　髙良 坂井市 丸岡町羽崎5-6-1

3542 食堂、レストラン、喫茶店等 味道楽　一久 坂井市 春江町江留上錦159-5

3543 食堂、レストラン、喫茶店等 有限会社　夕なぎ荘 坂井市 三国町安島64-1-33

3544 食堂、レストラン、喫茶店等 遊菜の餃子 坂井市 春江町中筋1-5-6

3545 食堂、レストラン、喫茶店等 与平寿司 坂井市 三国町神明2丁目1-20

3546 食堂、レストラン、喫茶店等 洋風居酒屋スマイル 坂井市 春江町江留下屋敷105

3547 食堂、レストラン、喫茶店等 来来亭春江店 坂井市 随応寺23-9

3548 食堂、レストラン、喫茶店等 料亭　ほんだ 坂井市 坂井市丸岡町本町1-53

3549 食堂、レストラン、喫茶店等 料理茶屋　魚志楼 坂井市 三国町神明3-7-23

3550 食堂、レストラン、喫茶店等 林檎林 坂井市 坂井町下兵庫95-7甲

3551 食堂、レストラン、喫茶店等 辨三寿司 坂井市 春江町江留上緑８－６

3552 食堂、レストラン、喫茶店等 梵亭 坂井市 春江町随応寺114

3553 食堂、レストラン、喫茶店等 苺スイーツ専門店　Noraカフェ 坂井市 三国町池上53-1-1

3554 食堂、レストラン、喫茶店等 餃子の王将　丸岡店 坂井市 丸岡町一本田弐字小深町11-3

3555 食堂、レストラン、喫茶店等 餃餃餃 坂井市 春江町江留下高道146

3556 食堂、レストラン、喫茶店等 COZY　COFFEE 永平寺町 吉波22-104

3557 食堂、レストラン、喫茶店等 あぜ川 永平寺町 志比24-41

3558 食堂、レストラン、喫茶店等 新井屋 永平寺町 永平寺町山王24-9-1

3559 食堂、レストラン、喫茶店等 山侊 永平寺町 志比5-10-1
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3560 食堂、レストラン、喫茶店等 池田屋 永平寺町 永平寺町松岡葵2-27

3561 食堂、レストラン、喫茶店等 池田谷 永平寺町 永平寺町松岡葵2-27

3562 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　雅 永平寺町 松岡平成191-8

3563 食堂、レストラン、喫茶店等 居食屋　りゅう 永平寺町 松岡上合月2-66-1

3564 食堂、レストラン、喫茶店等 市十郎 永平寺町 松岡神明1-4-10

3565 食堂、レストラン、喫茶店等 いろは喫茶カラオケ 永平寺町 葵3丁目50番地

3566 食堂、レストラン、喫茶店等 上街道 永平寺町 志比5-15

3567 食堂、レストラン、喫茶店等 上坂 永平寺町 牧福島29-33

3568 食堂、レストラン、喫茶店等 永平寺　九頭龍らー麺　庫裡庵 永平寺町 松岡兼定島11-50-2

3569 食堂、レストラン、喫茶店等 永平寺禅どうふの郷「幸家」 永平寺町 京善41-53-1

3570 食堂、レストラン、喫茶店等 永平寺そば亭一休 永平寺町 志比28-9-2

3571 食堂、レストラン、喫茶店等 永平寺の館　雲粋 永平寺町 市野々13-38-2

3572 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェテリアPLUM 永平寺町 松岡下合月23-3

3573 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶ＫＹＡＮ 永平寺町 松岡御公領903

3574 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶　禅 永平寺町 志比27-14

3575 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶　津室 永平寺町 東古市13-26

3576 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶ローズ 永平寺町 松岡芝原1-78

3577 食堂、レストラン、喫茶店等 九頭竜天然鮎茶屋　さぎり屋 永平寺町 松岡上合月36-50

3578 食堂、レストラン、喫茶店等 けんぞう蕎麦 永平寺町 松岡春日３－２６

3579 食堂、レストラン、喫茶店等 コッコ屋 永平寺町 竹原12-18

3580 食堂、レストラン、喫茶店等 さぎり屋 永平寺町 松岡上合月36-50

3581 食堂、レストラン、喫茶店等 サルビア 永平寺町 東古市16-48

3582 食堂、レストラン、喫茶店等 四川美食　五福門 永平寺町 松岡御公領505

3583 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処かぶと 永平寺町 市野々13-1

3584 食堂、レストラン、喫茶店等 タリーズコーヒー福井大学病院店 永平寺町 松岡下合月23-3　福井大学医学部附属病院　1F

3585 食堂、レストラン、喫茶店等 てらぐち 永平寺町 志比5-17

3586 食堂、レストラン、喫茶店等 芭里音 永平寺町 松岡神明1-125

3587 食堂、レストラン、喫茶店等 東喜家 永平寺町 志比24-6

3588 食堂、レストラン、喫茶店等 毘沙門 永平寺町 松岡神明1-150

3589 食堂、レストラン、喫茶店等 ほっきょ荘 永平寺町 志比24-35

3590 食堂、レストラン、喫茶店等 三國屋 永平寺町 藤巻34-19-1

3591 食堂、レストラン、喫茶店等 道の駅禅の里 永平寺町 清水2-21-1

3592 食堂、レストラン、喫茶店等 むさしの 永平寺町 松岡御公領９０６

3593 食堂、レストラン、喫茶店等 矢の屋 永平寺町 市野々39-8-1

3594 食堂、レストラン、喫茶店等 山楽亭 永平寺町 志比23-31-10

3595 食堂、レストラン、喫茶店等 有限会社キッチン天山 永平寺町 京善1-17-1

3596 食堂、レストラン、喫茶店等 有限会社みはらしや 永平寺町 鳴鹿山鹿1-2

3597 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん福の神　松岡店 永平寺町 松岡室28－21－1

3598 食堂、レストラン、喫茶店等 ラブとるズガーデン 永平寺町 諏訪間65-1-1

3599 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン Wing 永平寺町 松岡下合月２３－３

3600 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン　ラポスト 永平寺町 東古市9-35-2

3601 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン金龍 永平寺町 東古市１６－４２－１

3602 食堂、レストラン、喫茶店等 鮎料理、季節料理　ふ志多 永平寺町 松岡領家18-94

3603 食堂、レストラン、喫茶店等 伊酒屋　バル　ジーモ 永平寺町 松岡御公領503-2

3604 食堂、レストラン、喫茶店等 井の上 永平寺町 志比２８－２

3605 食堂、レストラン、喫茶店等 永平寺胡麻豆腐の里 永平寺町 荒谷24－7－1

3606 食堂、レストラン、喫茶店等 永平寺町魅力発信交流施設えい坊館 永平寺町 松岡　神明3-107

3607 食堂、レストラン、喫茶店等 九頭龍ワゴン 永平寺町 松岡春日1丁目38

3608 食堂、レストラン、喫茶店等 県大レストラン 永平寺町 松岡兼定島4-1-1　福井県立大学内

3609 食堂、レストラン、喫茶店等 古跡館　りうぜん 永平寺町 荒谷３７－１０

3610 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉　野路 永平寺町 松岡葵1-75-5

3611 食堂、レストラン、喫茶店等 天膳本店 永平寺町 松岡室19-5-2

3612 食堂、レストラン、喫茶店等 東原屋 永平寺町 松岡葵3-107

3613 食堂、レストラン、喫茶店等 道のとちゅう　ico ico 永平寺町 中島　6-23

3614 食堂、レストラン、喫茶店等 肉焼 伸 永平寺町 松岡御公領903

3615 食堂、レストラン、喫茶店等 舞夢舞夢 永平寺町 松岡春日1丁目30

3616 食堂、レストラン、喫茶店等 龍園 永平寺町 松岡春日2-1

3617 食堂、レストラン、喫茶店等 wacca 池田町 野尻１１－３

3618 食堂、レストラン、喫茶店等 おもちの母屋 池田町 稲荷３７－８－１

3619 食堂、レストラン、喫茶店等 しらほ食堂 池田町 池田11―3―3

3620 食堂、レストラン、喫茶店等 そばの郷　池田屋 池田町 土合皿尾14-7-1

3621 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処かずら 池田町 志津原14-17

3622 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処一福 池田町 稲荷３４－２４－１

3623 食堂、レストラン、喫茶店等 ぬくもり茶屋 池田町 池田町志津原17-9

3624 食堂、レストラン、喫茶店等 魚イ 池田町 谷口31-2-5

3625 食堂、レストラン、喫茶店等 香 池田町 谷口１－１
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3626 食堂、レストラン、喫茶店等 小豆書房 池田町 稲荷18-4-1

3627 食堂、レストラン、喫茶店等 水車 池田町 稲荷10-36-1

3628 食堂、レストラン、喫茶店等 酔虎 夢 池田町 土合皿尾4-5-9

3629 食堂、レストラン、喫茶店等 長尾と珈琲 池田町 板垣５１－１３－３

3630 食堂、レストラン、喫茶店等 Café　ＵＭＩＮＡＭＩ 南越前町 牧谷39-2-2

3631 食堂、レストラン、喫茶店等 FIELD＆SOIL 南越前町 牧谷39-2-2

3632 食堂、レストラン、喫茶店等 FOOD　HALL　Me 南越前町 牧谷39-2-2

3633 食堂、レストラン、喫茶店等 ＪＵＲＡＫＵ 南越前町 牧谷39-2-2

3634 食堂、レストラン、喫茶店等 ORION BAKE 南越前町 古木49-3-1

3635 食堂、レストラン、喫茶店等 sou's cafe 南越前町 今庄115-1-2

3636 食堂、レストラン、喫茶店等 station 南越前町 今庄85-2-18

3637 食堂、レストラン、喫茶店等 ＹＡＭＡ’ｎ　ＢＡＲ 南越前町 牧谷39-2-2

3638 食堂、レストラン、喫茶店等 あげたろっさ 南越前町 牧谷39-2-2

3639 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　あらいそ 南越前町 糠１３－５

3640 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　やまひさ 南越前町 河野19-6

3641 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ&レストラン　ネヌファ 南越前町 湯尾19-3-50

3642 食堂、レストラン、喫茶店等 グリル衆望 南越前町 東大道33-13

3643 食堂、レストラン、喫茶店等 ごはんや蓮ＲＥＮ 南越前町 牧谷29-8

3644 食堂、レストラン、喫茶店等 シーサイド弁天 南越前町 河野19-16-21

3645 食堂、レストラン、喫茶店等 しげじろう 南越前町 今庄67-17

3646 食堂、レストラン、喫茶店等 せき亭 南越前町 上野20-52

3647 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処　おばちゃんの店 南越前町 南条郡南越前町今庄9-13

3648 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処いまじょう 南越前町 牧谷39-2-2

3649 食堂、レストラン、喫茶店等 はま屋 南越前町 糠１２－９

3650 食堂、レストラン、喫茶店等 ピッツェリアROSSO 南越前町 長沢19－59

3651 食堂、レストラン、喫茶店等 ふる里 南越前町 今庄83-3-1

3652 食堂、レストラン、喫茶店等 ゆたか水産 南越前町 牧谷39-2-2

3653 食堂、レストラン、喫茶店等 リトリートたくら 南越前町 古木59-52

3654 食堂、レストラン、喫茶店等 レスコンエリア藺敷 南越前町 湯尾５５－４

3655 食堂、レストラン、喫茶店等 越前の幸　ほやっ停 南越前町 牧谷第39‐2‐2

3656 食堂、レストラン、喫茶店等 花はす温泉そまやま　はす乃家 南越前町 中小屋60-1

3657 食堂、レストラン、喫茶店等 鴨平 南越前町 東大道32-9-2

3658 食堂、レストラン、喫茶店等 魚順 南越前町 今庄74-10-5

3659 食堂、レストラン、喫茶店等 喰辛坊　甚 南越前町 今庄

3660 食堂、レストラン、喫茶店等 古民家レストラン らんたん 南越前町 今庄2字7-1

3661 食堂、レストラン、喫茶店等 御鷹亭 南越前町 東大道12-16-6

3662 食堂、レストラン、喫茶店等 好好庵 南越前町 東大道12-16-15

3663 食堂、レストラン、喫茶店等 甲楽城売店 南越前町 甲楽城7-33-2

3664 食堂、レストラン、喫茶店等 今治亭 南越前町 今庄109-1

3665 食堂、レストラン、喫茶店等 今庄そば道場 南越前町 大門10-3-1

3666 食堂、レストラン、喫茶店等 山﨑鮮魚店 南越前町 東大道33-6

3667 食堂、レストラン、喫茶店等 十割そばいたどり 南越前町 板取16ー12

3668 食堂、レストラン、喫茶店等 畝来-ウラ- 南越前町 河野2-16

3669 食堂、レストラン、喫茶店等 大八 南越前町 湯尾3ー13ー5

3670 食堂、レストラン、喫茶店等 竹下食堂 南越前町 東大道28-8-7

3671 食堂、レストラン、喫茶店等 中華料理　峰龍 南越前町 関ケ鼻6-1

3672 食堂、レストラン、喫茶店等 鶴文 南越前町 湯尾30-17

3673 食堂、レストラン、喫茶店等 土の駅今庄 南越前町 湯尾96-19

3674 食堂、レストラン、喫茶店等 南条SA フードコート 南越前町 上野78 北陸自動車道南条SA下り線

3675 食堂、レストラン、喫茶店等 南条SA レストラン「花はす」 南越前町 南越前町上野78北陸自動車道南条SA下り線

3676 食堂、レストラン、喫茶店等 南条SA上り線　おぼろや 南越前町 牧谷39

3677 食堂、レストラン、喫茶店等 南条SA上り線　ジェラートトリノ 南越前町 牧谷39

3678 食堂、レストラン、喫茶店等 南条SA上り線　ボルガ食堂 南越前町 牧谷39

3679 食堂、レストラン、喫茶店等 南条SA上り線　越前塩中華 南越前町 牧谷39

3680 食堂、レストラン、喫茶店等 南条SA上り線　越前地磯亭 南越前町 牧谷39

3681 食堂、レストラン、喫茶店等 南条サービスエリア上り線店 南越前町 南条郡南越前町牧谷３９

3682 食堂、レストラン、喫茶店等 農家のごはん屋さん 四季菜 南越前町 脇本17-42-1

3683 食堂、レストラン、喫茶店等 北陸自動車道 南条サービスエリア上り線 南越前町 牧谷39

3684 食堂、レストラン、喫茶店等 鮨善 南越前町 牧谷28-20-6

3685 食堂、レストラン、喫茶店等 8番らーめん織田店 越前町 中8-2-3

3686 食堂、レストラン、喫茶店等 Cafe Onmi 越前町 宿５－８－１

3687 食堂、レストラン、喫茶店等 Riz et R 越前町 内郡１４－８

3688 食堂、レストラン、喫茶店等 Riz et R  (リズエアール) 越前町 内郡14-8

3689 食堂、レストラン、喫茶店等 いこい 越前町 厨10ｰ33

3690 食堂、レストラン、喫茶店等 いと家 越前町 気比庄44-80

3691 食堂、レストラン、喫茶店等 いなだや 越前町 織田42-6
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3692 食堂、レストラン、喫茶店等 いろは軒 越前町 越前町西田中16-5-2

3693 食堂、レストラン、喫茶店等 えちぜん 越前町 小樟３－８１

3694 食堂、レストラン、喫茶店等 えちぜん丸太屋 越前町 梅浦114-92-1

3695 食堂、レストラン、喫茶店等 お好み焼き　彩か 越前町 天王20-4-23

3696 食堂、レストラン、喫茶店等 お酒処　麦笑 越前町 39-70

3697 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事　出みせ 越前町 高佐27ー1

3698 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　うおいち 越前町 厨71-324-1

3699 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処かねいち 越前町 厨71-335-1

3700 食堂、レストラン、喫茶店等 きね搗き　どん太郎 越前町 乙坂39-1　ホームセンターヤマキシ内

3701 食堂、レストラン、喫茶店等 コーヒーショップバロック 越前町 西田中3丁目806

3702 食堂、レストラン、喫茶店等 ごぜん家 越前町 町中7-1-1 メルシ 1F

3703 食堂、レストラン、喫茶店等 さくら茶屋 ヤマキシ朝日店 越前町 乙坂３９－１

3704 食堂、レストラン、喫茶店等 しゃろん 越前町 織田100ー5

3705 食堂、レストラン、喫茶店等 だいこん舎 越前町 小曽原120-3-20

3706 食堂、レストラン、喫茶店等 ドライブイン厨 越前町 厨47-1-9

3707 食堂、レストラン、喫茶店等 ドライブイン明石 越前町 厨71-280-1

3708 食堂、レストラン、喫茶店等 ヌーブ 越前町 西田中4-503

3709 食堂、レストラン、喫茶店等 バロン 越前町 織田120-7-1

3710 食堂、レストラン、喫茶店等 ファミリーフーズチャオ 越前町 織田９８－１０－８

3711 食堂、レストラン、喫茶店等 ファミリ－レストランこめや 越前町 西田中4-413

3712 食堂、レストラン、喫茶店等 ブルーマリン 越前町 厨49-1-11

3713 食堂、レストラン、喫茶店等 ふるさとの宿こばせ 越前町 梅浦58-8

3714 食堂、レストラン、喫茶店等 ほやほや 越前町 朝日1-5-1

3715 食堂、レストラン、喫茶店等 マティニー 越前町 東内郡1-310

3716 食堂、レストラン、喫茶店等 みょうがの里 越前町 内郡27-10

3717 食堂、レストラン、喫茶店等 めん房　新月亭 越前町 内郡14-21

3718 食堂、レストラン、喫茶店等 レストランMarPe 越前町 越前町陶の谷67-13-1

3719 食堂、レストラン、喫茶店等 レストランこめや 越前町 梅浦58-11

3720 食堂、レストラン、喫茶店等 安久 越前町 織田114-38

3721 食堂、レストラン、喫茶店等 越前かに専門店　かに八 越前町 玉川39-50-1

3722 食堂、レストラン、喫茶店等 越前海鮮処 蟹かに亭　水仙ランド店 越前町 血ヶ平25-2　越前岬水仙ランド下

3723 食堂、レストラン、喫茶店等 花のゆめ 越前町 梨子ケ平2

3724 食堂、レストラン、喫茶店等 海の幸食処　えちぜん 越前町 小樟3-81

3725 食堂、レストラン、喫茶店等 海食空間　かに乃花 越前町 梅浦56-13

3726 食堂、レストラン、喫茶店等 蟹かに亭　本店 越前町 梅浦62-27

3727 食堂、レストラン、喫茶店等 楽膳 越前町 気比庄33-22-3

3728 食堂、レストラン、喫茶店等 魚竹別館牡丹 越前町 下糸生110-12

3729 食堂、レストラン、喫茶店等 蕎麦cafe Maruta屋 越前町 梅浦114-92

3730 食堂、レストラン、喫茶店等 荒平楼 越前町 内郡9ー1

3731 食堂、レストラン、喫茶店等 彩か 越前町 天王20-4-23

3732 食堂、レストラン、喫茶店等 手づくりお惣菜じんべえ 越前町 丹生郡越前町織田98-24

3733 食堂、レストラン、喫茶店等 出みせ 越前町 白浜27ー1

3734 食堂、レストラン、喫茶店等 小西亭 越前町 上糸生82-22

3735 食堂、レストラン、喫茶店等 松屋越前千福店 越前町 千福町29

3736 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉かなや 越前町 梅浦８４－１－３

3737 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉ホルモン銀風 越前町 西田中14-30-3

3738 食堂、レストラン、喫茶店等 青海食堂 越前町 厨47－1－１１

3739 食堂、レストラン、喫茶店等 雪んこ餅 (農家レストラン) 越前町 丹生郡越前町樫津4-2-1

3740 食堂、レストラン、喫茶店等 地域交流施設、古民家喫茶【くまＣＡＦＥ】 越前町 熊谷41-15

3741 食堂、レストラン、喫茶店等 地魚もてなし滝の川　越前町本店 越前町 丹生郡越前町高佐16-19-2

3742 食堂、レストラン、喫茶店等 竹扇 越前町 小曽原24－32

3743 食堂、レストラン、喫茶店等 朝日風月堂 越前町 西田中8-34

3744 食堂、レストラン、喫茶店等 朝日楼 越前町 東内郡４丁目３０７番地

3745 食堂、レストラン、喫茶店等 田島食堂 越前町 東内郡1-310

3746 食堂、レストラン、喫茶店等 道の駅パークイン丹生ヶ丘 越前町 上川去45-1-7

3747 食堂、レストラン、喫茶店等 有限会社　佐々木隆文堂・和麗(アエ 越前町 織田98-1

3748 食堂、レストラン、喫茶店等 有限会社アース 越前町 気比庄29-6-3

3749 食堂、レストラン、喫茶店等 ㈲かく屋 越前町 織田85-54

3750 食堂、レストラン、喫茶店等 洋食居酒屋千秋 越前町 西田中15-2-2

3751 食堂、レストラン、喫茶店等 旅館　甚平 越前町 玉川39-27

3752 食堂、レストラン、喫茶店等 緑丸 越前町 丹生郡越前町梅浦１５０－１９

3753 食堂、レストラン、喫茶店等 和酒草庵　藤田 越前町 福井県丹生郡越前町細野75-55-3

3754 食堂、レストラン、喫茶店等 和麗（AERA） 越前町 織田98-1

3755 食堂、レストラン、喫茶店等 cafe MIROKU 美浜町 新庄281-1-1

3756 食堂、レストラン、喫茶店等 la vie 美浜町 坂尻42-1-1

3757 食堂、レストラン、喫茶店等 MahanaTable 美浜町 佐田56－22
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3758 食堂、レストラン、喫茶店等 ＲＩＰ 美浜町 竹波19-12-8

3759 食堂、レストラン、喫茶店等 Woody papa 美浜町 気山110-1

3760 食堂、レストラン、喫茶店等 あなぐらももんじ 美浜町 松原36-1-1

3761 食堂、レストラン、喫茶店等 オーロラ 美浜町 久々子33-34-1

3762 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ．リオ 美浜町 河原市5-11

3763 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ喫茶　ゆうらん 美浜町 早瀬1-5

3764 食堂、レストラン、喫茶店等 ブリックハウス 美浜町 郷市13-2-1

3765 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん奏奏　美浜店 美浜町 郷市15-7

3766 食堂、レストラン、喫茶店等 らーめん虹 美浜町 金山37-28

3767 食堂、レストラン、喫茶店等 ラウンジ凛 美浜町 気山３２０－１－１

3768 食堂、レストラン、喫茶店等 割烹、寿司、仕出し、おとり 美浜町 久々子20-1-3

3769 食堂、レストラン、喫茶店等 株式会社　旅工房 美浜町 木野２１－４－１

3770 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶かもめ 美浜町 早瀬11ー15

3771 食堂、レストラン、喫茶店等 渓流の里 美浜町 新庄286-5-1

3772 食堂、レストラン、喫茶店等 軽食喫茶「星の子」 美浜町 美浜町郷市29-3美浜町生涯学習センター「なびあす」内

3773 食堂、レストラン、喫茶店等 五湖の駅 美浜町 久々子72-1

3774 食堂、レストラン、喫茶店等 嵯峨 美浜町 日向61-1-155

3775 食堂、レストラン、喫茶店等 若狭海遊バザール千鳥苑 美浜町 坂尻43-3-1

3776 食堂、レストラン、喫茶店等 寿し波 美浜町 竹波１９－１２－７

3777 食堂、レストラン、喫茶店等 松坂屋　河原市店　藤八 美浜町 河原市18-10-3

3778 食堂、レストラン、喫茶店等 盛房 美浜町 郷市

3779 食堂、レストラン、喫茶店等 中谷鮮魚店 美浜町 佐田34-9-1

3780 食堂、レストラン、喫茶店等 美浜食堂 美浜町 大藪

3781 食堂、レストラン、喫茶店等 美浜町健康楽膳拠点施設こるぱ 美浜町 久々子３４－２－１

3782 食堂、レストラン、喫茶店等 味 一休 美浜町 久々子80-3

3783 食堂、レストラン、喫茶店等 味くらべ 美浜町 郷市4-11-8

3784 食堂、レストラン、喫茶店等 BAR　VIVID 高浜町 薗部61－5

3785 食堂、レストラン、喫茶店等 BEACH SIDE VILLAGE FAMILIAR 高浜町 高浜町和田110-26-3

3786 食堂、レストラン、喫茶店等 ＣＡＢＵ 高浜町 湯谷

3787 食堂、レストラン、喫茶店等 Cafe ZOO 高浜町 東三松59-1

3788 食堂、レストラン、喫茶店等 cafe ヒコーキ 高浜町 福井県大飯郡高浜町和田117-68高浜町保健福祉センター内

3789 食堂、レストラン、喫茶店等 ＦＳちどり 高浜町 和田126ｰ11ｰ1

3790 食堂、レストラン、喫茶店等 ＬＥＦＴＹ’Ｓ　ＮＹ　ＰＩＺＺＡ 高浜町 宮崎４４－６１

3791 食堂、レストラン、喫茶店等 LOOFAH 高浜町 宮崎86-41-16

3792 食堂、レストラン、喫茶店等 UMIKARA　Select 高浜町 塩土5-1

3793 食堂、レストラン、喫茶店等 UMIKARA（2階テラス） 高浜町 塩土5-1

3794 食堂、レストラン、喫茶店等 Your resort 光泉 高浜町 西三松2-1

3795 食堂、レストラン、喫茶店等 あいの風 高浜町 宮崎87-3-4

3796 食堂、レストラン、喫茶店等 イルマーレ 高浜町 畑11-15-4

3797 食堂、レストラン、喫茶店等 うみから食堂 高浜町 塩土5-1

3798 食堂、レストラン、喫茶店等 お好み焼　ABOUT 高浜町 宮崎86-41-10

3799 食堂、レストラン、喫茶店等 お好み焼き　幸 高浜町 高浜町宮崎45-75

3800 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ＆ギャラリー　ふらり 高浜町 薗部６１－７

3801 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェ・ボワ 高浜町 和田１６８－２０－１

3802 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェボワ 高浜町 和田168-20-1

3803 食堂、レストラン、喫茶店等 カラオケ居酒屋　ポン・テリカ 高浜町 和田136-5-1

3804 食堂、レストラン、喫茶店等 くら・蔵 高浜町 宮崎７７－１－８　高浜駅２Ｆ

3805 食堂、レストラン、喫茶店等 すとーりー 高浜町 和田122-27-1

3806 食堂、レストラン、喫茶店等 セピア 高浜町 宮崎90

3807 食堂、レストラン、喫茶店等 だんじり 高浜町 和田127-43

3808 食堂、レストラン、喫茶店等 とんがらし 高浜町 宮崎39-11-1

3809 食堂、レストラン、喫茶店等 なかまっち茶論 高浜町 福井県大飯郡高浜町三明1-12

3810 食堂、レストラン、喫茶店等 パティスリーアン・ヴェルヴ 高浜町 南団地1-2-2

3811 食堂、レストラン、喫茶店等 ハワイ 高浜町 青戸1-1-57

3812 食堂、レストラン、喫茶店等 ブルーライトヨコヤマ 高浜町 和田118-30-1 カミヤビル1F

3813 食堂、レストラン、喫茶店等 ペンションくらはし 高浜町 西三松13-58-1

3814 食堂、レストラン、喫茶店等 ほっと.milk 高浜町 1丁目2-6

3815 食堂、レストラン、喫茶店等 ホワイトキャビン 高浜町 下車持3-14

3816 食堂、レストラン、喫茶店等 マルケーボート 高浜町 若狭和田ビーチ

3817 食堂、レストラン、喫茶店等 まるまる菜園 ベジカフェ白浜 高浜町 岩神16-2-1

3818 食堂、レストラン、喫茶店等 まる浜ボート 高浜町 薗部

3819 食堂、レストラン、喫茶店等 みのり弁当 高浜町 宮崎63-1-1

3820 食堂、レストラン、喫茶店等 ももの 高浜町 日置42-1-2

3821 食堂、レストラン、喫茶店等 ラーメンしんしん 高浜町 畑11-6-1

3822 食堂、レストラン、喫茶店等 リラ☆ 高浜町 127-46

3823 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン＆カラオケ　楡の木 高浜町 下車持

58 ページ



No. 業種 施設・店舗名 住所

3824 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン安土山 高浜町 和田１３３－９－２

3825 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン菊水 高浜町 宮崎86-48-13

3826 食堂、レストラン、喫茶店等 レストラン源治 高浜町 宮崎63-24-1

3827 食堂、レストラン、喫茶店等 ロングビーチ 高浜町 和田１２６－３８

3828 食堂、レストラン、喫茶店等 伊藤食堂 高浜町 宮崎45-31番地

3829 食堂、レストラン、喫茶店等 一文字 高浜町 宮崎 21-2

3830 食堂、レストラン、喫茶店等 隠し蔵 高浜町 宮崎７５－６－５

3831 食堂、レストラン、喫茶店等 花番地 高浜町 小和田34-4

3832 食堂、レストラン、喫茶店等 海の家やまぐち 高浜町 紫水ヶ丘１－１－４７

3833 食堂、レストラン、喫茶店等 活魚料理　雄海 高浜町 西三松1-1-4

3834 食堂、レストラン、喫茶店等 関西電力能力開発センター　(内)食堂 高浜町 水明2

3835 食堂、レストラン、喫茶店等 岩滝ボート 高浜町 岩神１－９

3836 食堂、レストラン、喫茶店等 宮崎食堂　旅館 高浜町 高浜町宮崎８７－１５－９

3837 食堂、レストラン、喫茶店等 宮崎旅館　食堂 高浜町 宮崎８７－１５－９

3838 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋えん 高浜町 宮崎86-41-10

3839 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋こみ屋 高浜町 宮崎86-41-17

3840 食堂、レストラン、喫茶店等 金の鱗 高浜町 紫水ヶ丘1-1-80

3841 食堂、レストラン、喫茶店等 山口旅館 高浜町 西三松２－７－１

3842 食堂、レストラン、喫茶店等 紫水 高浜町 紫水ケ丘1-1-21

3843 食堂、レストラン、喫茶店等 若狭ビーチ 高浜町 薗部51-30

3844 食堂、レストラン、喫茶店等 小松ボート 高浜町 和田海岸通り

3845 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉 佳伸 高浜町 鍾寄12-2

3846 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉青龍 高浜町 青戸3ー1ー84

3847 食堂、レストラン、喫茶店等 食堂えがみ 高浜町 田ノ浦1-1　関西電力（株）高浜発電所内　協力会社ビルB棟1F

3848 食堂、レストラン、喫茶店等 青葉山ハーバルビレッジ　『あおばやま 高浜町 中山2-4

3849 食堂、レストラン、喫茶店等 台湾料理萬盛 高浜町 青8-13

3850 食堂、レストラン、喫茶店等 大洋 高浜町 127ー46

3851 食堂、レストラン、喫茶店等 第２食堂 高浜町 田ノ浦仮設事務所1F

3852 食堂、レストラン、喫茶店等 道の駅シーサイド高浜 高浜町 下車持46-10

3853 食堂、レストラン、喫茶店等 浜茶屋　はまかぜ 高浜町 高浜町和田111-12

3854 食堂、レストラン、喫茶店等 浜茶屋　ヒロセ食堂 高浜町 和田若狭和田海水浴場地係

3855 食堂、レストラン、喫茶店等 浜茶屋　山長 高浜町 和田海岸地係

3856 食堂、レストラン、喫茶店等 浜茶屋あさひ 高浜町 和田　和田海岸

3857 食堂、レストラン、喫茶店等 浜茶屋さざなみ 高浜町 和田海岸

3858 食堂、レストラン、喫茶店等 浜茶屋ハワイ 高浜町 事代　城山海岸

3859 食堂、レストラン、喫茶店等 浜茶屋リゾートキシモト 高浜町 61-5

3860 食堂、レストラン、喫茶店等 舞うぇい 高浜町 宮崎80-41-9

3861 食堂、レストラン、喫茶店等 別邸たち太 高浜町 事代1-37

3862 食堂、レストラン、喫茶店等 味彩 高浜町 宮崎75

3863 食堂、レストラン、喫茶店等 麺や天晴 高浜町 鐘寄12-13

3864 食堂、レストラン、喫茶店等 禄縁 高浜町 宮崎35

3865 食堂、レストラン、喫茶店等 和田集会所 高浜町 安土

3866 食堂、レストラン、喫茶店等 おおい旅館料飲合同会社 おおい町 本郷153-1-1

3867 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事・仕出し　伸 おおい町 本郷137-7-1

3868 食堂、レストラン、喫茶店等 カフェギャラリー　フロッカス おおい町 石山21-1-5

3869 食堂、レストラン、喫茶店等 かりん灯 おおい町 大島52-55

3870 食堂、レストラン、喫茶店等 そば処　よってっ亭 おおい町 名田庄納田終109-1-1

3871 食堂、レストラン、喫茶店等 とんこつラーメンまるとん屋 おおい町 本郷154－1－8

3872 食堂、レストラン、喫茶店等 ムマインビテーション おおい町 若狭本郷147－１ー８

3873 食堂、レストラン、喫茶店等 よざえもんcafe おおい町 名田庄納田終57-4

3874 食堂、レストラン、喫茶店等 よぜえもんカフェ おおい町 名田庄納田終５７－４

3875 食堂、レストラン、喫茶店等 よってっ亭 おおい町 名田庄納田終

3876 食堂、レストラン、喫茶店等 ラーメン藤 おおい町 本郷155字北高縄手４番の1

3877 食堂、レストラン、喫茶店等 レストランSAVOR おおい町 福井県大飯郡おおい町成海1-8

3878 食堂、レストラン、喫茶店等 ロッキンバーグマン おおい町 野尻21-28-1

3879 食堂、レストラン、喫茶店等 一炷庵 おおい町 名田庄三重24-34

3880 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶 義経 おおい町 本郷136-1-1

3881 食堂、レストラン、喫茶店等 喫茶フィエスタ おおい町 名田庄久坂42-3

3882 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　月 おおい町 本郷159-4-1

3883 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋レストランRond おおい町 成海1-16-2

3884 食堂、レストラン、喫茶店等 自然薯とろろ iheee おおい町 成海1-8-5

3885 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉・海鮮まるや おおい町 本郷154－1－8

3886 食堂、レストラン、喫茶店等 大屋食堂（F棟） おおい町 福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1

3887 食堂、レストラン、喫茶店等 大屋食堂（第2事務所） おおい町 福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1第2事務所2階

3888 食堂、レストラン、喫茶店等 鳥政 おおい町 おおい町本郷153-6-1

3889 食堂、レストラン、喫茶店等 道の駅うみんぴあ大飯　うみ・ぼ～ず おおい町 おおい町成海1-1-2
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3890 食堂、レストラン、喫茶店等 道の駅うみんぴあ大飯（フードコート） おおい町 成海1-1-2

3891 食堂、レストラン、喫茶店等 門野亭 おおい町 名田庄口坂本31-4-1

3892 食堂、レストラン、喫茶店等 麒麟 おおい町 本郷144-18

3893 食堂、レストラン、喫茶店等 café blanca 若狭町 北前川16-16-1

3894 食堂、レストラン、喫茶店等 CAFE&GALLARY久兵衛 若狭町 井ノ口35ー8

3895 食堂、レストラン、喫茶店等 cafe縞 若狭町 鳥浜122－12－1

3896 食堂、レストラン、喫茶店等 irodori Labo. 若狭町 熊川39-5-3

3897 食堂、レストラン、喫茶店等 KUWON Cafe 若狭町 北前川39-1

3898 食堂、レストラン、喫茶店等 Saba*Cafe 若狭町 熊川12-16-1

3899 食堂、レストラン、喫茶店等 Yachimiパン 若狭町 兼田21ｰ8

3900 食堂、レストラン、喫茶店等 あじさい飛喜丸 若狭町 市場18-2

3901 食堂、レストラン、喫茶店等 アルデーヌ　カナモリ 若狭町 気山275-2-3

3902 食堂、レストラン、喫茶店等 アルデーヌ カナモリ 若狭町 気山２７５－２－３

3903 食堂、レストラン、喫茶店等 いっぷく処　かぶらちゃん 若狭町 山内52‐8‐1

3904 食堂、レストラン、喫茶店等 うなぎや源与門 若狭町 三方52-6

3905 食堂、レストラン、喫茶店等 うなぎ淡水 若狭町 鳥浜127-13-4

3906 食堂、レストラン、喫茶店等 うなぎ料理　徳右エ門 若狭町 鳥浜44-18

3907 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事　来人館 若狭町 三方12-10-1

3908 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処　ひばり 若狭町 三方39-22-4

3909 食堂、レストラン、喫茶店等 お食事処ぶっきらぼう 若狭町 大鳥羽25-12-1

3910 食堂、レストラン、喫茶店等 きら亭 若狭町 中央1-6-1

3911 食堂、レストラン、喫茶店等 くるま屋 若狭町 安賀里75-1-6

3912 食堂、レストラン、喫茶店等 コミュニティカフェ「きらやま茶屋」 若狭町 三方39-5-3

3913 食堂、レストラン、喫茶店等 シルク・ルーム 若狭町 能登野34-39

3914 食堂、レストラン、喫茶店等 すし拓屋 若狭町 瓜生37-11-13

3915 食堂、レストラン、喫茶店等 ドライブインやまだ 若狭町 成出22-1-1

3916 食堂、レストラン、喫茶店等 ドライブインよしだ 若狭町 海山70-3

3917 食堂、レストラン、喫茶店等 ペンギン村 若狭町 若狭町鳥浜60-1

3918 食堂、レストラン、喫茶店等 めし処　万福 若狭町 天徳寺３４－１３－２

3919 食堂、レストラン、喫茶店等 モーモー亭 若狭町 井ノ口29-32-1

3920 食堂、レストラン、喫茶店等 ももhana 若狭町 鳥浜27-34-1

3921 食堂、レストラン、喫茶店等 やきにく 寿寿円 若狭町 横渡４－７－２

3922 食堂、レストラン、喫茶店等 レインボーカフェ 若狭町 気山18-2-2

3923 食堂、レストラン、喫茶店等 レストハウス湖畔 若狭町 三方上中郡若狭町海山77-9

3924 食堂、レストラン、喫茶店等 杏家 若狭町 新道48-1

3925 食堂、レストラン、喫茶店等 葛と鯖寿しの店　まる志ん 若狭町 熊川39-11-1

3926 食堂、レストラン、喫茶店等 給食カフェはな結 若狭町 熊川38-25

3927 食堂、レストラン、喫茶店等 旧逸見勘兵衛家 若狭町 熊川30-3-1

3928 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋　和 若狭町 瓜生32-12-40

3929 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋きんた 若狭町 能登野38-13-1

3930 食堂、レストラン、喫茶店等 居酒屋じろう 若狭町 井ノ口26-5-9

3931 食堂、レストラン、喫茶店等 魚三 若狭町 鳥浜25－40

3932 食堂、レストラン、喫茶店等 熊川五感キッチン　Kazane 若狭町 熊川30-3-1

3933 食堂、レストラン、喫茶店等 熊川宿　伍助 若狭町 熊川16-28-1

3934 食堂、レストラン、喫茶店等 軽食　おまっとさん 若狭町 気山116-22-1

3935 食堂、レストラン、喫茶店等 山頂カフェなないろ 若狭町 気山18-2-2

3936 食堂、レストラン、喫茶店等 社会福祉法人つぐみ福祉会若狭事業所 若狭町 若狭町市場18-18

3937 食堂、レストラン、喫茶店等 寿し政 若狭町 成願寺４-１０-４

3938 食堂、レストラン、喫茶店等 秋吉上中店 若狭町 三宅92-2-15

3939 食堂、レストラン、喫茶店等 焼肉吟ちゃん 若狭町 中央1-11-1

3940 食堂、レストラン、喫茶店等 心八 若狭町 岩屋６１－３５

3941 食堂、レストラン、喫茶店等 川とく 若狭町 能登野35-14

3942 食堂、レストラン、喫茶店等 善司郎食堂部 若狭町 市場21-9-1

3943 食堂、レストラン、喫茶店等 大島食堂 若狭町 天徳寺53-20-4

3944 食堂、レストラン、喫茶店等 竹の子 若狭町 三方31-27-

3945 食堂、レストラン、喫茶店等 中華料理　八宝園 若狭町 能登野33-2-2

3946 食堂、レストラン、喫茶店等 日本料理いち福 若狭町 市場8-33

3947 食堂、レストラン、喫茶店等 伴走舎 若狭町 鳥浜123‐9ｰ2

3948 食堂、レストラン、喫茶店等 美方 陽だまり 若狭町 鳥浜44-6

3949 食堂、レストラン、喫茶店等 名水の里 若狭町 天徳寺３７－１－３

3950 食堂、レストラン、喫茶店等 麺屋はっさく 若狭町 井ノ口29-33

3951 食堂、レストラン、喫茶店等 和伊和伊亭 若狭町 三宅93-4-1

3952 食堂、レストラン、喫茶店等 和風カフェ五湖庵 若狭町 気山18-2-2

3953 食堂、レストラン、喫茶店等 和風れすとらん　くるま屋 若狭町 安賀里75-1-6

3954 食堂、レストラン、喫茶店等 傳馬屋 若狭町 三方上中郡若狭町上野9-1

3955 食堂、レストラン、喫茶店等 麵屋銀河 若狭町 南前川40-11-4
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3956 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ciao 福井市 開発5丁目2105竹下ビル1階

3957 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） Ｄ－ＺＯＮＥ春江店 福井市 定正町1103

3958 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） g 福井市 順化1-8-17

3959 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） Mah-jongg Bar158 福井市 和田中2丁目916

3960 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） MONAKO WAKASUGI 福井市 若杉4丁目1213

3961 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） NOAH 福井市 順化二丁目20-9

3962 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） P'sエルパ店 福井市 大和田町2丁目1212番地エルパ2階

3963 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） P's福井駅前店 福井市 中央1丁目8-21

3964 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） Ｔｈｅ　Ｊｕｎｇｌｅ　１０００ 福井市 成和1丁目913

3965 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） エンターテイメントオメガ板垣 福井市 板垣５－１５０６

3966 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） エンターテイメントオメガ舞屋店 福井市 舞屋町１６字開堂６－１

3967 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） オモロ－ランドベル店 福井市 花堂南2-16-1

3968 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） クァトロブーム開発 福井市 開発５丁目２１１１

3969 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） クァトロブーム新田塚 福井市 二の宮5丁目8-36

3970 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） クァトロブーム渕町 福井市 渕2丁目1408

3971 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ゴルフ&ダーツバーTRUMP 福井市 大手2-6-1

3972 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） サボゴボ 福井市 順化1-13-17

3973 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ジョイランド大和田店 福井市 大和田2丁目1002番地

3974 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） スーパーUSA開発店 福井市 開発5丁目1011番地

3975 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） スーパーUSA学園店 福井市 学園２丁目１２－２１

3976 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） セガ福井 福井市 丸山1-410

3977 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） タイヨーネオ福井店 福井市 西開発1丁目2503-2

3978 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） フクイレジャーランドワイプラザ店 福井市 新保北１丁目３０３番地　ヤスサキワイプラザＢ棟２Ｆ

3979 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） フラッシュダイエー 福井市 御幸４丁目１２－２２

3980 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） マルハン福井大和田店 福井市 大和田２丁目1201番地

3981 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） マルハン福井店 福井市 丸山1丁目107番地

3982 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ミスタ－春吉 福井市 文京7丁目23-30

3983 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ムッツュ　サロン　サミット 福井市 下荒井20－1－1

3984 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） レッツワクワク 福井市 花堂南２丁目１６－１

3985 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） レッツワクワクエルパ店 福井市 大和田町2丁目1212番地エルパ2階

3986 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） レッツワクワクベル店 福井市 花堂南2丁目16-1

3987 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） 自遊時館 福井市 二の宮2-31-31

3988 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） 福井コロナワールド 福井市 大和田2丁目1201番地

3989 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） 福井レジャーランド板垣店 福井市 下馬３丁目１０２

3990 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） 福井棋院 福井市 日之出３丁目１５－２０

3991 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） 福井競輪場 福井市 明里町

3992 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） 夢市場オンリ－ワン店 福井市 西開発2-101フレンドタウン福井内

3993 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） namcoアピタ敦賀店 敦賀市 中央町1-5-5　アピタ敦賀店2階　namcoアピタ敦賀店

3994 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） USA敦賀店 敦賀市 木崎４０－１２

3995 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） アリーナボウル敦賀 敦賀市 木崎40号土三田12番

3996 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ゲ－ムジャングル・オモロ－ランド敦賀 敦賀市 白銀町11-5アル・プラザ敦賀6階

3997 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ジョイランド敦賀店 敦賀市 木崎40号土三田12番

3998 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） パチンコＡＭＧ 敦賀市 中央町２丁目１８０４番地

3999 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ビリヤード チェス 敦賀市 木崎43－17－4

4000 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） WAA（若狭小浜エアソフトガン協会） 小浜市 大手町8番1号

4001 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ダイナム信頼の森 福井大野店 大野市 春日157号4番地1

4002 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） 株式会社マルハン 大野店 大野市 南新在家33字内河原74

4003 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） 株式会社マルハン大野店 大野市 南新在家33内河原74

4004 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ダイナム 福井勝山店 勝山市 荒土町松田22字西下丹保4番地

4005 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） 36荘 鯖江市 三六町1-14-10

4006 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） USA鯖江店 鯖江市 宮前１丁目６－６１８

4007 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） クァトロブーム鯖江 鯖江市 東鯖江

4008 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ジョイランド鯖江店 鯖江市 宮前1丁目614-1

4009 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ダイナム 福井鯖江店 鯖江市 杉本町24字上開田21-2

4010 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） タイヨーネオ鯖江店 鯖江市 神中町2丁目401-12

4011 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） タイヨーネオ北野店 鯖江市 水落町10字6-14

4012 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） USA金津店 あわら市 大溝１丁目２７－５０

4013 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ダイナム 福井あわら店 あわら市 舟津49字江中6番地

4014 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） GiGO武生 越前市 新町3字13-4

4015 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） USA武生店 越前市 千福町１

4016 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） クァトロブーム武生 越前市 家久町31-14-2

4017 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ダイナム 武生店 越前市 畑町五字狐塚6番地

4018 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ダイナム信頼の森 福井越前店 越前市 家久町56字下相塚16番地1

4019 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） タイヨーネオ越前店 越前市 東千福町26字1-7

4020 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） 小川竹風堂 越前市 元町１－６

4021 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） 武生あそびマーレ 越前市 高瀬２丁目９－５ 武生中央公園内 市民プール2階
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4022 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） オモロ－ランドイ－ザ店 坂井市 三国町三国東5-1-20イ－ザ内

4023 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ざ・漁師街 坂井市 三国町三国東4丁目217

4024 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ダイナム 福井丸岡店 坂井市 丸岡町高柳3字浜12

4025 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ファンタジ－ランドアミ店 坂井市 春江町随応寺16-11アル・プラザアミ2階

4026 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） パチンコ　プラザ 高浜町 下車持

4027 遊技場（パチンコ屋、ゲームセンターなど） ファンタジ－ランドレピア店 若狭町 鳥浜60-1レピア内

4028 冠婚葬祭 D&W 福井市 灯明寺二丁目５１３

4029 冠婚葬祭 アスピカケアセンターかいほつ 福井市 開発5-102-1

4030 冠婚葬祭 アスピカサポートセンター（福井） 福井市 二の宮4-16-15

4031 冠婚葬祭 アスピカホール東部 福井市 西方1-1-11

4032 冠婚葬祭 アスピカホール花堂 福井市 花堂南2-12-13

4033 冠婚葬祭 アスピカホール文京 福井市 文京7-1-51

4034 冠婚葬祭 アスピカホール別館 東部草庵 福井市 西方1-1-11

4035 冠婚葬祭 アスピカホール別邸 文京草庵 福井市 文京7-1-2

4036 冠婚葬祭 アスピカホール森田 福井市 八重巻町301

4037 冠婚葬祭 アスピカ本社 福井市 二の宮4-6-16

4038 冠婚葬祭 アスピカ料亭　華づな 福井市 西谷1-1201

4039 冠婚葬祭 ヴィクトリアフォレスト 福井市 新田塚2-33-10

4040 冠婚葬祭 ヴィラ・グランディス ウエディングリ 福井市 舟橋新二丁目922番地

4041 冠婚葬祭 オームラ　合掌会館 福井市 西木田3丁目4-33

4042 冠婚葬祭 クイーンズコート・グランシャリオ 福井市 高柳3丁目2201

4043 冠婚葬祭 グラントリア 福井市 下馬2-1608

4044 冠婚葬祭 ココメロディ福井店 福井市 宝永4丁目19-8

4045 冠婚葬祭 シャルム・ド・ナチュール 福井市 大和田1丁目402

4046 冠婚葬祭 シンシアリリィ 福井市 中央1丁目9-26

4047 冠婚葬祭 ソートフルやしろ 福井市 渕4丁目606

4048 冠婚葬祭 ソートフル春日 福井市 大町2丁目1007番地

4049 冠婚葬祭 ソートフル新田塚 福井市 里別所新町801番地

4050 冠婚葬祭 ソートフル杉の木台 福井市 中野3丁目908

4051 冠婚葬祭 はくれん福井本部 福井市 文京7-1-1

4052 冠婚葬祭 福井セレモニーセンター 福井市 渕4丁目606

4053 冠婚葬祭 ふくい翆光苑 福井市 問屋町1-208

4054 冠婚葬祭 ブライダルスポット　サン二の宮店 福井市 幾代2-1507

4055 冠婚葬祭 ブライダルスポット　麻生津店 福井市 浅水町103-12-1

4056 冠婚葬祭 ブライダルハウスつぼた 福井市 宝永4丁目19-8

4057 冠婚葬祭 ブライダルマスミ  アトレ 福井市 二ノ宮2-28-23

4058 冠婚葬祭 ブライダル西陣 福井市 大宮1丁目5-25

4059 冠婚葬祭 ブランピュール福井店 福井市 二の宮4-6-16

4060 冠婚葬祭 ペットメモリアル　ラブ 福井市 大町13-108

4061 冠婚葬祭 マリーマリエ 福井市 西谷1丁目1220

4062 冠婚葬祭 マリッジ愛宝 福井市 日之出１－８－２５ファミール大手町１F

4063 冠婚葬祭 ララシャンスベルアミー福井 福井市 高柳2丁目1007番地

4064 冠婚葬祭 ロイヤルグレース大聖堂 福井市 高木中央3-608

4065 冠婚葬祭 ローズガーデン 福井市 高木中央3-701

4066 冠婚葬祭 家族葬の家　新田塚 福井市 新田塚2-34-35

4067 冠婚葬祭 家族葬ホールメモリーナ紫苑 福井市 丸山1丁目407

4068 冠婚葬祭 株式会社　家族葬の家事前相談室 福井市 新田塚２丁目３４－３４

4069 冠婚葬祭 株式会社　法美社　セレモニー事業部 福井市 福井市里別所新町801

4070 冠婚葬祭 株式会社オームラ　本社 福井市 西木田3丁目4-33

4071 冠婚葬祭 株式会社オフィス・クドー 福井市 灯明寺2丁目1110-2

4072 冠婚葬祭 株式会社ダイキ 福井市 問屋町1-153

4073 冠婚葬祭 株式会社ブライダルスポット　若杉店 福井市 若杉1-1301

4074 冠婚葬祭 迎賓館ヴィクトリア福井 福井市 福井市新田塚2-25

4075 冠婚葬祭 結婚相談所　アクセス 福井市 大手2-4-26

4076 冠婚葬祭 月見山　月輪寺 福井市 足羽1丁目17番12号

4077 冠婚葬祭 五十嵐堂 福井市 中央１丁目13-8

4078 冠婚葬祭 弘願真宗瑞宝山　聖玄寺 福井市 羽水１丁目303

4079 冠婚葬祭 弘願真宗尊重山　浄念寺 福井市 大宮2-11-20

4080 冠婚葬祭 高木美翔苑 福井市 高木中央2-3412

4081 冠婚葬祭 高木翆光苑 福井市 高木中央2-3412

4082 冠婚葬祭 合掌苑　運動公園 福井市 福2丁目1916

4083 冠婚葬祭 宗教法人　最勝寺 福井市 二の宮３丁目１９－３

4084 冠婚葬祭 宗教法人 浄得寺 福井市 西木田3-10-3

4085 冠婚葬祭 宗教法人　西雲寺 福井市 武周町５－２

4086 冠婚葬祭 宗教法人　本向寺 福井市 市波町20-5

4087 冠婚葬祭 宗教法人了勝寺 福井市 大宮3-5-21
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4088 冠婚葬祭 出雲記念館 福井市 渕2丁目2001

4089 冠婚葬祭 浄土真宗本願寺派　明厳寺 福井市 在田町38-1

4090 冠婚葬祭 浄土真宗本願寺派　璋琳山　正覚寺 福井市 大町9-13

4091 冠婚葬祭 浄佛寺 福井市 照手２－５－２０

4092 冠婚葬祭 真宗高田派　紫光山　西生寺 福井市 折立町１７－２

4093 冠婚葬祭 神明神社参集殿juju 福井市 宝永4丁目8‐1

4094 冠婚葬祭 西谷合掌会館 福井市 西谷1丁目1210

4095 冠婚葬祭 西木田ホール 福井市 西木田3丁目2-10

4096 冠婚葬祭 西木田合掌会館 福井市 西木田3丁目3-26

4097 冠婚葬祭 大安禅寺 福井市 田ノ谷町21-4

4098 冠婚葬祭 大願寺合掌会館 福井市 大願寺1丁目10-4

4099 冠婚葬祭 天神寺別本山 福井市 高木中央1-2506

4100 冠婚葬祭 八雲迎賓館 福井市 渕4丁目708番地

4101 冠婚葬祭 八頭山弘法寺 福井市 宿布町14-2

4102 冠婚葬祭 福井県結婚相談所 福井市 松本３－１６－１０（職員会館ビル２階）

4103 冠婚葬祭 福井市聖苑　指定管理者(株)法美社 福井市 安田町11-1

4104 冠婚葬祭 福井市聖苑　指定管理者株式会社法美社 福井市 福井市安田町11-1

4105 冠婚葬祭 福井葬儀株式会社 福井市 順化1丁目24-15

4106 冠婚葬祭 福井大仏西山光照寺 福井市 花月1-1-26

4107 冠婚葬祭 報恩寺 福井市 日之出3-3-31

4108 冠婚葬祭 万福寺 福井市 甑谷町3-6

4109 冠婚葬祭 問屋美翔苑 福井市 問屋町1-123

4110 冠婚葬祭 問屋翆光苑 福井市 問屋町1-227

4111 冠婚葬祭 龍翔山　霊泉寺 福井市 文京5丁目25‐28

4112 冠婚葬祭 蓮生寺 福井市 蔵作町６－２７

4113 冠婚葬祭 圓照寺 福井市 稲津町26－33

4114 冠婚葬祭 ア・ヴェール・ブランシェ 敦賀市 木崎41

4115 冠婚葬祭 アスピカホール敦賀 敦賀市 昭和町2-18-1

4116 冠婚葬祭 アスピカホール別邸 敦賀草庵 敦賀市 昭和町2-18-1

4117 冠婚葬祭 ハートホール橋詰 敦賀市 古田刈18-5-1

4118 冠婚葬祭 ベルグレイヴ 敦賀市 昭和町2-21-23

4119 冠婚葬祭 浄土真宗本願寺派円教寺 敦賀市 神楽町２丁目１－２９

4120 冠婚葬祭 西方寺 敦賀市 松島町二丁目５-25

4121 冠婚葬祭 来迎寺 敦賀市 松島町2丁目5-32

4122 冠婚葬祭 アプロディール　華双寿 小浜市 小浜日吉75

4123 冠婚葬祭 阿奈志神社 小浜市 奈胡 62ー２６

4124 冠婚葬祭 若狭セレモニーセンター 小浜市 遠敷8-8-1

4125 冠婚葬祭 若狭中部やすらぎホール 小浜市 国分54-5-4

4126 冠婚葬祭 宗教法人　長源寺 小浜市 小浜酒井八番地

4127 冠婚葬祭 アスピカホール大野新館 大野市 中野66-3-2

4128 冠婚葬祭 アスピカホール大野本館 大野市 中野57-1-1

4129 冠婚葬祭 アスピカホール別館 大野草庵 大野市 中野66-3-2

4130 冠婚葬祭 最勝寺 大野市 稲郷３４－２５

4131 冠婚葬祭 宗教法人　教覚寺 大野市 下丁25-3

4132 冠婚葬祭 昌寿殿 大野市 中挾1-1301

4133 冠婚葬祭 専 福 寺 大野市 御給31-3

4134 冠婚葬祭 アスピカホール白山苑 勝山市 片瀬町1-401

4135 冠婚葬祭 株式会社パシオン 勝山市 滝波町5-315

4136 冠婚葬祭 シャディＴＡＤＡ 勝山市 荒土町新保４－１３２

4137 冠婚葬祭 メモリーナ紫苑　勝山会館 勝山市 滝波町5丁目315

4138 冠婚葬祭 清寿殿（勝山ふれあいセンター） 勝山市 滝波町5-701

4139 冠婚葬祭 アスピカホール鯖江 鯖江市 水落町2-21-15

4140 冠婚葬祭 アスピカホールただす 鯖江市 糺町20-10

4141 冠婚葬祭 アスピカホール別邸 鯖江草庵 鯖江市 水落町2-21-15

4142 冠婚葬祭 あすわホール僾 鯖江市 当田町20-10

4143 冠婚葬祭 お御堂 鯖江市 福井県鯖江市杉本町31－42－１

4144 冠婚葬祭 株式会社さばえ典礼 鯖江市 桜町2丁目3-11

4145 冠婚葬祭 教覚寺 鯖江市 磯部町1-16

4146 冠婚葬祭 宗教法人 真宗寺 鯖江市 鳥羽1丁目3-18-1

4147 冠婚葬祭 称名寺 鯖江市 別司町33-14

4148 冠婚葬祭 浄土真宗本願寺派　光蓮寺 鯖江市 上戸口町50-14

4149 冠婚葬祭 真光寺 鯖江市 上氏家町6-6

4150 冠婚葬祭 西光寺　お御堂　寺務所 鯖江市 鯖江市杉本町31－42－1

4151 冠婚葬祭 西蓮寺 鯖江市 鯖江市石田上町37-15

4152 冠婚葬祭 貸衣裳たなか 鯖江市 桜町2-4-3-1

4153 冠婚葬祭 南光寺 鯖江市 本町3-2-33
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4154 冠婚葬祭 法順寺 鯖江市 日の出町　5-22

4155 冠婚葬祭 本山　誠照寺 鯖江市 福井県鯖江市本町3丁目2-38

4156 冠婚葬祭 万法寺 鯖江市 鳥羽1-7-31

4157 冠婚葬祭 アスピカホールあわら あわら市 東善寺9-53

4158 冠婚葬祭 ソートフル芦原 あわら市 二面34-13-1

4159 冠婚葬祭 ソートフル金津 あわら市 自由ヶ丘1-2-14

4160 冠婚葬祭 天神寺本山 あわら市 笹岡1-175-3

4161 冠婚葬祭 佛言寺 あわら市 田中々30-22

4162 冠婚葬祭 JAたけふ翆光苑　南館 越前市 本多2-9-13

4163 冠婚葬祭 JAたけふ翆光苑　北館 越前市 本多2-9-13

4164 冠婚葬祭 アスピカケアセンターたけふ 越前市 新保町20-31

4165 冠婚葬祭 アスピカサポートセンター（丹南） 越前市 新保町30-43-2

4166 冠婚葬祭 アスピカホール国高 越前市 押田2-1-15

4167 冠婚葬祭 アスピカホール武生天珠 越前市 新保町30-53-1

4168 冠婚葬祭 アスピカホール武生本館 越前市 新保町30-38-1

4169 冠婚葬祭 アスピカホール別邸 武生草庵 越前市 新保町30-38-1

4170 冠婚葬祭 上宮寺 越前市 瓜生町３３字上岸ノ上２６－２

4171 冠婚葬祭 えちぜん翆光苑 越前市 塚町28-38

4172 冠婚葬祭 セントミッシェル　ガーデンウェディン 越前市 塚町25

4173 冠婚葬祭 ブライタルマスミ 愛美裳 越前市 幸町1ｰ13

4174 冠婚葬祭 ブランピュール越前店 越前市 新保町30-35-2

4175 冠婚葬祭 メモリアルホール日野 越前市 あおば町１－３

4176 冠婚葬祭 越前市斎場 越前市 春日野町第１０５号１１番地

4177 冠婚葬祭 越前市斎場管理者　株式会社スター 越前市 越前市春日野町１０５－１１

4178 冠婚葬祭 帰命山華蔵院　光照寺 越前市 片屋町16-37

4179 冠婚葬祭 経王寺 越前市 元町2-13

4180 冠婚葬祭 光善寺 越前市 北府2丁目2－18

4181 冠婚葬祭 光闡寺 越前市 五分市町3-22

4182 冠婚葬祭 少林寺 越前市 中津原町67-1

4183 冠婚葬祭 常光寺 越前市 国兼町22-3

4184 冠婚葬祭 専応寺 越前市 安養寺町88-7

4185 冠婚葬祭 大心寺 越前市 若松町4-26

4186 冠婚葬祭 忠善院 越前市 京町3丁目3-5

4187 冠婚葬祭 本山毫攝寺 越前市 清水頭町2-9

4188 冠婚葬祭 陽願寺 越前市 本町3-10

4189 冠婚葬祭 圓鏡山　長慶寺 越前市 国高3丁目12-49

4190 冠婚葬祭 アスピカホール別邸 丸岡草庵 坂井市 丸岡町一本田中31-9-1

4191 冠婚葬祭 アスピカホール別邸 三国草庵 坂井市 三国町覚善5-41-1

4192 冠婚葬祭 アスピカホール丸岡 坂井市 丸岡町一本田中31-9-1

4193 冠婚葬祭 アスピカホール三国 坂井市 三国町覚善5-41-1

4194 冠婚葬祭 ソートフル丸岡 坂井市 丸岡町一本田中31-5-1

4195 冠婚葬祭 ソートフル三国 坂井市 三国町宿48-12-1

4196 冠婚葬祭 ソートフル春江 坂井市 春江町随応寺24-25

4197 冠婚葬祭 家族葬の家　春江 坂井市 春江町随応寺24-25

4198 冠婚葬祭 坂井セレモニーセンター 坂井市 坂井町上新庄42-19

4199 冠婚葬祭 三国 成田山 坂井市 三国町緑ヶ丘４－９－１０

4200 冠婚葬祭 勝久寺 坂井市 三国町

4201 冠婚葬祭 神慈秀明会　福井集会所 坂井市 丸岡町猪爪７－２０

4202 冠婚葬祭 赤坂聖苑　指定管理者株式会社法美社 坂井市 坂井市丸岡町赤坂3-10

4203 冠婚葬祭 代官山斎苑　指定管理者株式会社法美社 坂井市 坂井市三国町池上87-17

4204 冠婚葬祭 福聚寺 坂井市 丸岡町谷町1-45-2

4205 冠婚葬祭 アスピカホール永平寺 永平寺町 松岡室28-3

4206 冠婚葬祭 永平寺翆光苑 永平寺町 松岡室25-2-1

4207 冠婚葬祭 興行寺 永平寺町 藤巻34-2

4208 冠婚葬祭 清涼山　天龍寺 永平寺町 松岡春日１丁目６４

4209 冠婚葬祭 本覚寺 永平寺町 東古市22-145

4210 冠婚葬祭 ＪAセレモニーホール池田 池田町 常安54-8-2

4211 冠婚葬祭 浄願寺 池田町 今立郡池田町西角間33-26

4212 冠婚葬祭 真宗誠照寺派　誠徳寺 池田町 福井県今立郡池田町水海92-18

4213 冠婚葬祭 正行寺 南越前町 久喜第７号１２番地の１

4214 冠婚葬祭 善了寺 南越前町 甲楽城８－１９４

4215 冠婚葬祭 天台真盛宗　圓光寺 南越前町 糠15－6

4216 冠婚葬祭 妙見山　歓喜寺 南越前町 清水51-1-2

4217 冠婚葬祭 ソートフル越前丹生 越前町 田中20字35番1

4218 冠婚葬祭 天台真盛宗　寶樹寺 越前町 米ノ51－78

4219 冠婚葬祭 美浜斎苑 美浜町 和田第２７号１９番地の２
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4220 冠婚葬祭 若狭西部やすらぎホール 高浜町 下車持46-7-1

4221 冠婚葬祭 若狭東部やすらぎホール 若狭町 井ノ口27-8-2

4222 冠婚葬祭 浄蓮寺門徒会館 若狭町 若狭町鳥浜49-3

4223 冠婚葬祭 圓成寺 若狭町 岩屋42－4

4224 ホテル・旅館  HOTEL NEXT RESO GRAND 福井市 順化2丁目6-4

4225 ホテル・旅館 MAREゲストハウス 福井市 鮎川町94-7-2

4226 ホテル・旅館 NEXT BROS 福井市 高木中央1丁目2809

4227 ホテル・旅館 NEXT Em GRAND 福井市 西開発4-618

4228 ホテル・旅館 NEXT Parm d'or 福井市 西開発4丁目907

4229 ホテル・旅館 Sunset Villa Spa Resort 福井市 鮎川町94-17-1

4230 ホテル・旅館 UMITOMA 福井市 蒲生町19-6-1

4231 ホテル・旅館 urban resort tre 福井市 南出菅生町25-1-1

4232 ホテル・旅館 アーバンリゾート 福井市 白浜町3-2

4233 ホテル・旅館 アズイン福井 福井市 中央3-4-20

4234 ホテル・旅館 アパホテル〈福井片町〉 福井市 順化1-16-7

4235 ホテル・旅館 あわら温泉　グランドホテル 福井市 あわら市温泉４－２

4236 ホテル・旅館 エコハウス 福井市 江尻ケ丘町171

4237 ホテル・旅館 エコハウス沙羅 福井市 謡谷町

4238 ホテル・旅館 オーベルジュ　フジイフェルミエ 福井市 西畑町２－１７

4239 ホテル・旅館 オリックス株式会社　福井支店 福井市 大手3-1-13 大手門ビル

4240 ホテル・旅館 かねこ旅館 福井市 文京4丁目２の7

4241 ホテル・旅館 ガラガラ山キャンプ場 福井市 赤坂町66-84

4242 ホテル・旅館 かんぽの宿福井 福井市 渕町43-17

4243 ホテル・旅館 グランユアーズフクイ　宴会場 福井市 大手3丁目12-20　ザ・グランユアーズフクイ　３階・４階

4244 ホテル・旅館 コミュニティリゾート リライム 福井市 開発5丁目1207番地

4245 ホテル・旅館 さかな遊びの宿　やまちょう 福井市 両橋屋町２３－４０

4246 ホテル・旅館 センチュリオンホテル　ヴィラスイート 福井市 日之出2丁目2-3

4247 ホテル・旅館 センチュリオンホテルヴィラスイート福 福井市 日之出２丁目２－３

4248 ホテル・旅館 チサンイン福井 福井市 大和田1丁目1504

4249 ホテル・旅館 つきみ旅館 福井市 月見２－５－１２

4250 ホテル・旅館 ハンズママ 福井市 渕町

4251 ホテル・旅館 ビジネスホテル松楽 福井市 松本4ｰ20ｰ15

4252 ホテル・旅館 ホテルエコノ福井駅前 福井市 日之出1-1-17

4253 ホテル・旅館 ホテルフクイキャッスル 福井市 大手2丁目１９－５

4254 ホテル・旅館 ホテルフジタ福井 福井市 大手3-12-20

4255 ホテル・旅館 ホテルリバージュアケボノ 福井市 中央3丁目10-12

4256 ホテル・旅館 ホテルルートイン福井駅前 福井市 大手2-1-14

4257 ホテル・旅館 ホテルルートイン福井大和田 福井市 大和田2-306

4258 ホテル・旅館 ホテル割烹石丸 福井市 鮎川町94-8-1

4259 ホテル・旅館 ホテル京福　福井駅前 福井市 日之出1-18-1

4260 ホテル・旅館 みの浦荘 福井市 蓑町11-13

4261 ホテル・旅館 ゆけむり温泉ゆ～遊 福井市 渕2-1401

4262 ホテル・旅館 よねや 福井市 蒲生町11-6

4263 ホテル・旅館 ルポの森 福井市 市波町３８－２

4264 ホテル・旅館 一乗谷ゲストハウスABACA 福井市 安波賀町１３－３３－１

4265 ホテル・旅館 越前ガニと甘エビの宿　白浜荘 福井市 西二ツ屋町2-1-48

4266 ホテル・旅館 越前ゲストハウスTAMADA 福井市 免鳥町18-1

4267 ホテル・旅館 河甚旅館 福井市 足羽1丁目7－16

4268 ホテル・旅館 割烹旅館　越前満月 福井市 川尻町４１－４５－１

4269 ホテル・旅館 活かに専門の宿　山根屋 福井市 免鳥町35-111

4270 ホテル・旅館 株式会社東横イン　福井駅前 福井市 大手2-1-1

4271 ホテル・旅館 兼八旅館 福井市 鮎川町98-9

4272 ホテル・旅館 香爐園 福井市 中央３丁目８番１６号

4273 ホテル・旅館 国民宿舎　鷹巣荘 福井市 蓑町3－11－１

4274 ホテル・旅館 佐野温泉　福の湯 福井市 佐野町14-8

4275 ホテル・旅館 小玉旅館 福井市 茱崎町13-113

4276 ホテル・旅館 城町アネックス 福井市 大手2丁目18-1

4277 ホテル・旅館 石森亭 福井市 浜住町8-3

4278 ホテル・旅館 大安寺温泉 萬松閣 福井市 四十谷町12-21

4279 ホテル・旅館 箪瓢草堂（たんぴょうそうどう） 福井市 八ツ俣町５０－１５

4280 ホテル・旅館 天然温泉　羽二重の湯　ドーミイン福井 福井市 中央1-18-1

4281 ホテル・旅館 東横INN福井駅前 福井市 福井市大手2-1-1

4282 ホテル・旅館 日之出旅館 福井市 文京４丁目２－６

4283 ホテル・旅館 農家民宿「さくべぇ」 福井市 別畑町１１－１１

4284 ホテル・旅館 農家民宿へいよもん 福井市 水谷町39-1

4285 ホテル・旅館 農家民宿ライダーハウス106 福井市 水谷町12-7
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4286 ホテル・旅館 福井アカデミアホテル 福井市 菅谷1-1-22

4287 ホテル・旅館 福井ゲストハウス SAMMIE'S 福井市 日之出２－６－８

4288 ホテル・旅館 福井セントラルホテル 福井市 中央1丁目11-2

4289 ホテル・旅館 福井パレスイン 福井市 順化1-12-17

4290 ホテル・旅館 福井パレスホテル 福井市 順化

4291 ホテル・旅館 福井フェニックスホテル 福井市 大手2丁目4-18

4292 ホテル・旅館 福井プラザホテル 福井市 大手２丁目６－５

4293 ホテル・旅館 福井マンテンホテル駅前 福井市 福井市中央1-11-1

4294 ホテル・旅館 福井市少年自然の家 福井市 脇三ケ町６６－２－１０

4295 ホテル・旅館 福井市旅館業協同組合 福井市 大手3丁目7番1号　繊協ﾋﾞﾙ7階　712号

4296 ホテル・旅館 暮らす旅の宿　海人山 福井市 南菅生町21-23

4297 ホテル・旅館 宝永旅館 福井市 宝永３－７－１６

4298 ホテル・旅館 民宿　こだま荘 福井市 免鳥町３６－１１

4299 ホテル・旅館 民宿　汐満荘 福井市 西二ツ屋町１－５

4300 ホテル・旅館 民宿陣屋 福井市 城戸ノ内町8-40-2

4301 ホテル・旅館 有限会社一丁来 福井市 赤坂町1-1

4302 ホテル・旅館 福井ゲストハウス　トリプレッツ 福井市 日之出2-14-24

4303 ホテル・旅館 MCResort花城温泉ホテル花城 敦賀市 櫛川41-2-1

4304 ホテル・旅館 あけぼの旅館 敦賀市 手２９－７

4305 ホテル・旅館 あたらしや旅館 敦賀市 松島町7-32

4306 ホテル・旅館 ニューサンピア敦賀 敦賀市 呉羽町2番地

4307 ホテル・旅館 ビジネスホテル　スイートピー 敦賀市 白銀町５－29

4308 ホテル・旅館 ビジネスホテルシュトローム 敦賀市 昭和町1-2-14

4309 ホテル・旅館 ビジネスホテル山形 敦賀市 白銀町5-30

4310 ホテル・旅館 ビジネス竹野旅館 敦賀市 中央町２丁目１２－２

4311 ホテル・旅館 ビジネス旅館なかじま 敦賀市 野神１－３６－１

4312 ホテル・旅館 ホテルグランビナリオTSURUGA 敦賀市 鉄輪町1-3-46

4313 ホテル・旅館 ホテルセレクトイン敦賀 敦賀市 野神15-8-12

4314 ホテル・旅館 ホテルつるや 敦賀市 津内町2丁目一番5号

4315 ホテル・旅館 ホテルルートイン敦賀駅前 敦賀市 鉄輪町1-6-2

4316 ホテル・旅館 やまもと旅館 敦賀市 敦賀市手６－３

4317 ホテル・旅館 伊呂波 敦賀市 色浜31-15

4318 ホテル・旅館 海辺の宿ひがし 敦賀市 沓18-7

4319 ホテル・旅館 海辺の宿長兵衛 敦賀市 名子14-43-3

4320 ホテル・旅館 株式会社ホテルアルファ-ワン敦賀 敦賀市 中央町1-6-2

4321 ホテル・旅館 株式会社ホテルアルファ-ワン敦賀バイ 敦賀市 古田刈1-1-1

4322 ホテル・旅館 合同会社FUJIONE 敦賀市 神楽町2丁目6-5

4323 ホテル・旅館 水島パーク 敦賀市 色浜２２－４－３

4324 ホテル・旅館 東横INN敦賀駅前 敦賀市 白銀町5-20

4325 ホテル・旅館 敦賀ふぐの宿なかい 敦賀市 色浜30-6

4326 ホテル・旅館 敦賀マンテンホテル駅前 敦賀市 国広町401-4

4327 ホテル・旅館 敦賀観光ホテル 敦賀市 川崎町２－８

4328 ホテル・旅館 敦賀市立少年自然の家 敦賀市 野坂８０－１５

4329 ホテル・旅館 保東旅館 敦賀市 松島町7番19号

4330 ホテル・旅館 蓬莱客観　あみや 敦賀市 蓬莱町１４－９

4331 ホテル・旅館 北国グランドホテル 敦賀市 中80-1-3

4332 ホテル・旅館 味一旅館 敦賀市 浦底4-6-1

4333 ホテル・旅館 民宿 川端荘 敦賀市 手６－２

4334 ホテル・旅館 民宿とね 敦賀市 名子14-40

4335 ホテル・旅館 有限会社十八あみや 敦賀市 本町１丁目３－１１

4336 ホテル・旅館 旅館　寺川荘 敦賀市 川崎町3-24

4337 ホテル・旅館 旅館・お食事処　魚平 敦賀市 平和町19-18

4338 ホテル・旅館 HOTEL　CLOVER 小浜市 小浜市飯盛26-24

4339 ホテル・旅館 OBAMA MACHIYA STAY 小浜市 福井県小浜市和久里 ２４号４５番２

4340 ホテル・旅館 うらたに旅館 小浜市 宇久6-9

4341 ホテル・旅館 お宿「雅の長八」 小浜市 加斗5-59-1

4342 ホテル・旅館 きざき旅館 小浜市 小浜塩釜60

4343 ホテル・旅館 くつろぎの宿　民宿浜頭 小浜市 阿納8-4

4344 ホテル・旅館 ゲストハウス小浜弐拾壱時 小浜市 小浜鹿島26

4345 ホテル・旅館 サンホテルやまね 小浜市 小浜白鬚55-1

4346 ホテル・旅館 ひろた 小浜市 阿納9-1

4347 ホテル・旅館 ふぐ・海鮮料理の宿　もりした 小浜市 阿納12-65

4348 ホテル・旅館 ふぐ料理の宿　さいば 小浜市 阿納12－73

4349 ホテル・旅館 ホテル せくみ屋 小浜市 小浜白鬚 113番地

4350 ホテル・旅館 ホテル　若杉別館 小浜市 駅前町9-19

4351 ホテル・旅館 ホテル　若杉本館 小浜市 駅前町7-16
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4352 ホテル・旅館 ホテルアーバンポート　 小浜市 小浜白鳥72-1

4353 ホテル・旅館 ホテル若杉別館 小浜市 駅前町9-19

4354 ホテル・旅館 まるちゅう広田 小浜市 阿納7－48

4355 ホテル・旅館 わんこと泊まれる漁師の宿　浜岸 小浜市 犬熊16-4

4356 ホテル・旅館 海の宿　ひこ荘 小浜市 阿納9-3

4357 ホテル・旅館 割烹旅館　かねまつ 小浜市 湊8-13-3

4358 ホテル・旅館 個人事業主 小浜市 矢代4-42

4359 ホテル・旅館 四季の宿　かわはら 小浜市 阿納11-8

4360 ホテル・旅館 四季の宿　上亟 小浜市 犬熊16-13

4361 ホテル・旅館 四季彩の宿　花椿 小浜市 小浜白鳥72-1

4362 ホテル・旅館 若狭ふぐの宿　下亟 小浜市 阿納10-15

4363 ホテル・旅館 若狭マリンプラザ 小浜市 岡津44

4364 ホテル・旅館 若狭路の宿さわ 小浜市 小浜貴船６０

4365 ホテル・旅館 松永六感　藤屋 小浜市 門前9－4

4366 ホテル・旅館 千鳥屋 小浜市 小浜市犬熊16－3

4367 ホテル・旅館 孫六 小浜市 田烏63-13

4368 ホテル・旅館 体験民宿　こまや 小浜市 矢代11-15

4369 ホテル・旅館 民宿　なかやま 小浜市 西小川6-2

4370 ホテル・旅館 民宿　まるふじ 小浜市 阿納9-12

4371 ホテル・旅館 民宿　橋本荘 小浜市 矢代４－４４

4372 ホテル・旅館 民宿　佐助 小浜市 田烏36-47

4373 ホテル・旅館 民宿 村上 小浜市 西小川9-7

4374 ホテル・旅館 民宿 中川 小浜市 阿納 11-18

4375 ホテル・旅館 民宿いそべ 小浜市 阿納11-22

4376 ホテル・旅館 民宿きしの 小浜市 矢代4－11

4377 ホテル・旅館 民宿たにひさ 小浜市 宇久６－３

4378 ホテル・旅館 民宿なかじま 小浜市 西小川9-23

4379 ホテル・旅館 民宿はまもと 小浜市 阿納9-4

4380 ホテル・旅館 民宿まるいち 小浜市 阿納11-12

4381 ホテル・旅館 民宿瀬戸屋 小浜市 西小川9-21

4382 ホテル・旅館 網元の民宿　浜乃家 小浜市 田烏３６－５６

4383 ホテル・旅館 旅館  水月 小浜市 阿納10ー12

4384 ホテル・旅館 旅館水月 小浜市 阿納10-12

4385 ホテル・旅館 料理旅館　若杉末広亭 小浜市 大手町８－５

4386 ホテル・旅館 カフェ＆ゲストハウスナマケモノ 大野市 篠座町7-2

4387 ホテル・旅館 にしき旅館 大野市 日吉町５－１３

4388 ホテル・旅館 パークホテル九頭竜 大野市 角野14-3

4389 ホテル・旅館 ピーナッツハウス楽花生 大野市 横枕２５－２－２

4390 ホテル・旅館 ふじや旅館 大野市 明倫町6-18

4391 ホテル・旅館 プチホテルpapamama 大野市 朝日26-29-1

4392 ホテル・旅館 ホテル　サンレア２１ 大野市 月美町６－１３

4393 ホテル・旅館 ホテルフレアール和泉 大野市 下山63-2-24

4394 ホテル・旅館 阿さひ旅館 大野市 錦町5-12

4395 ホテル・旅館 株式会社俵屋 大野市 日吉町1-1

4396 ホテル・旅館 三浦屋 大野市 明倫町11-13

4397 ホテル・旅館 山本旅館 大野市 泉町５－１０

4398 ホテル・旅館 扇屋旅館 大野市 泉町6-10

4399 ホテル・旅館 農家民宿このは 大野市 南六呂師169-52

4400 ホテル・旅館 弥生旅館 大野市 元町10-19

4401 ホテル・旅館 旅館やまと 大野市 大和町4－1

4402 ホテル・旅館 六呂師 高原の宿 大野市 南六呂師169字

4403 ホテル・旅館 あまごの宿 勝山市 野向町横倉56-35

4404 ホテル・旅館 おちゃのま民泊　みっけ 勝山市 本町1丁目7-21

4405 ホテル・旅館 勝山温泉センター水芭蕉 勝山市 村岡町浄土寺30-11

4406 ホテル・旅館 スキージャム勝山 勝山市 芳野170-70

4407 ホテル・旅館 プチホテルリヴェール勝山 勝山市 178号1番20号

4408 ホテル・旅館 平泉寺ファミリーヴィラ 勝山市 勝山市平泉寺町笹尾23

4409 ホテル・旅館 ペンションUPO 勝山市 村岡町栃神谷11-6-1

4410 ホテル・旅館 ペンション星の子 勝山市 １７８字郡１－６

4411 ホテル・旅館 ホテルハーヴェストスキージャム勝山 勝山市 芳野170号70

4412 ホテル・旅館 ホテルやなぎ屋 勝山市 荒土町新保4－129

4413 ホテル・旅館 横倉鉱泉 勝山市 郡町２丁目９－６

4414 ホテル・旅館 勝山ニューホテル 勝山市 片瀬町2-114

4415 ホテル・旅館 勝山四季の宿　清流亭 勝山市 遅羽町ほう崎28-3-1

4416 ホテル・旅館 秘密基地 勝山市 滝波町1丁目103-1

4417 ホテル・旅館 平尾ペンション 勝山市 村岡町滝波19-15-2
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4418 ホテル・旅館 米伊旅館 勝山市 本町2丁目3-6

4419 ホテル・旅館 民宿　松原旅館 勝山市 勝山市村岡町寺尾26－28

4420 ホテル・旅館 料亭旅館　板甚 勝山市 本町2丁目5-14

4421 ホテル・旅館 JAPAN CRAFT HOUSE 鯖江市 別司町３１－１７

4422 ホテル・旅館 K&Nサンドームホテル 鯖江市 宮前2丁目18-12

4423 ホテル・旅館 ゲスト専用古民家ざくろの宿 鯖江市 鯖江市上河内25-３

4424 ホテル・旅館 サバエ・シティーホテル 鯖江市 桜町3丁目3-3

4425 ホテル・旅館 ビジネスホテルおさむら 鯖江市 日の出町２－１

4426 ホテル・旅館 ホテル　Mio 鯖江市 横越町30字金町7

4427 ホテル・旅館 ホテル・アルファーワン鯖江 鯖江市 旭町1丁目1番1号

4428 ホテル・旅館 ホテルニューオサムラ 鯖江市 東鯖江4-3-8

4429 ホテル・旅館 ホテルルートイン鯖江 鯖江市 下河端町4-1-1

4430 ホテル・旅館 ラポーゼかわだ 鯖江市 上河内町１９－３７－２

4431 ホテル・旅館 鯖江第一ホテル 鯖江市 新横江１丁目１－１１６

4432 ホテル・旅館 三六温泉　神明苑 鯖江市 神明町2-8-4

4433 ホテル・旅館 農家民宿　椀de縁 鯖江市 河和田町14-25-1

4434 ホテル・旅館 あわら温泉　月香 あわら市 舟津9-8

4435 ホテル・旅館 あわら温泉 清風荘 あわら市 温泉3丁目803

4436 ホテル・旅館 あわら北潟温泉　hanaゆらり あわら市 北潟211

4437 ホテル・旅館 ぐらばあ亭 あわら市 田中々8-1

4438 ホテル・旅館 グランディア芳泉 あわら市 舟津43-26

4439 ホテル・旅館 つるや あわら市 温泉4－601

4440 ホテル・旅館 パール企画 あわら市 田中々3-25-19 グレース芦原弐番館202

4441 ホテル・旅館 ホテル　ゆらく あわら市 舟津2-15

4442 ホテル・旅館 ホテルプライムイン福井あわら あわら市 春宮1-619-3

4443 ホテル・旅館 ホテル天隆 あわら市 温泉5丁目1525

4444 ホテル・旅館 ホテル八木 あわら市 温泉4丁目418番地

4445 ホテル・旅館 まつや千千 あわら市 舟津31号24番地

4446 ホテル・旅館 みのや泰平閣 あわら市 舟津50-1-1

4447 ホテル・旅館 花の宿福寿 あわら市 温泉4-801

4448 ホテル・旅館 株式会社　べにや旅館 あわら市 温泉4丁目10-35

4449 ホテル・旅館 肴屋かわかみ あわら市 二面38-24

4450 ホテル・旅館 政竜閣 あわら市 西温泉1-102

4451 ホテル・旅館 千代松荘 あわら市 西温泉1-105

4452 ホテル・旅館 大江戸温泉物語あわら あわら市 二面48－10

4453 ホテル・旅館 大人の湯宿　つるや あわら市 温泉４丁目６０１番地

4454 ホテル・旅館 長谷川 あわら市 二面第48号14番地

4455 ホテル・旅館 伝統旅館のぬくもり　灰屋 あわら市 温泉2丁目205

4456 ホテル・旅館 湯快リゾート　青雲閣 あわら市 二面68-1

4457 ホテル・旅館 白和荘 あわら市 温泉５丁目１２０１

4458 ホテル・旅館 福井県市町村職員共済組合保養所　越路 あわら市 東温泉２－２０１

4459 ホテル・旅館 北風旅館 あわら市 春宮2-7-41

4460 ホテル・旅館 北陸　福井　あわら温泉　美松 あわら市 舟津26-10

4461 ホテル・旅館 民宿 千代松荘 あわら市 あわら市西温泉1丁目105

4462 ホテル・旅館 民宿八木、居酒屋味処八八 あわら市 舟津31-9-1

4463 ホテル・旅館 夢屋　華筑紫 あわら市 二面2-18-19

4464 ホテル・旅館 龍泉 あわら市 温泉三丁目四○二

4465 ホテル・旅館 ゲストハウス絆 越前市 粟田部町27-38

4466 ホテル・旅館 ｽｰﾊﾟｰﾎﾃﾙ越前武生蓬莱山の湯 越前市 蓬莱町2番15号

4467 ホテル・旅館 すのもの 越前市 不老町16-5-2

4468 ホテル・旅館 プリンスホテルタケフ 越前市 横市町39-8-3

4469 ホテル・旅館 ホテルクラウンヒルズ武生 越前市 府中1-2-3

4470 ホテル・旅館 ホテルピュア 越前市 四郎丸町3-4-4

4471 ホテル・旅館 ホテルルートイン武生インター 越前市 葛岡町6字15-5

4472 ホテル・旅館 ホテル赤星亭 越前市 小松２丁目3-22

4473 ホテル・旅館 越前市八ッ杉森林学習センター 越前市 別印町19-1-1

4474 ホテル・旅館 京よろず　本館 越前市 京町3丁目1-3

4475 ホテル・旅館 京よろず別邸 越前市 京町3丁目1-3

4476 ホテル・旅館 京町橋本旅館 越前市 京町1-5-11

4477 ホテル・旅館 橋本さんち 越前市 牧町14－21

4478 ホテル・旅館 古民家　AOIIE 越前市 勾当原町45-24-1

4479 ホテル・旅館 池田屋旅館 越前市 府中二丁目3-4

4480 ホテル・旅館 天女さんち 越前市 越前市横住町２６－１３－１

4481 ホテル・旅館 農家民宿 山ふところ工房 越前市 市野々町12-13-2

4482 ホテル・旅館 農家民宿中村屋独楽 越前市 大屋町２６－２０

4483 ホテル・旅館 旅館あかし 越前市 京町３－１－３
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4484 ホテル・旅館 料亭旅館  寿屋 越前市 粟田部町29-41

4485 ホテル・旅館 えびす亭 坂井市 三国町宿3-12-13

4486 ホテル・旅館 スペックスベース 坂井市 三国町米ヶ脇1-8-6

4487 ホテル・旅館 センチュリオンホテル　リゾート＆スパ　 坂井市 三国町黒目22-51-2

4488 ホテル・旅館 はれや旅館 坂井市 三国町梶26ー45ー1

4489 ホテル・旅館 ばんこ旅館 坂井市 三国町宿3-7-25

4490 ホテル・旅館 ビジネスホテルつるや 坂井市 三国町緑ヶ丘2-5-27

4491 ホテル・旅館 ビビ民泊 坂井市 三国町緑ヶ丘4丁目15-32

4492 ホテル・旅館 ピンクのおさる 坂井市 丸岡町上久米田4-6

4493 ホテル・旅館 ペンションシャロット 坂井市 三国町34-8

4494 ホテル・旅館 ホテル　エックス 坂井市 丸岡町一本田福所18-1-2

4495 ホテル・旅館 ホテルクージュ福井 坂井市 丸岡町羽崎22-25

4496 ホテル・旅館 わん庵 坂井市 三国町梶38-37-5

4497 ホテル・旅館 丸岡温泉たけくらべ 坂井市 丸岡町山竹田88-8

4498 ホテル・旅館 詰所三國 坂井市 三国町南本町3-3-17

4499 ホテル・旅館 休暇村越前三国 坂井市 三国町崎15-45

4500 ホテル・旅館 漁師の宿　民宿なかじま 坂井市 三国町宿3-5-21

4501 ホテル・旅館 憩いの宿　なかもと 坂井市 三国町新宿２－８－９６

4502 ホテル・旅館 坂井市竹田農山村交流センター　ちくち 坂井市 丸岡町山口60-8

4503 ホテル・旅館 三国温泉　お宿あらや 坂井市 三国町梶38-37-2

4504 ホテル・旅館 三国温泉の宿　海望　三国屋 坂井市 三国町宿３－６－１５

4505 ホテル・旅館 三国観光ホテル 坂井市 三国町緑ヶ丘4-4-8

4506 ホテル・旅館 四方館 坂井市 丸岡町本町1丁目53-1

4507 ホテル・旅館 汐風の館 七福 坂井市 三国町米ケ脇2-3-56

4508 ホテル・旅館 出島荘 坂井市 三国町梶３１－４２

4509 ホテル・旅館 大平庵 坂井市 三国町宿３丁目１２－２２

4510 ホテル・旅館 内湯の宿おおとく 坂井市 三国町安島24-51-2

4511 ホテル・旅館 風の杜 坂井市 三国町緑が丘4-5-16

4512 ホテル・旅館 望洋楼 坂井市 三国町米ヶ脇4丁目3-38

4513 ホテル・旅館 民宿　よしおか 坂井市 三国町宿３－１０－２

4514 ホテル・旅館 民宿　森口 坂井市 三国町宿3丁目12－31

4515 ホテル・旅館 民宿　前田 坂井市 三国町梶32-76-2

4516 ホテル・旅館 民宿　冨士 坂井市 三国町梶38-37-5

4517 ホテル・旅館 民宿　明治 坂井市 三国町安島26-44

4518 ホテル・旅館 民宿いたもと 坂井市 三国町宿3-11-34

4519 ホテル・旅館 民宿ちひろ 坂井市 三国町米ケ脇4-4-48

4520 ホテル・旅館 民宿ふるき 坂井市 三国町新保４０-２６-１

4521 ホテル・旅館 料理民宿いそや 坂井市 三国町崎33-2-2

4522 ホテル・旅館 料理旅館　ふくや 坂井市 三国町緑が丘４－１－４６

4523 ホテル・旅館 つむろや旅館 永平寺町 東古市13-26

4524 ホテル・旅館 永平寺親禅の宿　柏樹関 永平寺町 志比6-1

4525 ホテル・旅館 駅前宿舎禪 永平寺町 東古市9-36-2

4526 ホテル・旅館 禅の里　笑来 永平寺町 諏訪間４－１１

4527 ホテル・旅館 旅館　松岡サウナ 永平寺町 松岡薬師3-89

4528 ホテル・旅館 ファームハウス・コムニタ 池田町 土合皿尾2-22-1

4529 ホテル・旅館 渓流温泉 冠荘 池田町 志津原14-17

4530 ホテル・旅館 昭扇閣べにや 池田町 稲荷３４－１９－１

4531 ホテル・旅館 今庄の宿　かねおり 南越前町 今庄85-2-18

4532 ホテル・旅館 うみの宿　さへい 南越前町 糠12-21

4533 ホテル・旅館 キャビン 南越前町 糠12-28-1

4534 ホテル・旅館 キャンプ場めだかの学校 南越前町 赤萩55-12

4535 ホテル・旅館 さかえ荘 南越前町 糠222-29

4536 ホテル・旅館 ふじ乃 南越前町 甲楽城12-35

4537 ホテル・旅館 ふるさと交流センターきらめき 南越前町 古木50-59

4538 ホテル・旅館 めだかの学校 南越前町 赤萩55-12

4539 ホテル・旅館 もりや 南越前町 甲楽城30-1

4540 ホテル・旅館 花はす温泉そまやま 南越前町 中小屋60-1

4541 ホテル・旅館 海望 南越前町 糠106-1-16

4542 ホテル・旅館 山久 南越前町 糠106-1-21

4543 ホテル・旅館 水仙旅館 南越前町 糠230-37-1

4544 ホテル・旅館 清海館 南越前町 糠12-31

4545 ホテル・旅館 川端屋 南越前町 今庄60-49

4546 ホテル・旅館 泉 南越前町 糠106-1-26

4547 ホテル・旅館 地域まるっと体感宿 玉村屋 南越前町 今庄82-10

4548 ホテル・旅館 兵三 南越前町 南今庄59-103-2

4549 ホテル・旅館 民宿 あお来 南越前町 南越前町糠長島106-1-6
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4550 ホテル・旅館 民宿たまむら 南越前町 糠12-14

4551 ホテル・旅館 民宿ながしま荘 南越前町 糠106-1-3

4552 ホテル・旅館 与利喜 南越前町 糠106-1-11

4553 ホテル・旅館 利兵衛 南越前町 糠161-2-1

4554 ホテル・旅館 （有）大正館 越前町 丹生郡越前町米ノ71-49-9

4555 ホテル・旅館 あたらしや旅館 越前町 左右4-14

4556 ホテル・旅館 いまい旅館 越前町 くりや 17

4557 ホテル・旅館 オタイコヒルズ 越前町 下河原３７－１９－１

4558 ホテル・旅館 そらしど荘 越前町 血ケ平７４－３

4559 ホテル・旅館 はまちゃん 民宿 越前町 左右 3ー9ー1

4560 ホテル・旅館 みんなのお宿　　かわもと 越前町 高佐16-18-3

4561 ホテル・旅館 りぞうと旅館　宿かり 越前町 丹生郡越前町高佐32-4-5

4562 ホテル・旅館 越前の宿 越前町 厨71-287

4563 ホテル・旅館 越前の宿うおたけ 越前町 厨17-83

4564 ホテル・旅館 越前海岸玉川の宿岩本屋 越前町 玉川19－17

4565 ホテル・旅館 越前糸生温泉　泰澄の杜 越前町 小倉第88号55番地1

4566 ホテル・旅館 越前厨温泉あらき 越前町 厨25-22

4567 ホテル・旅館 海の宿　民宿品野 越前町 丹生郡越前町厨7-30-1

4568 ホテル・旅館 海幸苑 越前町 米ノ５３－４6－１

4569 ホテル・旅館 喜楽家 越前町 織田36-24

4570 ホテル・旅館 漁火の宿しまや 越前町 茂原５－１３

4571 ホテル・旅館 玉島莊 越前町 玉川３９－４１

4572 ホテル・旅館 古八旅館 越前町 玉川39-34

4573 ホテル・旅館 山いちご 越前町 乙坂14-11-1

4574 ホテル・旅館 山形屋 越前町 道口8-39

4575 ホテル・旅館 樹香苑 越前町 小曽原7-7-1

4576 ホテル・旅館 秀竹旅館 越前町 越前町玉川３９－２２

4577 ホテル・旅館 小鉄 越前町 午房ヶ平19-34

4578 ホテル・旅館 松葉旅館 越前町 西田中　14－6－1

4579 ホテル・旅館 泰澄の杜 越前町 小倉88-55-1

4580 ホテル・旅館 大西旅館 越前町 米ノ62-52-2

4581 ホテル・旅館 農家民宿　ログハウス冨ちゃんち 越前町 織田38-13-1

4582 ホテル・旅館 農家民宿　眞（まこと） 越前町 宇須尾15-7

4583 ホテル・旅館 浜善旅館 越前町 左右3-16

4584 ホテル・旅館 浜富 越前町 米ノ41-17-7

4585 ホテル・旅館 本家 越前町 玉川19-20

4586 ホテル・旅館 民宿　おもや 越前町 茂原5-26

4587 ホテル・旅館 民宿　なかむら 越前町 茂9-23

4588 ホテル・旅館 民宿　はるみ 越前町 米ノ71-49-17

4589 ホテル・旅館 民宿 宇野 越前町 茂原9-42

4590 ホテル・旅館 民宿あらや 越前町 茂原5-52

4591 ホテル・旅館 民宿けいしん 越前町 厨11-22-1

4592 ホテル・旅館 民宿なかの 越前町 道口9-9

4593 ホテル・旅館 民宿なかむら 越前町 丹生郡越前町茂原9-23-2

4594 ホテル・旅館 民宿小林 越前町 米ノ71-49-17

4595 ホテル・旅館 悠久ロマンの杜 越前町 笈松44-3

4596 ホテル・旅館 有限会社　旅館　金龍 越前町 厨１７－５１－２

4597 ホテル・旅館 旅館　木村屋 越前町 大樟7-38

4598 ホテル・旅館 旅館うらしま 越前町 米ノ59-13

4599 ホテル・旅館 旅館はまゆう　松石庵 越前町 茂原5-40-1

4600 ホテル・旅館 旅館明石 越前町 厨71-280-1

4601 ホテル・旅館 旅荘みや本 越前町 厨２６－１３－１

4602 ホテル・旅館 旅籠おけや 越前町 厨70-181-1

4603 ホテル・旅館 料理宿やまざき 越前町 厨16－53－1

4604 ホテル・旅館 料理旅館かねとも 越前町 厨４９－１－１０

4605 ホテル・旅館 料理旅館平成 越前町 高佐27-2-1

4606 ホテル・旅館 鮨一 越前町 樫津７－５

4607 ホテル・旅館 いそや 美浜町 久々子17－1

4608 ホテル・旅館 かつみ屋 美浜町 丹生49-2

4609 ホテル・旅館 ザ　グラン　リゾート三方五湖 美浜町 早瀬3号

4610 ホテル・旅館 さくべ旅館 美浜町 菅浜100-15

4611 ホテル・旅館 たなべ旅館 美浜町 菅浜110-48-1

4612 ホテル・旅館 ビジネスホテルSAIGO 美浜町 松原36-1-1

4613 ホテル・旅館 ふじま屋 美浜町 早瀬12-81

4614 ホテル・旅館 まきさん 美浜町 早瀬7-5-1

4615 ホテル・旅館 やまじん 美浜町 日向１３－７－２
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4616 ホテル・旅館 やまじん旅館 美浜町 日向13-7-2

4617 ホテル・旅館 よしの旅館 美浜町 丹生48-39

4618 ホテル・旅館 レインボーマリン 美浜町 大藪2-1

4619 ホテル・旅館 海辺の宿　浪路旅館 美浜町 久々子48-3-6

4620 ホテル・旅館 吉田旅館 美浜町 早瀬12-51-1

4621 ホテル・旅館 吉本旅館 美浜町 菅浜89-4

4622 ホテル・旅館 漁師の宿五郎左ェ門 美浜町 日向10―16

4623 ホテル・旅館 漁場の宿はっとり 美浜町 日向10-31

4624 ホテル・旅館 金森旅館 美浜町 日向10-65

4625 ホテル・旅館 若狭美浜温泉　悠久乃碧　ホテル湾彩 美浜町 久々子2-5-2

4626 ホテル・旅館 新谷旅館 美浜町 丹生47-10

4627 ホテル・旅館 農家民宿　まつぼっくり 美浜町 松原10-28

4628 ホテル・旅館 美船荘 美浜町 久々子20-14

4629 ホテル・旅館 美芳屋旅館 美浜町 日向６７－１－９５

4630 ホテル・旅館 民宿　やそべ 美浜町 日向

4631 ホテル・旅館 民宿　萬谷 美浜町 日向47-14

4632 ホテル・旅館 民宿きたむら 美浜町 早瀬11-50

4633 ホテル・旅館 民宿なかよし家 美浜町 松原13-59

4634 ホテル・旅館 民宿旅館　はまよし 美浜町 丹生37-50-3

4635 ホテル・旅館 民宿旅館　入舟 美浜町 日向47-46

4636 ホテル・旅館 旅の宿一力 美浜町 竹波19-45

4637 ホテル・旅館 旅館　中村屋 美浜町 丹生48-46

4638 ホテル・旅館 旅館たなべ 美浜町 早瀬13-89-1

4639 ホテル・旅館 旅館またべゑ 美浜町 日向47-51

4640 ホテル・旅館 浪路旅館 美浜町 久々子47-38

4641 ホテル・旅館 fuu Resort 高浜町 和田110-27-7

4642 ホテル・旅館 Kamehouse 高浜町 和田127-48-2

4643 ホテル・旅館 おき田旅館 高浜町 大飯郡高浜町宮崎41-23-5

4644 ホテル・旅館 かえもん旅館 高浜町 和田112-16

4645 ホテル・旅館 きちさか旅館 高浜町 和田111-42

4646 ホテル・旅館 ふぐ料理　五作荘 高浜町 和田131-16-1

4647 ホテル・旅館 まるいち旅館 高浜町 和田122-21-2

4648 ホテル・旅館 リゾートイン　キシモト 高浜町 薗部61－5

4649 ホテル・旅館 ログペンション　秋岡屋 高浜町 中山　27-16-2

4650 ホテル・旅館 海のみえる宿　むらみや 高浜町 和田121-10

4651 ホテル・旅館 海辺のお宿　波の音 高浜町 宮崎４４－２４－１

4652 ホテル・旅館 江上鮮魚店 高浜町 事代1‐57

4653 ホテル・旅館 高浜のお宿　鼓松 高浜町 宮崎43-27

4654 ホテル・旅館 松弥旅館 高浜町 薗部51-30

4655 ホテル・旅館 城山荘 高浜町 城山公園内

4656 ホテル・旅館 丹源堂 高浜町 東三松5-13-2

4657 ホテル・旅館 潮富荘 高浜町 日引５－３

4658 ホテル・旅館 登喜丘荘 高浜町 薗部51-4

4659 ホテル・旅館 農家民宿　利右衛門 高浜町 東三松17-15

4660 ホテル・旅館 又栄旅館別館 高浜町 和田１２６－３８

4661 ホテル・旅館 民宿 成田 高浜町 和田109-9

4662 ホテル・旅館 民宿　清風 高浜町 和田109-11-2

4663 ホテル・旅館 民宿　平田かざえもん 高浜町 和田122-2-1

4664 ホテル・旅館 民宿・旅館やまぐち 高浜町 高浜町薗部62-8-1

4665 ホテル・旅館 民宿いしづか 高浜町 宮崎３８-１０-３

4666 ホテル・旅館 民宿かくたに 高浜町 薗部54-2

4667 ホテル・旅館 民宿かくたにHitohira 高浜町 大飯郡高浜町和田104-5-16

4668 ホテル・旅館 民宿こだま 高浜町 音海３２－１９－１

4669 ホテル・旅館 民宿はまがわ 高浜町 和田105-9-1

4670 ホテル・旅館 旅館　山悦 高浜町 西三松7-5-1

4671 ホテル・旅館 旅館　但馬屋 高浜町 宮崎43-42

4672 ホテル・旅館 旅館 稚紫奘 高浜町 和田122-3

4673 ホテル・旅館 旅館いしばし 高浜町 西三松2-6-7-2

4674 ホテル・旅館 旅館いずみ 高浜町 和田118-15

4675 ホテル・旅館 旅館うらにし 高浜町 和田134－1－2

4676 ホテル・旅館 旅館おくもと 高浜町 西三松3-27

4677 ホテル・旅館 旅館なか河 高浜町 宮崎６９－１

4678 ホテル・旅館 旅館宮茂 高浜町 小黒飯52-18

4679 ホテル・旅館 料理旅館　由幸 高浜町 日引25-7

4680 ホテル・旅館 和楽荘 高浜町 和田110-20-8

4681 ホテル・旅館 おかせ おおい町 本郷152-1-7
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4682 ホテル・旅館 おかせ旅館 おおい町 本郷153-1-1

4683 ホテル・旅館 こすえ旅館 おおい町 大島

4684 ホテル・旅館 ホテルうみんぴあ おおい町 成海１－８

4685 ホテル・旅館 ホテルぱすたいむ おおい町 福井県大飯郡おおい町本郷137-8

4686 ホテル・旅館 ホテル流星館 おおい町 名田庄納田終

4687 ホテル・旅館 料理旅館　南川荘 おおい町 名田庄三重52-18-1

4688 ホテル・旅館 花屋 おおい町 本郷122ー18ー1

4689 ホテル・旅館 金丸旅館 おおい町 本郷144－16-1

4690 ホテル・旅館 赤礁崎オートキャンプ場 おおい町 大島21-95

4691 ホテル・旅館 大江旅館 おおい町 大島51-21

4692 ホテル・旅館 大島旅館 おおい町 大島１２５－２１

4693 ホテル・旅館 妙法館 おおい町 本郷１４７－１－２

4694 ホテル・旅館 民宿福島 おおい町 大島59-8-1

4695 ホテル・旅館 流星館 おおい町 名田庄納田終109-6-1

4696 ホテル・旅館 料理旅館新佐 おおい町 名田庄久坂4-10-2

4697 ホテル・旅館 うべしま館 若狭町 世久見4-14-1

4698 ホテル・旅館 えびす屋 若狭町 神子10－18

4699 ホテル・旅館 きよしや 若狭町 遊子

4700 ホテル・旅館 そてつや旅館 若狭町 常神１－６０

4701 ホテル・旅館 だいらや 若狭町 三方上中郡若狭町遊子5-28

4702 ホテル・旅館 だいらや旅館（別館） 若狭町 遊子5-28

4703 ホテル・旅館 だいらや旅館（本館） 若狭町 遊子5-30-1

4704 ホテル・旅館 ちゃりらん宿 若狭町 脇袋24-8

4705 ホテル・旅館 とね旅館 若狭町 小川1-9

4706 ホテル・旅館 はまち旅館 若狭町 小川1-10

4707 ホテル・旅館 はまと旅館 若狭町 遊子10-5

4708 ホテル・旅館 ふじはらや 若狭町 若狭町世久見13-26

4709 ホテル・旅館 みさき 若狭町 小川４－３２

4710 ホテル・旅館 ものべ 若狭町 小川4-5

4711 ホテル・旅館 リフレステやまびこ 若狭町 河内1-4-5

4712 ホテル・旅館 わたなべ館 若狭町 世久見13-21

4713 ホテル・旅館 翁館 若狭町 小川8-22

4714 ホテル・旅館 海香の宿　波華楼 若狭町 三方上中郡若狭町塩坂越3-11

4715 ホテル・旅館 海美宿　藤乃屋 若狭町 神子4-34

4716 ホテル・旅館 喜楽亭 若狭町 小川5-7

4717 ホテル・旅館 久介 若狭町 神子3-21

4718 ホテル・旅館 漁師のお宿　勇晴 若狭町 世久見６－２９

4719 ホテル・旅館 漁師の宿　はまかわ 若狭町 世久見5-20

4720 ホテル・旅館 漁師の宿長谷 若狭町 世久見34-2

4721 ホテル・旅館 魚集　山下屋 若狭町 常神1-76

4722 ホテル・旅館 魚美家 若狭町 世久見13-25-1

4723 ホテル・旅館 湖上館パムコ 若狭町 海山64-9-1

4724 ホテル・旅館 四季の宿まつみや 若狭町 世久見４－９

4725 ホテル・旅館 若狭の宿　きよや 若狭町 世久見（食見）３９－１１－１

4726 ホテル・旅館 若狭みかたきらら温泉　水月花 若狭町 海山51-13

4727 ホテル・旅館 若狭三方清風荘 若狭町 世久見40-3

4728 ホテル・旅館 若狭神子の宿　寺本 若狭町 神子４－１２

4729 ホテル・旅館 若狭路の宿やまや 若狭町 遊子5-20

4730 ホテル・旅館 小西屋別館 若狭町 常神5-2-1

4731 ホテル・旅館 庄司旅館 若狭町 大鳥羽25-12-1

4732 ホテル・旅館 昭和館 若狭町 遊子2-3

4733 ホテル・旅館 新谷屋 若狭町 若狭町塩坂越1-1

4734 ホテル・旅館 潮屋 若狭町 神子４－４０

4735 ホテル・旅館 長松 若狭町 常神1-49

4736 ホテル・旅館 天然温泉　岡三屋　彩かさね 若狭町 生倉18-19-2

4737 ホテル・旅館 徳兵衛館 若狭町 小川4ー38

4738 ホテル・旅館 虹岳島荘 若狭町 気山334-1-8

4739 ホテル・旅館 八百熊川 若狭町 熊川30-6-1

4740 ホテル・旅館 伴走舎 若狭町 鳥浜123－9－2

4741 ホテル・旅館 浜仁 若狭町 世久見

4742 ホテル・旅館 福井県立三方青年の家 若狭町 鳥浜122-27-1

4743 ホテル・旅館 望海幸楽 若狭町 神子3-11-1

4744 ホテル・旅館 民宿　あおきや 若狭町 世久見5-6

4745 ホテル・旅館 民宿　はちべ 若狭町 神子４－９

4746 ホテル・旅館 民宿　はまべや 若狭町 世久見５－１４

4747 ホテル・旅館 民宿　ひさみ 若狭町 世久見５－１０
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4748 ホテル・旅館 民宿 まごや 若狭町 世久見5-4

4749 ホテル・旅館 民宿　よしおかや 若狭町 世久見15-10

4750 ホテル・旅館 民宿　橋本 若狭町 常神1-38

4751 ホテル・旅館 民宿 江むら 若狭町 小川2-4

4752 ホテル・旅館 民宿　小川家 若狭町 小川4-29

4753 ホテル・旅館 民宿　松岡 若狭町 若狭町神子6-20

4754 ホテル・旅館 民宿　杉本 若狭町 常神1-39

4755 ホテル・旅館 民宿　池乃家 若狭町 神子６－１２

4756 ホテル・旅館 民宿　竹中 若狭町 神子3-15

4757 ホテル・旅館 民宿　潮屋 若狭町 福井県三方上中郡若狭町神子4-40

4758 ホテル・旅館 民宿　浜乃家 若狭町 世久見13-6

4759 ホテル・旅館 民宿あづまや 若狭町 常神1-75

4760 ホテル・旅館 民宿かわむら 若狭町 世久見13-14

4761 ホテル・旅館 民宿しろごろ 若狭町 小川2-25

4762 ホテル・旅館 民宿まごや 若狭町 世久見5-4

4763 ホテル・旅館 民宿みたにや 若狭町 世久見11-1

4764 ホテル・旅館 民宿橋本 若狭町 三方上中郡常神１－３８

4765 ホテル・旅館 民宿細川 若狭町 神子４－４

4766 ホテル・旅館 民宿市エ門 若狭町 常神1-6

4767 ホテル・旅館 民宿重田家 若狭町 世久見１１－２

4768 ホテル・旅館 民宿美前屋 若狭町 常神1-59

4769 ホテル・旅館 民宿与五郎 若狭町 常神1-34

4770 ホテル・旅館 民泊 Wakasa 27 若狭町 安賀里46-2

4771 ホテル・旅館 夕日の宿　松喜 若狭町 三方上中郡世久見13-17

4772 ホテル・旅館 旅館　三四郎 若狭町 三方上中郡若狭町遊子6-21-1

4773 ホテル・旅館 料理旅館　なが田 若狭町 海山５２－２２

4774 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 #かかりつけジム Lea.lu 福井市 文京4-9-1 MURATA.BLD 2F

4775 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 （株）身のこなしラボラトリー 福井市 照手町４丁目2308

4776 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 akasha 福井市 大宮2丁目25-16

4777 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ARC24 福井市 新田塚１－１－１

4778 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 AUBE FOR ONE 福井市 中央1丁目21-35

4779 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 DANCE STUDIO CREW 福井市 羽水2-802

4780 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 DANCE STUDIO JIGGY 福井市 二の宮3丁目42-12

4781 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 DANCEWORKS291 福井市 中央1-19-22スピィガビル3F

4782 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 Every福井やしろ店 福井市 渕2丁目807

4783 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 Every福井開発店 福井市 開発4丁目314-1

4784 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 FIT365ワイプラザ新保 福井市 新保北1－303ワイプラザ新保２F

4785 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 FUNS FIT 福井市 東今泉町4-11-6

4786 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 HYPER　FIT24　福井日之出店 福井市 日之出3丁目9番3号

4787 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 HYPERFIT24　福井御幸店 福井市 御幸３丁目9-13

4788 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 Indoor Golf Club 福井市 高木中央2-1705

4789 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 MIZUKAMI GYM  二の宮 福井市 二の宮4丁目36-3 二の宮ビル3F

4790 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 Mizukamigym 福井市 大島町1-102　アールレジデンス舞屋1F

4791 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 Personal training studio NEOS 福井市 丸山１丁目208　リリーフ21日経ビル４F

4792 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 Pilates Studio ROOTS 福井市 林町58-17-1

4793 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 pranava 福井市 問屋町」2-123-2

4794 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 Purema 福井市 新田塚2丁目45-22

4795 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 Rei yoga＆conditioning training 福井市 福井市西開発1丁目2109

4796 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 RYNX GYM 福井市 文京4-17-13

4797 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 S.BODY 福井市 八重巻東町

4798 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 sundara 福井市 御幸4丁目10-33（2F）

4799 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 To me + 福井市 飯塚町7-9-1

4800 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 TWINS 福井市 日光2-2-5 林マンション1F 102 TWINS

4801 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 あおぞらサッカークラブ 福井市 渕2丁目803

4802 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 アルク 福井市 福井市宝永4-3-1

4803 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 インドアゴルフクラブ高木店 福井市 高木中央2-1705

4804 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 エニタイムフィットネス福井高柳店 福井市 高柳2-114

4805 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 エニタイムフィットネス福井大町店 福井市 別所町9-25-1

4806 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 エレファンツスタジアム ＢＩＧ １ 福井市 中新田町8-1-1

4807 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 カーブス 福井田原町 福井市 田原1丁目8-17 デュアルプレイス1F

4808 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 カーブスエルパプラス 福井市 大和田2-418

4809 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 カーブスやしろAコープ 福井市 渕2丁目1711   Aコープやしろ店2階

4810 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 カーブス花堂ベル前 福井市 花堂南2丁目304

4811 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 カーブス福井舟橋 福井市 舟橋新１丁目1110番地

4812 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 カイロオフィスYOU癒佑ホリデイスポー 福井市 四ツ井1-9-1ホリデイスポーツクラブ福井店内

4813 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 けんこうスポーツセンター 福井市 真栗町47-47
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4814 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ゴールド福井カントリークラブ 福井市 上天下町1-1

4815 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 こどもステーションまんてんやしろ校 福井市 新田塚1-1-1

4816 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 こどもステーションまんてん二の宮校 福井市 新田塚1-1-1

4817 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ジョイライフクラブ 福井市 二の宮3-42-12

4818 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 スタジオ キラーナ 福井市 板垣3丁目1316 竹田ビル2A

4819 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 スタジオ３５８ 福井市 栗森2丁目１１１０

4820 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 スタジオ３５８ 福井市 栗森２丁目601-2

4821 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 スペックスジム 福井市 定正町1311番地

4822 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 スポーツクラブアクトスWill_G　町屋店 福井市 文京1丁目16-1　バロー町屋店2階

4823 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 スポーツクラブルネッス福井西店 福井市 文京6丁目23-2

4824 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 スポーツクラブルネッス福井南店 福井市 下馬2丁目222番地

4825 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 スポーツクラブ新田塚アーク 福井市 新田塚１－１－１

4826 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 トータルコンディショニングセンター 福井市 二の宮2丁目28-21　セントラルヴィレッジ1Ｆ

4827 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 トレーニングジム　ボディセンス 福井市 乾徳3-6-10

4828 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 トレーニングジム　モンキー 福井市 文京6-24-7

4829 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 パーソナルジム　RINGFIT 福井市 大宮6丁目15-26 Don DoビルC

4830 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 パーソナルトレーニング ELAL 福井市 福井市西方２丁目4-3

4831 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 パーソナルトレーニングスタジオ KiRAN 福井市 高木中央2丁目704 ウエストビル2-D

4832 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 パーソナルトレーニングスタジオトトノ 福井市 西開発1丁目1801　ひろ安ビル 103

4833 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 バッティングセンター福井スタジアム 福井市 新保町19-53

4834 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ヒットインドアテニススクール 福井市 三留町PLANT-3駐車場内

4835 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 フィットイージー福井大和田店 福井市 大和田1丁目405

4836 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 フォーレスト福井ゴルフクラブ 福井市 燈豊町42-53

4837 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 フクイヨガ健康クラブ 福井市 新田塚町１１０１－２

4838 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ブリービクススタジオ サークル 福井市 福井市中央1丁目7-5

4839 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 へたっぴゴルフ教室 福井市 問屋町2－8

4840 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ホリデイスポーツクラブ福井店 福井市 四ツ井1-9-1

4841 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ほんごう馬の里 福井市 福井市西荒井町47-17

4842 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 メディカルＦｉｔ　一輝 福井市 西開発４丁目1011番地

4843 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 メディモプラザ 福井市 和田中町舟橋7番地1

4844 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ルネッスキッズスイミングクラブ福井西 福井市 文京6丁目23-2

4845 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ルネッス福井西店 福井市 文京6丁目23-2

4846 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ロックスケイプ 福井市 西開発4丁目701

4847 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 一般社団法人ＦｕｋｕｉＳｐｏｒｔｓＡ 福井市 照手４丁目６－２３

4848 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 印田ゴルフセンター 福井市 印田町18-4

4849 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 金井学園スイムクラブ 福井市 菅谷1-1-22

4850 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 県立クライミングセンター 福井市 合谷町１－５

4851 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 子どもを育む巣箱　ときなる 福井市 中央１丁目２１－３５ AUBEビル 1・2F 

4852 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 若松チエコワークアウトスタジオ 福井市 福井市菅谷2丁目902-1

4853 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 新田塚スイミングスクールおおの 福井市 福井市新田塚1-1-1

4854 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 新田塚スイミングスクールなかふじ／ 福井市 高柳２丁目９０８番地

4855 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 新田塚スイミングスクールふくい 福井市 新田塚２丁目８３２２番地

4856 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 新田塚スイミングスクールやしろ/アー 福井市 若杉２丁目１３０５番地

4857 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 総斗會三村道場 福井市 宝永3丁目22-24

4858 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 足羽ふれあいセンター 福井市 足羽2丁目12-31

4859 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 藤島ゴルフセンター 福井市 林藤島町第19号2番地2

4860 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 藤島ゴルフセンター　印田ゴルフセン 福井市 林藤島町１９－２－２

4861 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 福がくるくる 福とも 福井市 風巻町18-1-３

4862 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 福井グリーン倶楽部 福井市 角折町8-7

4863 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 福井セントラルボディケアセンター 福井市 花月2丁目8-3

4864 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 福井フィットネスクラブ 福井市 松本1-34-15

4865 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 福井ホースパーク 福井市 海老助町8-1

4866 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 福井運動公園事務所 福井市 福町3-20

4867 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 福井県立ライフル射撃場 福井市 杉谷町49-40-3

4868 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 福井県立武道館 福井市 三ツ屋町8-1-1

4869 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 福井市東山健康運動公園 福井市 寮町50－5

4870 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 福井市北体育館 福井市 福井市天池町5-65

4871 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 Azuki 敦賀市 莇生野42-12

4872 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 FREYJA 敦賀市 津内町2丁目8番10号

4873 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ＨＹＰＥＲ ＦＩＴ ２４ 敦賀店 敦賀市 木崎２１号７－４

4874 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 JB studio 敦賀市 若葉町1-1610

4875 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 KTPつるがスイミングスクール 敦賀市 木崎3-5

4876 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 NEST Care 敦賀市 中央町1丁目９－４ １F

4877 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 SUNFIT24敦賀店 敦賀市 昭和町2-22-11

4878 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 カーブスアピタ敦賀 敦賀市 中央１丁目5-5

4879 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 キッズパークつるが 敦賀市 神楽町2丁目2-4
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4880 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 きらめきスタジアム 敦賀市 若泉町9番3号

4881 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 スポーツクラブルネッス敦賀店 敦賀市 和久野町25-38

4882 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 つるがスイミングスクール 敦賀市 木崎大円3-5

4883 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 リラ・グリーン 敦賀市 高野91-9-3

4884 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 愛発プール 敦賀市 疋田31号3番地の3

4885 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 粟野スポーツセンター 敦賀市 長谷47号54番地

4886 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 花城テニスコート 敦賀市 櫛川３９号３番地

4887 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 花城プール 敦賀市 櫛川41号1番地の1

4888 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 金山体育館 敦賀市 金山58号13番地の1

4889 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 市営野球場 敦賀市 松島町30番1号

4890 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 市立体育館 敦賀市 松葉町１番２号

4891 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 総合運動公園 敦賀市 沓見149号1番地

4892 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 体軸スクールNEST(ネスト) 敦賀市 堂50-1-4

4893 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 中郷体育館 敦賀市 羽織町34番

4894 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 東浦体育館 敦賀市 阿曽７７号１２番地

4895 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 武道館 敦賀市 曙町11番80号

4896 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 有限会社　白都興業 敦賀市 沓見139-16-3

4897 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 SKYYOGA 小浜市 四谷町3-27

4898 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 カーブスおばまショッピングセンター 小浜市 四谷町20-35

4899 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 フィットネスジムmore 小浜市 南川町15-21

4900 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 小浜ゴルフクラブ 小浜市 青井８－４－１

4901 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 （株）タケイパワージム 大野市 桜塚町905

4902 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ＥＩＧＨＴ８ 大野市 中野３６－７－８

4903 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 カーブス大野ヴィオ 大野市 鍬掛17-17-1

4904 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 タケイパワージム 大野市 桜塚町905

4905 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 フィットネススタジオ　ビュート 大野市 日吉町１４－２０

4906 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 九頭竜スキー場 大野市 角野１４－３

4907 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 新田塚スイミングスクールおおの 大野市 天神６－１４

4908 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 美姿勢×シェイプアップ教室 大野市 篠座町1-25-5

4909 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 六呂師高原スキーパーク 大野市 南六呂師

4910 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 Studio Laugh 勝山市 昭和町1-8-33

4911 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 勝山市営温水プール 勝山市 勝山市片瀬町1-303

4912 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 Boulder　Works　ボルダリングジム 鯖江市 舟津町４－７－１

4913 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 FIRST STEP 鯖江市 三六町14-10

4914 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 FiT24鯖江店 鯖江市 五郎丸町312

4915 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 FIT-EASY鯖江店 鯖江市 柳町４丁目6-22

4916 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ＳＨＡＫＥＤＡＮＣＥ 鯖江市 神明町三丁目7-41

4917 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 SILVER BACK 鯖江市 鳥井町2012/3/1

4918 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 アル・プラザボウル 鯖江市 下河端町16-6-1

4919 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 カーブス鯖江神明 鯖江市 水落町3丁目８－１８

4920 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 スポーツクラブルネッス鯖江店 鯖江市 鳥羽1丁目10-13

4921 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 パーソナルジムアトラス 鯖江市 神中町２－４－４８

4922 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ハイパーフィット24福井鯖江店 鯖江市 小黒町2丁目904

4923 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ルネッスキッズスイミングクラブ鯖江校 鯖江市 鳥羽1丁目10-13

4924 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 佐野直美　インストラクター 鯖江市 本町4-7-12

4925 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ジャパンセントラルゴルフ倶楽部 あわら市 笹岡30-204

4926 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ハイパーフィット24福井あわら店 あわら市 舟津46-30-1

4927 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ルルフィットネス あわら市 菅野68-1-12

4928 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 芦原ゴルフクラブ あわら市 浜坂66-1-1

4929 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 粟原ゴルフクラブ あわら市 浜坂66-1-1

4930 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 越前カントリークラブ あわら市 指中75-1

4931 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 新田塚スイミングスクールあわらアーク あわら市 舟津４４－１１－１

4932 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 全天候型遊戯施設「あそぼっさ」 あわら市 吉崎8-55

4933 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 福井国際カントリークラブ あわら市 柿原66

4934 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 DivaFit 越前市 小松１－６－２０

4935 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 Fit Emotion 越前市 府中1丁目2-3 センチュリーパーク1階

4936 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 GROTTO　BOULDERING GYM 越前市 大塩町６２－１－１５

4937 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 GROTTO BOULDERINGGYM 越前市 大塩町 62-1-15

4938 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 Re more+（リ モア プラス） 越前市 府中1丁目2-3

4939 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 カーブス武生国高 越前市 横市町５－１

4940 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 カーブス武生中央 越前市 新町１２－１－４

4941 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 スポーツクラブルネッス越前店 越前市 新町5丁目4-4

4942 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 スポーツクラブルネッス花がたみの郷店 越前市 杉尾町1-27-1

4943 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 たけふスイミングスクール 越前市 横市町28-27-1

4944 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 パーソナルジムルーム 越前市 高瀬一丁目3-10

4945 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ハイパーフィット24福井武生店 越前市 新町7-8
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4946 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 フルール 越前市 錦町3-14

4947 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 みどりと自然の村 越前市 安養寺町５－３

4948 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 みんなのスタジオHAPPINESS 越前市 上太田町50-5-7

4949 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ルネッスキッズスイミングクラブ越前校 越前市 新町5丁目4-4

4950 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 レンタルショップ　JUMP 越前市 大屋町48-7-5

4951 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 瓜生水と緑公園体育館 越前市 瓜生町１９－７－１

4952 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 越前市ＡＷーＩスポーツアリーナ 越前市 高瀬二丁目８－２３

4953 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 越前市弓道場 越前市 妙法寺町36-2-1

4954 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 越前市武道館 越前市 中央一丁目８－１５

4955 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 家久スポーツ公園ソフトボール場 越前市 北府一丁目

4956 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 家久スポーツ公園温水プール 越前市 家久町１０５－１０－１

4957 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 家久スポーツ公園庭球場 越前市 家久町１０５－１０－１

4958 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 今立テニスコート 越前市 山室町５－１

4959 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 今立体育センター 越前市 岩本町１－９

4960 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 今立中央公園多目的広場 越前市 野岡町２３字

4961 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 今立南部公園庭球場 越前市 岩本町１－１２

4962 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 大虫体育館 越前市 丹生郷町１３－２０－１

4963 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 丹南総合公園全天候型球技場 越前市 余田町５０－４－１

4964 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 丹南総合公園多目的グラウンド 越前市 余田町５０－４－１

4965 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 丹南総合公園体育館 越前市 余田町５０－４－１

4966 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 丹南総合公園野球場 越前市 余田町５０－４－１

4967 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 白崎公園屋内ゲートボール場 越前市 白崎町１５－２３－１

4968 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 武生ゴルフガーデン　カフェグレコ 越前市 越前市西谷町15-28-1

4969 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 武生体育センター 越前市 行松町２５－１０

4970 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 武生中央公園庭球場 越前市 高瀬二丁目７－８１

4971 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 武生東運動公園ソフトボール場 越前市 宮谷町３５－１０

4972 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 武生東運動公園庭球場 越前市 宮谷町３５－１０

4973 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 武生東運動公園陸上競技場 越前市 宮谷町３５－１０

4974 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 武生特殊鋼材ドリームサッカー場 越前市 瓜生町６－１６－２

4975 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 北新庄体育館 越前市 北町５４－２５

4976 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 北日野体育館 越前市 矢放町２１－１９

4977 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 b-UP 坂井市 春江町江留上錦9-1

4978 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 HYPER FIT24 福井丸岡店 坂井市 丸岡町猪爪２丁目101-1

4979 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 HYPERFIT24　福井坂井店 坂井市 春江町随応寺22-17-2

4980 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 SPORTS GYM LIBERTY 坂井市 春江町東太郎丸8-9

4981 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 Studio jun🍀 坂井市 丸岡町一本田中14-15 Mビル

4982 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 Workout space b-UP 坂井市 春江町江留上錦9－1

4983 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 アクアスポーツ（株） 坂井市 丸岡町長崎6-77

4984 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 エーアイきっずくらぶ 坂井市 丸岡町八ツ口19-12-8

4985 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 カーブスみくにiza 坂井市 三国町三国東

4986 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 カーブス春江中央 坂井市 春江町江留下高道4

4987 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 スマイ輪ＩＮＧスポーツクラブ 坂井市 坂井市三国町錦4-1-15

4988 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 フィジカルはるさか 坂井市 春江町中筋100-75

4989 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 フクイカントリークラブ 坂井市 丸岡町野中山王６０

4990 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 まるおかアクアフィットネスクラブ 坂井市 坂井市丸岡町長崎6-69

4991 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 みくにアクアスイムクラブ 坂井市 三国町運動公園1-4-1

4992 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ヨガスタジオ柳田 坂井市 春江町中筋42-6-3

4993 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ワールドプラスジム坂井三国店 坂井市 三国町覚善2-30

4994 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 霞のフィットネス 坂井市 丸岡町八ケ郷21-7-1

4995 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 あそびハウス　こどもと森 池田町 藪田4-1-1

4996 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 おもちゃハウス　こどもと木 池田町 藪田4-1-1

4997 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ツリーピクニックアドベンチャーいけだ 池田町 志津原28-16

4998 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 農村De合宿キャンプセンター 池田町 菅生23-42

4999 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ウォーターランド南条 南越前町 牧谷29-8

5000 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 今庄３６５スキー場 南越前町 南越前町板取85-36

5001 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 桜橋総合運動公園 南越前町 赤萩38-1

5002 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 南越前ダイビングパーク 南越前町 甲楽城15-28

5003 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 アクティブハウス越前 越前町 厨71-335-1

5004 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ダイビングセンターログ 越前町 梅浦114-91

5005 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 越前町営球技場 越前町 上川去11-1-1

5006 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 越前町営織田勤労者体育館 越前町 下河原37-16-6

5007 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 越前町営総合運動場管理棟 越前町 内郡42-17-4

5008 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 越前町人工芝ホッケー場 越前町 内郡42-8

5009 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 織田中央公園グラウンド 越前町 下河原37

5010 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 織田中央公園テニスコート 越前町 下河原37

5011 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 織田中央公園弓道場 越前町 下河原37
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5012 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 朝日海洋センター体育館 越前町 朝日22-35

5013 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 美浜町ゆうあいひろば 美浜町 松原第7号１番地１

5014 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 美浜町西郷健康ひろば 美浜町 松原第１２号２番地８

5015 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 美浜町総合運動公園 美浜町 久々子２６－３０

5016 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 福井県立艇庫 美浜町 郷市25-25

5017 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 Sea star 高浜町 高野27-7

5018 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ウッドヒルゴルフクラブ 高浜町 関屋７１－６

5019 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 おおい町総合運動公園 おおい町 成和2-1-1

5020 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 さぶり川公園 おおい町 万願寺27-16

5021 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 シーサイドスパおおいの湯 おおい町 成海1-8

5022 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 ふれあいぬくもりセンター おおい町 名田庄下6-1

5023 体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設 わかさカントリー倶楽部 若狭町 新道9-3

5024 博物館、美術館、図書館 みどり図書館 福井市 若杉３丁目３０１

5025 博物館、美術館、図書館 一乗谷朝倉氏遺跡復原町並 福井市 城戸ノ内町28-37

5026 博物館、美術館、図書館 清水図書館 福井市 風巻町第21号17番地

5027 博物館、美術館、図書館 福井県視覚障害者福祉協会　情報提供セ 福井市 光陽２－１７－８

5028 博物館、美術館、図書館 福井県立こども歴史文化館 福井市 城東１丁目１８-２１

5029 博物館、美術館、図書館 福井県立図書館 福井市 下馬町51-11

5030 博物館、美術館、図書館 福井県立美術館 福井市 文京3-16-1

5031 博物館、美術館、図書館 福井県立歴史博物館 福井市 大宮2丁目19-15

5032 博物館、美術館、図書館 福井市おさごえ民家園 福井市 月見５丁目4-48

5033 博物館、美術館、図書館 福井市治水記念館 福井市 種池２丁目３０５番地

5034 博物館、美術館、図書館 福井市自然史博物館分館 セーレンプラ 福井市 中央1-2-1ハピリン5F

5035 博物館、美術館、図書館 福井市清水郷土資料館 福井市 福井市風巻町２１－１７

5036 博物館、美術館、図書館 福井市足羽山公園遊園地 福井市 山奥町５８－９７

5037 博物館、美術館、図書館 福井市文化財保護センター 福井市 渕4丁目７４８

5038 博物館、美術館、図書館 福井市立桜木図書館 福井市 手寄１丁目４－１　アオッサ４Ｆ

5039 博物館、美術館、図書館 福井市立図書館 福井市 文京２丁目７番７号

5040 博物館、美術館、図書館 福井市立美山図書館 福井市 美山町２－１２

5041 博物館、美術館、図書館 北ノ庄城址資料館・休憩棟 福井市 中央1-21-19

5042 博物館、美術館、図書館 みなとつるが山車会館 敦賀市 相生町7-6

5043 博物館、美術館、図書館 人道の港敦賀ムゼウム 敦賀市 金ケ崎町４４－１

5044 博物館、美術館、図書館 創作和紙人形　紙わらべ資料館 敦賀市 相生町１３－１４

5045 博物館、美術館、図書館 敦賀市立図書館 敦賀市 東洋町２番１号

5046 博物館、美術館、図書館 敦賀市立博物館 敦賀市 相生町7-8

5047 博物館、美術館、図書館 敦賀鉄道資料館 敦賀市 港町1－25

5048 博物館、美術館、図書館 御食国若狭おばま食文化館 小浜市 川崎３－４

5049 博物館、美術館、図書館 福井県立若狭図書学習センター 小浜市 小浜市南川町6-11

5050 博物館、美術館、図書館 福井悔過自然保護センター 大野市 南六呂師１６９－１１－２

5051 博物館、美術館、図書館 NPO法人幸福の国（ブータンミュージア 勝山市 鹿谷町保田85-18

5052 博物館、美術館、図書館 NPO法人まちづくり勝山（はたや記念館 勝山市 昭和町1丁目7番40号

5053 博物館、美術館、図書館 勝山城博物館 勝山市 平泉寺町平泉寺第85号26番地1

5054 博物館、美術館、図書館 うるしの里会館 鯖江市 西袋町37-6-1

5055 博物館、美術館、図書館 吉崎御坊　蓮如上人記念館 あわら市 吉崎1丁目９０１

5056 博物館、美術館、図書館 金津創作の森美術館 あわら市 宮谷57-2-19

5057 博物館、美術館、図書館 ラテンアメリカ民衆陶芸ミニミュージア 越前市 牧町16-7

5058 博物館、美術館、図書館 越前市 かこさとし ふるさと絵本館「石 越前市 高瀬一丁目14－7

5059 博物館、美術館、図書館 越前市今立図書館 越前市 定友町２１－３－１

5060 博物館、美術館、図書館 越前市中央図書館 越前市 高瀬2丁目7-24

5061 博物館、美術館、図書館 越前市武生公会堂記念館 越前市 越前市蓬莱町８－８

5062 博物館、美術館、図書館 一筆啓上　日本一短い手紙の館 坂井市 丸岡町霞町3丁目10-1

5063 博物館、美術館、図書館 越前松島水族館 坂井市 三国町崎74-2-3

5064 博物館、美術館、図書館 公益財団法人丸岡文化財団 丸岡城 坂井市 丸岡町霞町1-59

5065 博物館、美術館、図書館 長畝日向神楽伝承館 坂井市 丸岡町長畝47-6

5066 博物館、美術館、図書館 福井県教育総合研究所　教育博物館 坂井市 春江町江留上緑８－１

5067 博物館、美術館、図書館 池田町能面美術館 池田町 志津原17-2

5068 博物館、美術館、図書館 越前がにミュージアム 越前町 厨71-324-1

5069 博物館、美術館、図書館 越前町立福井総合植物園 越前町 朝日17-3-1

5070 博物館、美術館、図書館 福井県陶芸館・越前古窯博物館 越前町 小曽原120-61

5071 博物館、美術館、図書館 若狭国吉城歴史資料館 美浜町 美浜町佐柿25-2

5072 博物館、美術館、図書館 生涯学習センターなびあす 美浜町 郷市第２９号３番地

5073 博物館、美術館、図書館 美浜町立図書館 美浜町 郷市29-3

5074 博物館、美術館、図書館 美浜町歴史文化館・耳公民館 美浜町 河原市８－８

5075 博物館、美術館、図書館 若州一滴文庫 おおい町 岡田33-2-1

5076 博物館、美術館、図書館 大飯図書館・郷土史料館 おおい町 成和2-1-1

5077 博物館、美術館、図書館 暦会館 おおい町 名田庄納田終１１１－７
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5078 博物館、美術館、図書館 YUMI KATSURA MUSEUM WAKASA 若狭町 北前川16-16-1

5079 博物館、美術館、図書館 福井県海浜自然センター 若狭町 世久見18-2

5080 博物館、美術館、図書館 福井県年縞博物館 若狭町 鳥浜１２２ー１２－１

5081 劇場、観覧場、映画館、演芸場 SHOW■CASE LIVE 福井市 大宮２丁目25-1-101

5082 劇場、観覧場、映画館、演芸場 テアトルサンク 福井市 中央1-8-17

5083 劇場、観覧場、映画館、演芸場 ハピリンホール 福井市 中央1-2-1

5084 劇場、観覧場、映画館、演芸場 メトロ劇場 福井市 順化1-2-14

5085 劇場、観覧場、映画館、演芸場 福井コロナシネマワールド 福井市 大和田2丁目1201番地

5086 劇場、観覧場、映画館、演芸場 福井県県民ホール 福井市 手寄1-4-1　アオッサ8F

5087 劇場、観覧場、映画館、演芸場 福井県立音楽堂　ハーモニーホールふくい 福井市 福井市今市町40号1番地1

5088 劇場、観覧場、映画館、演芸場 福井市にぎわい交流施設ハピリンホール 福井市 福井市中央1丁目2-1

5089 劇場、観覧場、映画館、演芸場 福井市文化会館 福井市 春山2-7-1

5090 劇場、観覧場、映画館、演芸場 敦賀アレックスシネマ 敦賀市 白銀町11-5　アルプラザ敦賀6階

5091 劇場、観覧場、映画館、演芸場 旭座 小浜市 小浜白鬚１１１番１

5092 劇場、観覧場、映画館、演芸場 flutist arisa 鯖江市 深江町8-2

5093 劇場、観覧場、映画館、演芸場 鯖江アレックスシネマ 鯖江市 下河端町１６－１６－１

5094 劇場、観覧場、映画館、演芸場 坂井市みくに市民センター　みくに未来 坂井市 三国町中央1丁目5-1

5095 劇場、観覧場、映画館、演芸場 ハートピア春江・みくに未来ホール 坂井市 春江町西太郎丸15-22

5096 劇場、観覧場、映画館、演芸場 南条文化会館 南越前町 牧谷29-15-1

5097 劇場、観覧場、映画館、演芸場 越前陶芸村文化交流会館 越前町 小曽原7-8

5098 集会場、公会堂、展示場 Ｆスクエア・キャリアナビセンター 福井市 手寄1-4-1　アオッサ7階

5099 集会場、公会堂、展示場 Honda Cars 福井北 今市店 福井市 今市町66-1-1

5100 集会場、公会堂、展示場 Honda Cars福井北 北インター店 福井市 新保町１４－２４

5101 集会場、公会堂、展示場 SANNOMARU SPACE 福井市 大手2丁目3番1号　三の丸ビル1階

5102 集会場、公会堂、展示場 SDM、STREET DESIGN MARKET 福井市 栄町12-1

5103 集会場、公会堂、展示場 tomipple事務所 福井市 福井市灯明寺3-817-201

5104 集会場、公会堂、展示場 TPT 福井市 文京6丁目35-14

5105 集会場、公会堂、展示場 アンジェラ 福井市 新田塚2-19-17

5106 集会場、公会堂、展示場 ガーデン＆エクステリア専門店 庭屋 福井市 若杉4-1237

5107 集会場、公会堂、展示場 カナエル塾 福井市 高柳2丁目603　REEDビル1階

5108 集会場、公会堂、展示場 クリナップ株式会社　福井ショールーム 福井市 下馬3丁目1605

5109 集会場、公会堂、展示場 ゼロック株式会社 福井市 松本3丁目19-25

5110 集会場、公会堂、展示場 はた楽 福井市 学園3-2-17

5111 集会場、公会堂、展示場 フェニックス・プラザ 福井市 田原１丁目１３－６

5112 集会場、公会堂、展示場 ふくい県民活動・ボランティアセンター 福井市 手寄1丁目4-1　(AOSSA7階）

5113 集会場、公会堂、展示場 メモワール六才　風花ホール 福井市 上森田2丁目401

5114 集会場、公会堂、展示場 ユニオンプラザ福井 福井市 問屋町1丁目35番地

5115 集会場、公会堂、展示場 吉岡幸株式会社 テクノセンター 福井市 福井市二の宮1-12-7

5116 集会場、公会堂、展示場 リョーエンホーム 福井市 開発5丁目1905番地

5117 集会場、公会堂、展示場 リョーエンホーム　重量鉄骨造の住まい 福井市 福井市開発5丁目1905番地

5118 集会場、公会堂、展示場 リョーエンホーム　制震木造の住まい 福井市 開発5丁目1905番地

5119 集会場、公会堂、展示場 旭公民館 福井市 手寄２丁目１－１

5120 集会場、公会堂、展示場 安居公民館 福井市 本堂町７－４

5121 集会場、公会堂、展示場 一光公民館 福井市 下一光町６－５

5122 集会場、公会堂、展示場 一乗公民館 福井市 西新町１－３１

5123 集会場、公会堂、展示場 越廼公民館 福井市 茱崎町１－６８

5124 集会場、公会堂、展示場 円山公民館 福井市 北今泉町７－１２

5125 集会場、公会堂、展示場 岡保公民館 福井市 河水町１０－１３

5126 集会場、公会堂、展示場 家の森展示場 福井市 成願寺町１０－１７　家の森展示場内

5127 集会場、公会堂、展示場 河合公民館 福井市 川合鷲塚町９－１８

5128 集会場、公会堂、展示場 株式会社　大町ハウジング 家の森展示場 福井市 成願寺町10字大門

5129 集会場、公会堂、展示場 株式会社Ｃｏｕｒａｇｅ 福井市 川合鷲塚町２５号２１番地

5130 集会場、公会堂、展示場 株式会社ハシノメディカル 福井市 町屋３丁目12-12

5131 集会場、公会堂、展示場 株式会社総建ハウジング家の森展示場 福井市 成願寺町10字17

5132 集会場、公会堂、展示場 宮ノ下公民館 福井市 島山梨子町２２－９

5133 集会場、公会堂、展示場 極真館福井県支部 福井市 松本3丁目28-16

5134 集会場、公会堂、展示場 啓蒙公民館 福井市 開発１丁目２１０５

5135 集会場、公会堂、展示場 行政書士木内章夫事務所 福井市 八重巻中町14-10

5136 集会場、公会堂、展示場 国見公民館 福井市 鮎川町１３３－１－３

5137 集会場、公会堂、展示場 社西公民館 福井市 久喜津町６５－２３

5138 集会場、公会堂、展示場 社南公民館 福井市 種池２丁目２０６

5139 集会場、公会堂、展示場 社北公民館 福井市 若杉４丁目３０８

5140 集会場、公会堂、展示場 酒生公民館 福井市 荒木新保町３７－９－５

5141 集会場、公会堂、展示場 住まいの体感ランド 福井市 灯明寺1丁目1412番1

5142 集会場、公会堂、展示場 春山公民館 福井市 文京３丁目１１－１２

5143 集会場、公会堂、展示場 順化公民館 福井市 大手３丁目１６－１
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5144 集会場、公会堂、展示場 松本公民館 福井市 文京１丁目２９－１

5145 集会場、公会堂、展示場 上文殊公民館 福井市 北山町34-1

5146 集会場、公会堂、展示場 森田公民館 福井市 下森田藤巻町２

5147 集会場、公会堂、展示場 清水西公民館 福井市 大森町２０－４３－１

5148 集会場、公会堂、展示場 清水東公民館 福井市 三留町１４－１１－１

5149 集会場、公会堂、展示場 清水南公民館 福井市 風巻町２１－１７

5150 集会場、公会堂、展示場 清水北公民館 福井市 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ５丁目１３１

5151 集会場、公会堂、展示場 清明公民館 福井市 下荒井町８－４１４

5152 集会場、公会堂、展示場 西藤島公民館 福井市 三郎丸１丁目１４１０

5153 集会場、公会堂、展示場 石友リフォームサービス株式会社 福井店 福井市 開発5-712

5154 集会場、公会堂、展示場 足羽公民館 福井市 足羽２丁目１２－３１

5155 集会場、公会堂、展示場 大安寺公民館 福井市 四十谷町５－２０－１

5156 集会場、公会堂、展示場 鷹巣公民館 福井市 蓑町１４－７

5157 集会場、公会堂、展示場 中央公民館 福井市 手寄1丁目４－１

5158 集会場、公会堂、展示場 中藤島公民館 福井市 高木町６４－１１－４

5159 集会場、公会堂、展示場 殿下公民館 福井市 風尾町１－１３

5160 集会場、公会堂、展示場 東安居公民館 福井市 飯塚町６－１８

5161 集会場、公会堂、展示場 東郷公民館 福井市 東郷二ケ町６－１３－１

5162 集会場、公会堂、展示場 東藤島公民館 福井市 藤島町４８－１－１

5163 集会場、公会堂、展示場 桃源郷 福井市 中央1丁目22-7

5164 集会場、公会堂、展示場 日新公民館 福井市 文京５丁目１－８

5165 集会場、公会堂、展示場 日之出公民館 福井市 四ツ井１丁目７－２４

5166 集会場、公会堂、展示場 美山公民館 福井市 美山町２－１２

5167 集会場、公会堂、展示場 美山公民館芦見分館 福井市 西中町３－９－１

5168 集会場、公会堂、展示場 美山公民館羽生分館 福井市 大宮町１１－８

5169 集会場、公会堂、展示場 美山公民館下宇坂分館 福井市 市波町２５－１１－１

5170 集会場、公会堂、展示場 美山公民館下味見分館 福井市 西河原町１８－３３－１

5171 集会場、公会堂、展示場 美山公民館上宇坂分館 福井市 美山町２－１２

5172 集会場、公会堂、展示場 美山公民館上味見分館 福井市 中手町１０－３－１

5173 集会場、公会堂、展示場 福井県国際交流会館 福井市 宝永3丁目1-1

5174 集会場、公会堂、展示場 福井県産業会館 福井市 下六条町103番地

5175 集会場、公会堂、展示場 福井県生活学習館 福井市 下六条町１４－１

5176 集会場、公会堂、展示場 福井市きらら館 福井市 風巻町20-17

5177 集会場、公会堂、展示場 福井市研修センター 福井市 文京6丁目8-18

5178 集会場、公会堂、展示場 福井市総合ボランティアセンター 福井市 中央１丁目２番１号　ハピリン４階

5179 集会場、公会堂、展示場 福井市木ごころ文化ホール 福井市 美山町２－８

5180 集会場、公会堂、展示場 福井西商工会 福井市 小羽町27-7

5181 集会場、公会堂、展示場 福井南モラロジー事務所 福井市 福井市加茂河原２－１５－１１

5182 集会場、公会堂、展示場 福井問屋センター 会館 福井市 問屋町２丁目１２番地

5183 集会場、公会堂、展示場 文殊公民館 福井市 太田町４－１１－２

5184 集会場、公会堂、展示場 宝永公民館 福井市 松本４丁目８－４

5185 集会場、公会堂、展示場 豊公民館 福井市 みのり３丁目１０６－８

5186 集会場、公会堂、展示場 北陸スウェーデンハウス福井店 福井市 高柳2丁目101番地

5187 集会場、公会堂、展示場 本郷公民館 福井市 荒谷町１９－５５

5188 集会場、公会堂、展示場 麻生津公民館 福井市 浅水三ヶ町１－９３

5189 集会場、公会堂、展示場 湊公民館 福井市 学園１丁目４－８

5190 集会場、公会堂、展示場 明新公民館 福井市 灯明寺町３５－１－１

5191 集会場、公会堂、展示場 木田公民館 福井市 木田１丁目１４０１

5192 集会場、公会堂、展示場 有限会社 エバーホット 福井市 西方2-4-2

5193 集会場、公会堂、展示場 有限会社森木工務店 福井市 大森町71-1-22

5194 集会場、公会堂、展示場 六条公民館 福井市 天王町４３－４

5195 集会場、公会堂、展示場 和田公民館 福井市 御幸４丁目９－２０

5196 集会場、公会堂、展示場 棗公民館 福井市 石橋町４－１４

5197 集会場、公会堂、展示場 鶉公民館 福井市 砂子坂町５－５８

5198 集会場、公会堂、展示場 おお原の里 敦賀市 原 1-12

5199 集会場、公会堂、展示場 きらめきみなと館 敦賀市 桜町1番1号

5200 集会場、公会堂、展示場 げんでんふれあいギャラリー 敦賀市 本町2丁目9-16

5201 集会場、公会堂、展示場 プラザ萬象 敦賀市 東洋町１－１

5202 集会場、公会堂、展示場 愛発公民館 敦賀市 疋田37-1

5203 集会場、公会堂、展示場 粟野公民館 敦賀市 御名53-19

5204 集会場、公会堂、展示場 株式会社　ビイエム・キシモト 敦賀市 津内町3丁目8番37号

5205 集会場、公会堂、展示場 西公民館 敦賀市 三島町2丁目19-8

5206 集会場、公会堂、展示場 石友リフォ－ムサ－ビス　株式会社　敦 敦賀市 木崎19-17-1

5207 集会場、公会堂、展示場 東浦公民館 敦賀市 五幡32-8-1

5208 集会場、公会堂、展示場 東郷公民館 敦賀市 井川33-12

5209 集会場、公会堂、展示場 敦賀駅交流施設オルパーク 敦賀市 鉄輪町1丁目1-19
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5210 集会場、公会堂、展示場 敦賀市　松原公民館 敦賀市 新松島町22番48号

5211 集会場、公会堂、展示場 敦賀市黒河農村ふれあい会館 敦賀市 山４３－４２

5212 集会場、公会堂、展示場 敦賀市三島会館 敦賀市 三島３３－２１－１（三島町３丁目）

5213 集会場、公会堂、展示場 敦賀市生涯学習センター 敦賀市 東洋町１－１

5214 集会場、公会堂、展示場 敦賀市中郷公民館 敦賀市 羽織町36番地の1

5215 集会場、公会堂、展示場 敦賀市南公民館 敦賀市 本町２丁目１番２０号

5216 集会場、公会堂、展示場 敦賀市民文化センター 敦賀市 桜町7-1

5217 集会場、公会堂、展示場 敦賀赤レンガ倉庫 敦賀市 金ヶ崎町４番１号

5218 集会場、公会堂、展示場 北公民館 敦賀市 曙町11番91号

5219 集会場、公会堂、展示場 河松株式会社 小浜市 須縄2-18

5220 集会場、公会堂、展示場 西本まさとし後援会 小浜市 大手町5-3　森ピル三階

5221 集会場、公会堂、展示場 箸のふるさと館 小浜市 小浜市福谷8～1～3

5222 集会場、公会堂、展示場 山の駅　よろっさ 勝山市 北谷町河合26-2-1

5223 集会場、公会堂、展示場 Gallery LOOK 鯖江市 本町1-2-15

5224 集会場、公会堂、展示場 あたらしい道　北陸会館 鯖江市 水落町2丁目27-10

5225 集会場、公会堂、展示場 さばえSDGs推進センター 鯖江市 新横江2丁目3番4号

5226 集会場、公会堂、展示場 モジュール 鯖江市 水落町1-13-18キリンビル

5227 集会場、公会堂、展示場 熊田町ふれあい会館 鯖江市 鯖江市熊田町25-30

5228 集会場、公会堂、展示場 公民館 鯖江市 幸町二丁目2-7

5229 集会場、公会堂、展示場 鯖江市民活動交流センター（さばえＮＰ 鯖江市 長泉寺町1丁目9-20

5230 集会場、公会堂、展示場 漆器のだるま屋 鯖江市 片山町7-8-1

5231 集会場、公会堂、展示場 石友リフォームサービス株式会社　鯖江 鯖江市 下河端町14字10-1

5232 集会場、公会堂、展示場 夢みらい館・さばえ 鯖江市 三六町1丁目4-20

5233 集会場、公会堂、展示場 黒田優美子歌謡教室 あわら市 宮前6-7

5234 集会場、公会堂、展示場 大陽自動車有限会社 あわら市 あわら市中川11-13

5235 集会場、公会堂、展示場 田中温泉区 あわら市 温泉三丁目４０３番地

5236 集会場、公会堂、展示場 （有）吉高石材商店 越前市 妙法寺町592

5237 集会場、公会堂、展示場 Honda Cars 福井北 武生本保店 越前市 本保町24-20-2

5238 集会場、公会堂、展示場 ギャラリー叔羅 越前市 東千福町17-17

5239 集会場、公会堂、展示場 サンドーム福井 越前市 瓜生町5-1-1

5240 集会場、公会堂、展示場 ふくい農業ビジネスセンター 越前市 安養寺町142字27-1

5241 集会場、公会堂、展示場 レンタルルーム想窓 越前市 高瀬1丁目4-32

5242 集会場、公会堂、展示場 越前市いまだて芸術館 越前市 粟田部町11-1-1

5243 集会場、公会堂、展示場 越前市国際交流協会 越前市 府中1-11-2市民プラザたけふ３階

5244 集会場、公会堂、展示場 越前市男女共同参画センター 越前市 府中一丁目１１番２号市民プラザたけふ３階

5245 集会場、公会堂、展示場 越前市文化センター 越前市 高瀬2丁目3-3

5246 集会場、公会堂、展示場 越前打刃物振興施設刃物の里 越前市 池ノ上町48-6-1

5247 集会場、公会堂、展示場 越前箪笥会館 越前市 本町1-19

5248 集会場、公会堂、展示場 王子保公民館 越前市 四郎丸町65-2-1

5249 集会場、公会堂、展示場 岡本公民館 越前市 定友町10-2-2

5250 集会場、公会堂、展示場 花筐公民館 越前市 粟田部町17-20

5251 集会場、公会堂、展示場 株式会社双進　福井工場 越前市 北町55号

5252 集会場、公会堂、展示場 ㈱澤数馬 越前市 余田町33-47

5253 集会場、公会堂、展示場 吉野公民館 越前市 本保町19-6

5254 集会場、公会堂、展示場 国高公民館 越前市 国高2丁目324-13

5255 集会場、公会堂、展示場 坂口公民館 越前市 湯谷町24-18-1

5256 集会場、公会堂、展示場 宗教法人光徳寺 越前市 広瀬町123の2

5257 集会場、公会堂、展示場 神山公民館 越前市 広瀬町102-55-2

5258 集会場、公会堂、展示場 大虫公民館 越前市 丹生郷町13-20-1

5259 集会場、公会堂、展示場 南中山公民館 越前市 西庄境町21-7-1

5260 集会場、公会堂、展示場 白山公民館 越前市 都辺町36-84

5261 集会場、公会堂、展示場 武生西公民館 越前市 中央2丁目5-35

5262 集会場、公会堂、展示場 武生東公民館 越前市 国府2丁目9-12

5263 集会場、公会堂、展示場 武生南公民館 越前市 武生柳町12-27

5264 集会場、公会堂、展示場 武生問屋センター組合会館 越前市 小野谷町１１号１番地の５

5265 集会場、公会堂、展示場 服間公民館 越前市 藤木町12-39-1

5266 集会場、公会堂、展示場 北新庄公民館 越前市 北町54-25

5267 集会場、公会堂、展示場 北町公民館 越前市 北町43-28

5268 集会場、公会堂、展示場 北日野公民館 越前市 矢放町21-11

5269 集会場、公会堂、展示場 味真野公民館 越前市 味真野町7-2-1

5270 集会場、公会堂、展示場 SAKURA株式会社 坂井市 春江町江留上錦204-1　2階

5271 集会場、公会堂、展示場 wizrise 坂井市 坂井町五本5-11

5272 集会場、公会堂、展示場 おんまえプロジェクト 坂井市 三国町北本町4-6-40

5273 集会場、公会堂、展示場 のうねの郷コミュニティセンター 坂井市 丸岡町八ヶ郷24-9

5274 集会場、公会堂、展示場 のうねの郷第二コミュニティセンター 坂井市 丸岡町坪江11-36

5275 集会場、公会堂、展示場 まじわる農縁 坂井市 三国町山王2-4-11
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5276 集会場、公会堂、展示場 磯部コミュニティセンター 坂井市 丸岡町下安田19-15

5277 集会場、公会堂、展示場 一般社団法人アーバンデザインセンター 坂井市 三国町南本町3-6-51

5278 集会場、公会堂、展示場 加戸・公園台コミュニティセンター 坂井市 三国町加戸136-7-7

5279 集会場、公会堂、展示場 株式会社　角谷自動車 坂井市 三国町新保４９－７－１

5280 集会場、公会堂、展示場 株式会社ＲＥＶＩＶＥ 坂井市 春江町江留上錦204-1　1階

5281 集会場、公会堂、展示場 丸岡城のまちコミュニティセンター 坂井市 丸岡町霞町一丁目13-1

5282 集会場、公会堂、展示場 江留上コミュニティセンター 坂井市 春江町江留上大和4-8

5283 集会場、公会堂、展示場 高椋コミュニティセンター 坂井市 丸岡町西里丸岡12-21-1

5284 集会場、公会堂、展示場 高椋西部コミュニティセンター 坂井市 丸岡町舟寄77-15-2

5285 集会場、公会堂、展示場 高椋東部コミュニティセンター 坂井市 丸岡町板倉45-47

5286 集会場、公会堂、展示場 坂井地域交流センター　いねす 坂井市 坂井町蔵垣内34-14-1

5287 集会場、公会堂、展示場 坂井木部コミュニティセンター 坂井市 坂井町高柳117-9

5288 集会場、公会堂、展示場 三国コミュニティセンター 坂井市 三国町神明一丁目4-20

5289 集会場、公会堂、展示場 三国商業振興協同組合 坂井市 三国町北本町3-2-12

5290 集会場、公会堂、展示場 三国東部コミュニティセンター 坂井市 三国町西今市16-35

5291 集会場、公会堂、展示場 三国木部コミュニティセンター 坂井市 三国町楽円30-1

5292 集会場、公会堂、展示場 春江西コミュニティセンター 坂井市 春江町本堂22-15

5293 集会場、公会堂、展示場 春江中コミュニティセンター 坂井市 春江町随応寺17-17

5294 集会場、公会堂、展示場 春江東コミュニティセンター 坂井市 春江町中筋28-1-1

5295 集会場、公会堂、展示場 新保コミュニティセンター 坂井市 三国町新保37-1-23

5296 集会場、公会堂、展示場 泉家（株） 坂井市 丸岡町南横地2-28-9

5297 集会場、公会堂、展示場 村上大理石株式会社 坂井市 春江町針原61-1

5298 集会場、公会堂、展示場 大関コミュニティセンター 坂井市 坂井町東12-5-1

5299 集会場、公会堂、展示場 大石コミュニティセンター 坂井市 春江町上小森6-12

5300 集会場、公会堂、展示場 竹田コミュニティセンター 坂井市 丸岡町山竹田119-3

5301 集会場、公会堂、展示場 東十郷コミュニティセンター 坂井市 坂井町長畑25-11-1

5302 集会場、公会堂、展示場 日の出ふれあい会館 坂井市 春江町江留上47-15-8

5303 集会場、公会堂、展示場 日本棋院坂井支部・囲碁教室 坂井市 丸岡町一本田7-1

5304 集会場、公会堂、展示場 浜四郷コミュニティセンター 坂井市 三国町下野58-16

5305 集会場、公会堂、展示場 福井県よろず支援拠点 坂井市 丸岡町熊堂第3号7番地1-16

5306 集会場、公会堂、展示場 兵庫コミュニティセンター 坂井市 坂井町上兵庫44-25-1

5307 集会場、公会堂、展示場 鳴鹿コミュニティセンター 坂井市 丸岡町上金屋5-10-12

5308 集会場、公会堂、展示場 鳴鹿第二コミュニティセンター 坂井市 丸岡町新鳴鹿一丁目159

5309 集会場、公会堂、展示場 雄島コミュニティセンター 坂井市 三国町宿二丁目3-45

5310 集会場、公会堂、展示場 ドリームビートル 永平寺町 志比堺25-410

5311 集会場、公会堂、展示場 宇宙神教　光明神 永平寺町 竹原41-1

5312 集会場、公会堂、展示場 松岡公民館 永平寺町 松岡神明１丁目１２９

5313 集会場、公会堂、展示場 TRETTIO GRAD 南越前町 今庄115-1-2

5314 集会場、公会堂、展示場 村国モデルハウス soel 南越前町 今庄115-1-2

5315 集会場、公会堂、展示場 一才庵 越前町 小曽原36-12

5316 集会場、公会堂、展示場 越前焼工業協同組合 越前町 小曽原5－33

5317 集会場、公会堂、展示場 越前町織田農村環境改善センター 越前町 織田109-57

5318 集会場、公会堂、展示場 越前岬水仙ランド 越前町 血ケ平27-1-2

5319 集会場、公会堂、展示場 佐々生生活改善センター 越前町 佐々生67-2-3

5320 集会場、公会堂、展示場 南西郷公民館 美浜町 金山14-1

5321 集会場、公会堂、展示場 美浜町小倉会館 美浜町 佐柿44-13

5322 集会場、公会堂、展示場 美浜町文化会館 美浜町 南市９－１３－３

5323 集会場、公会堂、展示場 北西郷公民館 美浜町 笹田15-1

5324 集会場、公会堂、展示場 まちなか交流館　高浜町 高浜町 三明1-19-1

5325 集会場、公会堂、展示場 おおい町 総合町民福祉センター おおい町 本郷136-1-1

5326 集会場、公会堂、展示場 おおい町役場 おおい町 本郷136-1-1

5327 集会場、公会堂、展示場 おおい町役場　名田庄総合事務所 おおい町 名田庄久坂3-41-3

5328 集会場、公会堂、展示場 さきやま会館 おおい町 名田庄三重47-48

5329 集会場、公会堂、展示場 はまかぜ交流センター おおい町 大島90-27

5330 集会場、公会堂、展示場 ふるさと交流センター おおい町 鹿野42-27

5331 集会場、公会堂、展示場 久田の里森林公園 おおい町 名田庄虫鹿野3-5-1

5332 集会場、公会堂、展示場 副ケ裏ふれあいセンター おおい町 本郷第146号10番地1

5333 集会場、公会堂、展示場 里山文化交流センター おおい町 名田庄久坂3-21-1

5334 集会場、公会堂、展示場 株式会社武笠　木造りの家 若狭町 気山290-10

5335 自動車教習所、学習塾等 ＡＩ学習会 福井市 若杉浜１－４１０

5336 自動車教習所、学習塾等 ＡＯＩドライビングスクール福井校 福井市 つくし野１丁目１００１

5337 自動車教習所、学習塾等 Atelier de G-PHOENIX 福井市 若杉3-706-3

5338 自動車教習所、学習塾等 BRUSH 福井市 高木中央１丁目2502-3

5339 自動車教習所、学習塾等 DANCESTUDIO ADVANSTAR 福井市 新保北1丁目303　パワーシティフクイワイプラザA館２F

5340 自動車教習所、学習塾等 DATクリエイティブ 福井市 文京5-19-23

5341 自動車教習所、学習塾等 ECCジュニア　旭小学校前教室 福井市 手寄2丁目2-28
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5342 自動車教習所、学習塾等 ECCジュニア・BS田原町教室 福井市 文京3-1-14 氷川ハイツ

5343 自動車教習所、学習塾等 ECCジュニア高木中央教室 福井市 高木中央2丁目2902

5344 自動車教習所、学習塾等 ＥＣＣジュニア照手ドリーム教室 福井市 照手町４－２３０８

5345 自動車教習所、学習塾等 ECCジュニア長本教室 福井市 長本町103

5346 自動車教習所、学習塾等 ECCベストワン福井南校 福井市 板垣5丁目901　板垣プラザ　！F

5347 自動車教習所、学習塾等 ECCベストワン文京・福大前校 福井市 文京４－１－１　教育センタービル１F

5348 自動車教習所、学習塾等 GONDWANA 福井市 大宮３丁目29-14 コーポF102号

5349 自動車教習所、学習塾等 HaPiFull English 福井市 新保１丁目２１０１－３

5350 自動車教習所、学習塾等 ＨＯＰセンター 福井市 二の宮４－４３－１３

5351 自動車教習所、学習塾等 JNA認定校エムズネイルスクール 福井市 大手２－２－１５HAS２ビル１階

5352 自動車教習所、学習塾等 JUNK FABミュージックスクール 福井市 順化2-17-10

5353 自動車教習所、学習塾等 KOGE塾 福井市 中央1丁目8番21号 伊井ビル5号館 2階

5354 自動車教習所、学習塾等 Ｍ1ビル　Ｍ2ビル 福井市 高木中央2丁目2902

5355 自動車教習所、学習塾等 ＭＯＣＯＮＥ 福井市 長本町４０３

5356 自動車教習所、学習塾等 ＭＰＣエルパプラスセンター 福井市 大和田2丁目418　エルパプラス２Ｆ

5357 自動車教習所、学習塾等 ＭＰＣベルセンター 福井市 花堂南２-１６-１　ショッピングシティベル３Ｆ

5358 自動車教習所、学習塾等 ＭＰＣみゅうじかん 福井市 日之出5丁目16-14

5359 自動車教習所、学習塾等 ＭＰＣ花月センター 福井市 花月４-５-１８

5360 自動車教習所、学習塾等 ＮＥＥＤＬＥ 福井市 中央１丁目１５－８

5361 自動車教習所、学習塾等 Picont F 福井東教室 福井市 西方2‐11‐8

5362 自動車教習所、学習塾等 ＴＡＷＡＲＡ塾 福井市 田原２－１５－２８

5363 自動車教習所、学習塾等 アクアマリン 福井市 和田2-2114

5364 自動車教習所、学習塾等 あけぼの学院 福井市 福井市南四ツ居1丁目1－1

5365 自動車教習所、学習塾等 あさひ英語教室 福井市 木田町29-1

5366 自動車教習所、学習塾等 アップゼミ 福井市 御幸4-10-35

5367 自動車教習所、学習塾等 アップル英語教室 福井市 二の宮1-5-15

5368 自動車教習所、学習塾等 アップル英語教室 福井市 浅水町104-13

5369 自動車教習所、学習塾等 アトリエ　ユー洋裁教室 福井市 四ツ井1-5-12

5370 自動車教習所、学習塾等 アミティー福井校 福井市 手寄1丁目4-1　アオッサ２階

5371 自動車教習所、学習塾等 イトーPWS ベルカルチャーサロン 福井市 花堂南2-16-1 ベル3F

5372 自動車教習所、学習塾等 イプラスジム福井 福井市 経田2丁目1601番1Ａ

5373 自動車教習所、学習塾等 いわもとプリはな 福井市 木田町２７０２

5374 自動車教習所、学習塾等 エールICTアカデミー 福井市 二の宮2丁目27-31

5375 自動車教習所、学習塾等 エスコート松本 福井市 松本4丁目17-23

5376 自動車教習所、学習塾等 オービット外語学院福井教室 福井市 文京2-18-1

5377 自動車教習所、学習塾等 きづき学習塾 福井市 文京4-14-20

5378 自動車教習所、学習塾等 くもん社北教室 福井市 若杉1丁目2917番地

5379 自動車教習所、学習塾等 グレースフィニッシングスクール 福井市 大宮３－２０－８

5380 自動車教習所、学習塾等 こどもステーションまんてん 福井市 経田１丁目205

5381 自動車教習所、学習塾等 こどもステーションまんてん　やしろ校 福井市 加茂緑苑町４１１

5382 自動車教習所、学習塾等 スクールＩＥ　高木中央校 福井市 高木中央３丁目309 1Ｆ

5383 自動車教習所、学習塾等 スクールＩＥ　福井二の宮校 福井市 二ノ宮　4-1-6　七福ビル　1Ｆ

5384 自動車教習所、学習塾等 スクールIE福井四ツ居校 福井市 北四ツ居1丁目32-24

5385 自動車教習所、学習塾等 すてんどぐらす・オリビエ 福井市 照手4-4-2

5386 自動車教習所、学習塾等 スマホ・パソコン教室ウォンツ！福井本 福井市 開発5丁目2105

5387 自動車教習所、学習塾等 にしの音楽教室 福井市 上野本町4-111

5388 自動車教習所、学習塾等 ノース学習館 福井市 福井市高木町５１－１３－１

5389 自動車教習所、学習塾等 のりき楽器 福井市 二の宮４－４３－１３

5390 自動車教習所、学習塾等 パソコン教室　スピリッツ・スマイル 福井市 板垣３丁目1619　Ｍビル　2Ｆ

5391 自動車教習所、学習塾等 ハローインターナショナル 福井市 大願寺1-8-23-2

5392 自動車教習所、学習塾等 ハロー英数学院 福井市 松本1－57－5

5393 自動車教習所、学習塾等 ピアノ教室　松永幸恵 福井市 福井市春日2-5-27

5394 自動車教習所、学習塾等 ファミール進学館 福井市 二の宮4ｰ32ｰ22

5395 自動車教習所、学習塾等 フェニックス・ハート・アカデミア株式 福井市 大手2丁目4-24福井大手ビル9F

5396 自動車教習所、学習塾等 プラーナハーブ企画、プラーナハーブス 福井市 比志口1丁目5－1

5397 自動車教習所、学習塾等 フランス語教室フルール 福井市 照手1-10-31　ロベリアコーポラス１F

5398 自動車教習所、学習塾等 ぽろろん音楽教室 福井市 西学園3-506

5399 自動車教習所、学習塾等 まなびサイトアルププラザベル店 福井市 福井市花堂南2-16-1　アルプラザベル2F

5400 自動車教習所、学習塾等 まなび舎 福井市 福井市大町１丁目512-2

5401 自動車教習所、学習塾等 まりぴあの 福井市 新田塚２丁目３－９

5402 自動車教習所、学習塾等 ミズマゼミナール 福井市 文京7－4－23

5403 自動車教習所、学習塾等 ミッシェル音楽教室 福井市 春山 ２丁目１３－１

5404 自動車教習所、学習塾等 みつやまピアノ教室 福井市 宝永3-2-1

5405 自動車教習所、学習塾等 ミュージックパートナーズクラブ福井 福井市 日之出5丁目16-21

5406 自動車教習所、学習塾等 みらぼく　ｶﾙﾁｬｰﾌﾘｰﾌｸｰﾙ 福井市 宝永3-31-13

5407 自動車教習所、学習塾等 ロイド進学教室 福井市 新田塚2-120-9
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5408 自動車教習所、学習塾等 伊藤ピアノ教室 福井市 光陽1丁目25-14

5409 自動車教習所、学習塾等 叡智塾 福井市 江端町３２－２０

5410 自動車教習所、学習塾等 英語学校リトルステップス 福井市 城東2丁目15-24

5411 自動車教習所、学習塾等 英心塾 福井市 福井市大宮４丁目１４－１８

5412 自動車教習所、学習塾等 音楽スタジオ「ボーカルめいと」 福井市 開発3-3104

5413 自動車教習所、学習塾等 柿木書道教室 福井市 荒木別所町７－２４１

5414 自動車教習所、学習塾等 学び舎Explorer 福井市 渕３丁目４０１番地　やまや会館２階南室

5415 自動車教習所、学習塾等 学研えんざん教室 福井市 福井市北四ツ居３－１３－２９

5416 自動車教習所、学習塾等 学研きょうでんUP教室 福井市 経田2-703-5

5417 自動車教習所、学習塾等 学研二の宮みらい教室 福井市 二の宮4丁目30-21  エスポアール二の宮101

5418 自動車教習所、学習塾等 学研明新スマイル教室 福井市 新田塚１丁目83-6

5419 自動車教習所、学習塾等 学校法人　あおい学園　本部 福井市 二の宮4-44-1　4F

5420 自動車教習所、学習塾等 学習塾EMC 福井市 みのり２丁目２-23

5421 自動車教習所、学習塾等 学習塾スタディハウス 福井市 八ツ島町31-508

5422 自動車教習所、学習塾等 株式会社Achieve 福井市 幾久町7-21竹沢ビル101

5423 自動車教習所、学習塾等 株式会社GRACEアカデミー外語学院 福井市 福井市文京2-13-5

5424 自動車教習所、学習塾等 株式会社KATEKYO北陸 福井事務局　福 福井市 宝永4-19-6

5425 自動車教習所、学習塾等 株式会社浅田クッキングスクール 福井市 町屋1丁目5-31

5426 自動車教習所、学習塾等 株式会社鳥山楽器　トリヤマ音楽教室 福井市 福井市米松1丁目14-17

5427 自動車教習所、学習塾等 個人事業主 福井市 下馬2－403

5428 自動車教習所、学習塾等 個別ゼミLEAF 福井森田校 福井市 栄町17-11

5429 自動車教習所、学習塾等 個別ゼミLEAF 福井本部校 福井市 渕4丁目205番地

5430 自動車教習所、学習塾等 個別指導　スクールＩＥ　福井花堂校 福井市 花堂南２丁目３－３ ２Ｆ・３Ｆ ＭＯビル

5431 自動車教習所、学習塾等 個別指導Axis二の宮校 福井市 二の宮2-27-3

5432 自動車教習所、学習塾等 個別指導Wam種池校 福井市 種池2丁目607

5433 自動車教習所、学習塾等 個別指導塾サクラサクセス　ベル江端教 福井市 江端町22-35　ドミールT&K103号

5434 自動車教習所、学習塾等 公文高柳書写教室 福井市 福井市高柳３丁目４６０３－１

5435 自動車教習所、学習塾等 公文式　松本教室 福井市 松本2-1-3

5436 自動車教習所、学習塾等 公文式 日新教室 福井市 文京6丁目19-1

5437 自動車教習所、学習塾等 公文式グリーンハイツ教室・志津が丘教 福井市 福井市志津が丘２－１８３

5438 自動車教習所、学習塾等 公文式つきみ教室 福井市 花堂北2丁目１２－３１

5439 自動車教習所、学習塾等 公文式円山教室 福井市 北四ツ居3-15-55

5440 自動車教習所、学習塾等 公文式花月教室 福井市 花月4-10-1

5441 自動車教習所、学習塾等 公文式開発教室 福井市 開発2-710　開発野阪ビル

5442 自動車教習所、学習塾等 公文式幾久町教室 福井市 幾久町9-9

5443 自動車教習所、学習塾等 公文式古市教室 福井市 八重巻東町11-10

5444 自動車教習所、学習塾等 公文式高木教室 福井市 高木町５５－１９－１

5445 自動車教習所、学習塾等 公文式志津が丘教室 福井市 志津が丘2－183

5446 自動車教習所、学習塾等 公文式寺前教室　 福井市 福井県福井市高木町64-22-4

5447 自動車教習所、学習塾等 公文式成和教室 福井市 和田2-2106-2

5448 自動車教習所、学習塾等 公文式福井駅東教室 福井市 福井市御幸2-14-26-1

5449 自動車教習所、学習塾等 公文式宝永教室 福井市 宝永4-15-26

5450 自動車教習所、学習塾等 公文式明新教室 福井市 福井市灯明寺２丁目７０３　拓信ビル２階

5451 自動車教習所、学習塾等 高志進学塾 福井市 城東1-1-20

5452 自動車教習所、学習塾等 今西数英教室 福井市 日之出５ー８ー１９

5453 自動車教習所、学習塾等 佐々木ピアノ・エレクトーン教室 福井市 生野町3-3

5454 自動車教習所、学習塾等 笹本音楽教室 福井市 二の宮三丁目27番6号

5455 自動車教習所、学習塾等 三上まゆみ音楽教室 福井市 福井市清水山町9–30

5456 自動車教習所、学習塾等 山田教室 福井市 西木田3-16-18

5457 自動車教習所、学習塾等 山内数学道場 福井市 上野町1-54

5458 自動車教習所、学習塾等 山﨑英数教室 福井市 下江守町 13-11-1

5459 自動車教習所、学習塾等 市波音楽教室 福井市 足羽1丁目24-6

5460 自動車教習所、学習塾等 自由学館 福井市 和田2丁目１８０５

5461 自動車教習所、学習塾等 自由学館　こころルーム自由 福井市 和田2丁目１８０５

5462 自動車教習所、学習塾等 若越教育振興会　事務局 福井市 文京２丁目７－１８

5463 自動車教習所、学習塾等 書道　芳川塾 福井市 宝永3丁目8-7

5464 自動車教習所、学習塾等 書道教室 福井市 二の宮

5465 自動車教習所、学習塾等 少人数制個別指導塾Smile（privateス 福井市 西開発1-1801-2

5466 自動車教習所、学習塾等 松宮ダンススタジオ 福井市 御幸4丁目21－12　松田ビル2階

5467 自動車教習所、学習塾等 進学塾ダーウィン・ダーウィン個別指導 福井市 新田塚1丁目70-1　AOI興産ビル1階

5468 自動車教習所、学習塾等 杉朋社　吉川青蘇書道教室 福井市 中野1-905-9

5469 自動車教習所、学習塾等 清水ピアノ教室 福井市 新田塚2-29-3

5470 自動車教習所、学習塾等 青木書道教室 福井市 つくし野３－３１２

5471 自動車教習所、学習塾等 川本ユキミュージックスクール 福井市 江端町4-103

5472 自動車教習所、学習塾等 大学受験予備校シャトル・個別指導シャ 福井市 花堂南１－３－12

5473 自動車教習所、学習塾等 竹沢音楽教室 福井市 御幸2-4-17
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5474 自動車教習所、学習塾等 中文工房フォルモサ 福井市 狐橋1丁目107番地2

5475 自動車教習所、学習塾等 東部センター 福井市 成和１－３２１０　東部プラザ２Ｆ

5476 自動車教習所、学習塾等 東風書院 福井市 二の宮4-41-12

5477 自動車教習所、学習塾等 徳永ピアノ教室 福井市 福井市運動公園2-913

5478 自動車教習所、学習塾等 白﨑社会保険労務士事務所 福井市 中央１丁目１７－４

5479 自動車教習所、学習塾等 福井育英センター福井本部校 福井市 福井市文京2-1-26

5480 自動車教習所、学習塾等 福井自動車学校 福井市 上北野1丁目23-15

5481 自動車教習所、学習塾等 北進ゼミ西尾塾 福井市 若杉町11-13

5482 自動車教習所、学習塾等 北陸自動車学校 福井市 大土呂町１７－３８

5483 自動車教習所、学習塾等 明光義塾　花堂教室 福井市 花堂中2丁目27番地1号　T・Kビル１F

5484 自動車教習所、学習塾等 明光義塾　経田教室 福井市 経田1丁目106　2F

5485 自動車教習所、学習塾等 明光義塾フェニックス教室 福井市 松本４丁目１１－９

5486 自動車教習所、学習塾等 有限会社　越前イングリッシュセンター 福井市 順化１ー２４－４２　近藤ビル２階

5487 自動車教習所、学習塾等 有限会社チームつづろ 福井市 福井市高木中央３－１４０９プレミール２０１

5488 自動車教習所、学習塾等 和アート教室 福井市 福井県福井市大宮2-5-26

5489 自動車教習所、学習塾等 和布己工房 福井市 大宮２－５－２６

5490 自動車教習所、学習塾等 渕町センター 福井市 渕２－９１４　パティオ２Ｆ

5491 自動車教習所、学習塾等 莉の花ピアノ教室 福井市 宝永1丁目３７－２５

5492 自動車教習所、学習塾等 ＡＯＩドライビングスクール敦賀校 敦賀市 金山２８－１

5493 自動車教習所、学習塾等 CIRCLE ENGLISH ACADEMY 敦賀市 松島130-253-2(櫛川)

5494 自動車教習所、学習塾等 KUMON教室　ちゅうおう教室 敦賀市 木崎13-7-1

5495 自動車教習所、学習塾等 アキリトミックとピアノ教室 敦賀市 櫛川93-2205-4

5496 自動車教習所、学習塾等 アキリトミックとピアノ教室　公文名教 敦賀市 公文名24-7-33

5497 自動車教習所、学習塾等 イングリッシュインジャパン 敦賀市 櫛林13-3-15

5498 自動車教習所、学習塾等 オリエント商会 敦賀市 本町1丁目8-23

5499 自動車教習所、学習塾等 オリエント商会 敦賀市 本町1丁目10-14

5500 自動車教習所、学習塾等 かとうピアノ教室 敦賀市 敦賀市昭和町2-7-18

5501 自動車教習所、学習塾等 キッズイングリッシュクラブ 敦賀市 木崎大円3-5

5502 自動車教習所、学習塾等 ハウスサービス 敦賀市 長沢28-4-4

5503 自動車教習所、学習塾等 はっけんすく～る　うえの 敦賀市 平和町12-14

5504 自動車教習所、学習塾等 ピアノスタジオM 敦賀市 国広町224（（舞崎町2丁目）

5505 自動車教習所、学習塾等 ぴあの教室 敦賀市 山泉14-5-23

5506 自動車教習所、学習塾等 まなびやOCT 敦賀市 若葉町3丁目１３０７－１

5507 自動車教習所、学習塾等 もの作りカフェ　hari hari works 敦賀市 桜町４-１４　UKビル２F-2

5508 自動車教習所、学習塾等 英研ゼミナール　敦賀金山分室 敦賀市 金山５２－９

5509 自動車教習所、学習塾等 河村学園 敦賀市 松原町27-7

5510 自動車教習所、学習塾等 角野MOEGI会ピアノ教室 敦賀市 野坂43-1-28(沢)

5511 自動車教習所、学習塾等 学習塾ThinQ 敦賀市 野坂69-25-1

5512 自動車教習所、学習塾等 学習塾時習館 敦賀市 本町１丁目12－13得々うどん２Ｆ

5513 自動車教習所、学習塾等 株式会社 創楽堂 敦賀支店 敦賀市 鋳物師町3-7

5514 自動車教習所、学習塾等 公文式松島教室 敦賀市 松島町2丁目8番35号　新水戸マンション204号室

5515 自動車教習所、学習塾等 三田村塾（週五塾） 敦賀市 木崎39-24-4

5516 自動車教習所、学習塾等 山内工房 敦賀市 道口23-44-1(岡山町2丁目)

5517 自動車教習所、学習塾等 中川ピアノ教室 敦賀市 中央町1-12-1

5518 自動車教習所、学習塾等 敦賀自動車学校 敦賀市 木崎54-23

5519 自動車教習所、学習塾等 白鳥優子ピアノ歌謡教室 敦賀市 清水町1-16-20

5520 自動車教習所、学習塾等 明光義塾　敦賀教室 敦賀市 新松島町3-10

5521 自動車教習所、学習塾等 JET進学教室 小浜市 小浜市竜田７４

5522 自動車教習所、学習塾等 WDA（若狭小浜ドローン協会） 小浜市 大手町8番1号

5523 自動車教習所、学習塾等 パン・お菓子教室「ふぁりーぬ　みち 小浜市 小浜市水取１－４－３

5524 自動車教習所、学習塾等 学研　おばま教室 小浜市 駅前町9-12

5525 自動車教習所、学習塾等 株式会社創楽堂 小浜市 大手町９－１３

5526 自動車教習所、学習塾等 公文式　小浜住吉教室 小浜市 小浜住吉28　吉田ビル２階

5527 自動車教習所、学習塾等 公文式今富教室 小浜市 和久里15-15-4

5528 自動車教習所、学習塾等 向新ゼミ 小浜市 駅前町14-27

5529 自動車教習所、学習塾等 小浜自動車学校 小浜市 府中14-23

5530 自動車教習所、学習塾等 明光義塾　小浜教室 小浜市 小浜市南川町19番16号　SDビル　2F 

5531 自動車教習所、学習塾等 （株）芦原楽器 大野市 月美町３－６

5532 自動車教習所、学習塾等 チョークアート工房もりのこりす 大野市 陽明町三丁目４０５

5533 自動車教習所、学習塾等 学伸進学教室 大野市 陽明町４丁目８０６

5534 自動車教習所、学習塾等 公文式春日教室 大野市 春日3丁目21-27

5535 自動車教習所、学習塾等 公文式大野元町教室 大野市 元町２－１６

5536 自動車教習所、学習塾等 三浦英語塾 大野市 新庄6-38

5537 自動車教習所、学習塾等 七宝工房　宙 大野市 柿ケ嶋28-20-1

5538 自動車教習所、学習塾等 大野自動車学校 大野市 南新在家１１－１

5539 自動車教習所、学習塾等 AOIドライビングスクール勝山校 勝山市 上高島10-1-1
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5540 自動車教習所、学習塾等 Enhance 勝山市 北郷町東野39-19-1

5541 自動車教習所、学習塾等 ＭＰＣ勝山センター 勝山市 勝山市元町１-７-２１　ふちがみＷＡＶＥビル３Ｆ

5542 自動車教習所、学習塾等 UTC農業指定　福井教習所・福井整備事 勝山市 元町3丁目２－２１

5543 自動車教習所、学習塾等 公文式勝山元町教室 勝山市 元町1-11-5

5544 自動車教習所、学習塾等 トータルゼミナール 勝山市 勝山市昭和町１丁目６－９１

5545 自動車教習所、学習塾等 もりかわ教室 勝山市 北郷町森川14-10

5546 自動車教習所、学習塾等 合同会社ドローンワーク　UTC農業認定 勝山市 元町3丁目２－２１

5547 自動車教習所、学習塾等 松本ピアノ教室・ECC元町教室 勝山市 元町3丁目9-16

5548 自動車教習所、学習塾等 石塚ピアノ&エレクトーン教室 勝山市 昭和町３丁目2-58-8

5549 自動車教習所、学習塾等 只川書道教室 勝山市 郡町2-10-23

5550 自動車教習所、学習塾等 ECCジュニア河和田教室 鯖江市 片山町8-19

5551 自動車教習所、学習塾等 ECCジュニア鯖江東教室 鯖江市 定次町14-7-3

5552 自動車教習所、学習塾等 ＥＣＣジュニア豊教室 鯖江市 和田町14-6-1

5553 自動車教習所、学習塾等 ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー鯖江教 鯖江市 有定町3丁目３－１９

5554 自動車教習所、学習塾等 ＭＰＣ鯖江センター 鯖江市 柳町１-１０-１２　第３窪田ビル３Ｆ

5555 自動車教習所、学習塾等 ＭＰＣ神明センター 鯖江市 三六町２-５-３６　小林ビル３Ｆ

5556 自動車教習所、学習塾等 Roots音楽教室 鯖江市 新横江1丁目2-9

5557 自動車教習所、学習塾等 Voiceコンサルタント 鯖江市 桜町２丁目1-29

5558 自動車教習所、学習塾等 スクールＩＥ鯖江神明校 鯖江市 水落町３丁目８－２６

5559 自動車教習所、学習塾等 スタジオユウ 鯖江市 鯖江市下新庄町51-55-3

5560 自動車教習所、学習塾等 パソコンコミュニティ花*はな 鯖江市 落井町36-28-1

5561 自動車教習所、学習塾等 まなべ教室 鯖江市 小黒町１丁目３－７－１

5562 自動車教習所、学習塾等 みか先生の音楽教室 鯖江市 丸山町4丁目2-14

5563 自動車教習所、学習塾等 学研しんとく教室 鯖江市 長泉寺町2丁目5―27

5564 自動車教習所、学習塾等 学研しんめい教室 鯖江市 水落町4丁目3-14-1

5565 自動車教習所、学習塾等 株式会社　NALER 鯖江市 下野田町28-43-3

5566 自動車教習所、学習塾等 岸本ピアノ・エレクトーン教室 鯖江市 定次町９－４２

5567 自動車教習所、学習塾等 個別指導Axis鯖江駅前校 鯖江市 日の出町４－１

5568 自動車教習所、学習塾等 個別指導塾 こべつまる 鯖江市 五郎丸町102-1  堀ビル ３Ｂ

5569 自動車教習所、学習塾等 公文式　神中教室 鯖江市 神中町3－3－12

5570 自動車教習所、学習塾等 公文式鯖江旭町教室 鯖江市 旭町2丁目１－１９

5571 自動車教習所、学習塾等 公文式新横江教室 鯖江市 福井県鯖江市新横江２丁目１－２５　才一屋２階

5572 自動車教習所、学習塾等 佐島ピアノ教室 鯖江市 田村町7-8-20

5573 自動車教習所、学習塾等 山田ピアノ教室 鯖江市 新横江1-2-1

5574 自動車教習所、学習塾等 酒井数学教室 鯖江市 橋立町4-68

5575 自動車教習所、学習塾等 神明塾 鯖江市 神明町1-4-5

5576 自動車教習所、学習塾等 早稲田育英ゼミナール　鯖江教室 鯖江市 横江町１－７－２６

5577 自動車教習所、学習塾等 大森良夫　音楽教室 鯖江市 住吉町２丁目７－６

5578 自動車教習所、学習塾等 辻岡流 鯖江市 桜町２丁目1-29

5579 自動車教習所、学習塾等 藤田ピアノ・エレクトーン教室 鯖江市 鯖江市小黒町3丁目9-20-5

5580 自動車教習所、学習塾等 平井下教室 鯖江市 平井町16-5-11

5581 自動車教習所、学習塾等 有限会社ユー・エフ・オー・アカデミー 鯖江市 中野町34-12-1

5582 自動車教習所、学習塾等 ベースランニング あわら市 大溝１の５の２３

5583 自動車教習所、学習塾等 マリコレッスンピアノ教室 あわら市 あわら市椚25-12

5584 自動車教習所、学習塾等 栄晃学院 あわら市 市姫1-8-20

5585 自動車教習所、学習塾等 英語・英会話教室　Carin あわら市 温泉5-1216

5586 自動車教習所、学習塾等 個別指導シャトル進学塾　あわら教室 あわら市 春宮３‐７‐６ハヤシテクノスビル１F

5587 自動車教習所、学習塾等 公文式いちひめ教室 あわら市 市姫2丁目16-25

5588 自動車教習所、学習塾等 寿学園 あわら市 舟津４７－１

5589 自動車教習所、学習塾等 寿学園　芦原教室 あわら市 舟津４７－１

5590 自動車教習所、学習塾等 福井県立芦原青年の家 あわら市 北潟153－227

5591 自動車教習所、学習塾等 ECCジュニア国高教室 越前市 長土呂町４－１－１９

5592 自動車教習所、学習塾等 EQWELチャイルドアカデミー武生教室 越前市 国府２－１－３

5593 自動車教習所、学習塾等 FISK外語学院 越前市 中央2-3-7

5594 自動車教習所、学習塾等 kumon今立花筐教室 越前市 粟田部町27-42

5595 自動車教習所、学習塾等 NOAパソコンスクール 越前市 芝原4丁目5-2

5596 自動車教習所、学習塾等 PCN武生 越前市 高瀬2-5-15

5597 自動車教習所、学習塾等 Restart 越前市 家久町

5598 自動車教習所、学習塾等 ＵＮＯ塾 越前市 押田2丁目9-8

5599 自動車教習所、学習塾等 オーナメントA 越前市 平出1-9-22

5600 自動車教習所、学習塾等 ステンドグラス宝珠工房てんぽぅ 越前市 高瀬1ｰ26ｰ3

5601 自動車教習所、学習塾等 にじいろそろばん教室 越前市 矢放町21-5-12

5602 自動車教習所、学習塾等 ベネッセの英語教室　BE studio 越前市 府中２丁目３－２

5603 自動車教習所、学習塾等 リンガフランカ 越前市 四郎丸町39-11-1

5604 自動車教習所、学習塾等 宇野習字教室 越前市 五分市町14-22

5605 自動車教習所、学習塾等 学研いまだて教室 越前市 粟田部町47-23 
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5606 自動車教習所、学習塾等 学研ぽぷら教室 越前市 押田1-2-1

5607 自動車教習所、学習塾等 学校法人　福井県自動車学園　武生自動 越前市 八幡２丁目99-44

5608 自動車教習所、学習塾等 株式会社KATEKYO北陸 武生事務局　武 越前市 府中1丁目6-20

5609 自動車教習所、学習塾等 橋本英数塾 越前市 萱谷町1-1-9

5610 自動車教習所、学習塾等 公文式武生押田教室 越前市 押田二丁目9-1

5611 自動車教習所、学習塾等 公文式武生吉野教室 越前市 越前市芝原５丁目４－１６オノダニビル２F

5612 自動車教習所、学習塾等 公文式武生国高教室 越前市 国高2丁目３１７－４

5613 自動車教習所、学習塾等 山崎塾 越前市 不老町2-4

5614 自動車教習所、学習塾等 大柳ピアノ教室 越前市 府中2-3-2

5615 自動車教習所、学習塾等 中野ピアノ教室 越前市 国高二丁目44-2-27

5616 自動車教習所、学習塾等 田中音楽教室 越前市 福井県越前市四郎丸町55-1-15

5617 自動車教習所、学習塾等 武生珠算学園 越前市 深草1丁目1-10

5618 自動車教習所、学習塾等 福井育英センター武生校 越前市 越前市府中1-14-28

5619 自動車教習所、学習塾等 明光義塾　武生教室 越前市 吾妻町3-20

5620 自動車教習所、学習塾等 木の暮らし 越前市 瓜生町2－5

5621 自動車教習所、学習塾等 ＥＣＣジュニア　岩田教室 坂井市 丸岡町山崎三ケ３１－１

5622 自動車教習所、学習塾等 ECCジュニア針原教室 坂井市 春江町針原15-35-5

5623 自動車教習所、学習塾等 ＭＰＣアミセンター 坂井市 坂井市春江町随応寺１６-１１　アルプラザアミ２Ｆ

5624 自動車教習所、学習塾等 ＭＰＣ三国センター 坂井市 坂井市三国町山王５-４６-２

5625 自動車教習所、学習塾等 SPYGLASS ENGLISH 坂井市 春江町高江28-19-1

5626 自動車教習所、学習塾等 yms音楽教室 坂井市 三国町陣ケ岡9－3－18

5627 自動車教習所、学習塾等 オービット外語学院三国教室 坂井市 三国町滝谷1-16-1

5628 自動車教習所、学習塾等 サカイドライビングスクール 坂井市 坂井町上兵庫40-1

5629 自動車教習所、学習塾等 さくらそろばん 坂井市 春江町境17-7

5630 自動車教習所、学習塾等 スクールIE春江校 坂井市 春江町江留上新町39-2

5631 自動車教習所、学習塾等 ソニア学習塾 坂井市 坂井町長畑11-1  テシマビル2階

5632 自動車教習所、学習塾等 ピアノ＆エレクトーン教室otomoe 坂井市 丸岡町南横地10-43-3

5633 自動車教習所、学習塾等 メイプルキッズ丸岡 坂井市 丸岡町西里丸岡2-20-9

5634 自動車教習所、学習塾等 芦原ピアノ教室 坂井市 丸岡町松川町24番地

5635 自動車教習所、学習塾等 英語 国語 数感教室　ATSI春江つくし野 坂井市 春江町江留上錦4

5636 自動車教習所、学習塾等 株式会社のりき楽器　春江センター 坂井市 春江町江留下高道１５１　ハロータウン

5637 自動車教習所、学習塾等 丸岡センター 坂井市 丸岡町一本田中２９－５－１　プラザクシヤ２Ｆ

5638 自動車教習所、学習塾等 渓扇書道教室 坂井市 丸岡町谷町２－２

5639 自動車教習所、学習塾等 個別志導塾Ｑ 坂井市 丸岡町西瓜屋2-18-1

5640 自動車教習所、学習塾等 公文式さかいまち教室 坂井市 坂井町長畑１１－１　テシマビル１F

5641 自動車教習所、学習塾等 公文式横地教室 坂井市 丸岡町北横地5-39-1

5642 自動車教習所、学習塾等 公文式三国北本町教室 坂井市 三国町北本町３－２－１２

5643 自動車教習所、学習塾等 公文書写運動公園教室 坂井市 三国町運動公園２－１－７

5644 自動車教習所、学習塾等 小川ふみこ音楽教室 坂井市 丸岡町植えた町2-10

5645 自動車教習所、学習塾等 奏音音楽教室 坂井市 丸岡町猪爪4-205

5646 自動車教習所、学習塾等 筑後着付教室 坂井市 丸岡町西瓜屋2-3-3

5647 自動車教習所、学習塾等 トータルゼミナール 永平寺町 吉田郡松岡春日１－１２－１

5648 自動車教習所、学習塾等 学習館SUNRISE 永平寺町 けやき台521

5649 自動車教習所、学習塾等 公文式　上志比教室 永平寺町 石上１－２５

5650 自動車教習所、学習塾等 公文式松岡教室 永平寺町 松岡春日２丁目２３

5651 自動車教習所、学習塾等 公文式東古市教室 永平寺町 東古市13-28

5652 自動車教習所、学習塾等 ECCジュニア桜町教室 南越前町 上野10-4-13

5653 自動車教習所、学習塾等 TERA＋KOYA 南越前町 西大道10-8 妙泰寺内

5654 自動車教習所、学習塾等 カラオケ静歌 南越前町 今庄１１５－１１－１

5655 自動車教習所、学習塾等 ピアノ教室 南越前町 東大道33-15

5656 自動車教習所、学習塾等 学研なんじょう教室 南越前町 東大道31-11-1

5657 自動車教習所、学習塾等 ミュージックスクールTAKEBE 越前町 大王丸14-16-1

5658 自動車教習所、学習塾等 公文式　朝日教室 越前町 丹生郡越前町気比庄５０－１－３

5659 自動車教習所、学習塾等 洗心窯 越前町 江波66-31

5660 自動車教習所、学習塾等 朝日学習教室 越前町 西田中14-16-1

5661 自動車教習所、学習塾等 田中書道塾 越前町 豊町6-16

5662 自動車教習所、学習塾等 英研ゼミナール　美浜教室 美浜町 興道寺８－３６－２

5663 自動車教習所、学習塾等 こども英会話教室ChoCco 高浜町 鐘寄18-9-3

5664 自動車教習所、学習塾等 公文式高浜教室 高浜町 三明1-7

5665 自動車教習所、学習塾等 仲野習字教室 高浜町 高浜町和田１１２－１７

5666 自動車教習所、学習塾等 脳力開発laboサトリ 高浜町 高浜町若宮4-35-2

5667 自動車教習所、学習塾等 アルクKiddy CAT英語教室大飯校 おおい町 石山19-1-2

5668 自動車教習所、学習塾等 学研　おおい教室 おおい町 尾内34-5

5669 自動車教習所、学習塾等 ECCジュニア　上中教室 若狭町 若狭町堤68-33

5670 自動車教習所、学習塾等 小堀英語教室 若狭町 鳥浜49-4

5671 その他  保険のたけうち株式会社 福井市 下馬3丁目1302 three8 2F
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5672 その他 （(株)フィールド 福井市 上北野1丁目６－１４

5673 その他 (仮称)大手町複合施設新築工事 福井市 大手3丁目

5674 その他 （株）39.net 福井市 問屋町１丁目34

5675 その他 （株）AGUMIIRO 福井市 三郎丸4丁目203

5676 その他 (株)O．H．C 福井市 江端町13－43

5677 その他 (株)アイル保険センター 福井市 松本４－６－１５

5678 その他 （株）アオキ技術コンサルタント 福井市 寮町43-2

5679 その他 (株)アトリエ野村 福井市 新田塚2-114-14

5680 その他 (株)アルハート 福井市 和田東2丁目１５０８番

5681 その他 （株）エコ環境プロジェクト 福井市 高木中央1-3104-1

5682 その他 (株)ディコミュニケーションズ 福井市 坂井市三国町三国東6-5-5

5683 その他 (株)パケットデズ 福井市 大和田2-202opm305

5684 その他 （株）ホクシン 福井市 経田1－104番地

5685 その他 (株)ライフガード 福井市 灯明寺町2-51

5686 その他 （株）栄和土地 福井市 清水町1丁目23-6

5687 その他 （株）活衛工務店 福井市 花堂東2丁目1014

5688 その他 （株）苅安商店 福井市 城東4丁目　17-15

5689 その他 (株)宮腰 福井市 東森田1丁目2508

5690 その他 （株）荒川工業所 福井市 城東4-19-2

5691 その他 （株）佐々木電業社 福井市 文京4丁目25番21号

5692 その他 (株)寺本トーヨー住器 福井市 石盛町905

5693 その他 （株）昌建築板金 福井市 宝永1-11-18

5694 その他 (株)仁力オペレーション 福井市 福井市

5695 その他 （株）前田土木建設 福井市 江守の里2-1401

5696 その他 (株)村田商店 福井市 問屋町２丁目８番地

5697 その他 (株)太陽ツーリスト 福井市 問屋町４－１０６　SKYビル

5698 その他 （株）大橋自動車 福井市 福井市高木中央2-706

5699 その他 （株）島田会計管理センター 福井市 松本４丁目１６－３３

5700 その他 (株)東谷自動車商会 福井市 文京2-6-29

5701 その他 (株)宝来社福井 福井市 西開発3丁目719

5702 その他 （株）牧伊 福井市 福井市天池町34-18

5703 その他 （株式会社）　米澤物産 福井市 八重巻中町　1-13

5704 その他 （公財）福井市観光協会 福井市 中央1-2-1　ハピリン3F

5705 その他 （公社）福井県不動産鑑定士協会 福井市 中央１－３－１　加藤ビル２F

5706 その他 （弁）井筒ともこ法律事務所 福井市 福井市宝永3-34-24　大澤第2ビル1階

5707 その他 (有)　ノムラモータース 福井市 上中町16-41-2

5708 その他 （有）　美山組 福井市 米松1丁目13-8

5709 その他 (有)アイ・マネジメント・コンサルティ 福井市 御幸3-15-7

5710 その他 (有)サンエイ 福井市 照手1-11-19

5711 その他 (有)シンクタンク 福井市 光陽3-14-5

5712 その他 (有）ダイキョウコーポレーション 福井市 豊岡1丁目4-16

5713 その他 (有)タイコー 福井市 問屋町1丁目116

5714 その他 (有)ハウビングショップタグチ 福井市 加茂緑苑町615

5715 その他 (有)ファステック 福井市 上森田2-311

5716 その他 （有）ミサキ 福井市 石盛町420

5717 その他 （有）ムカイデザイン 福井市 開発３丁目２５１２

5718 その他 (有)ロイヤルサポート２１ 福井市 灯明寺３丁目２１１７

5719 その他 (有)ローズファッション 福井市 灯明寺3丁目2118番地

5720 その他 （有）阿部産業 福井市 福井市帆谷町28-2-171

5721 その他 (有)奥義肢製作所 福井市 福井市二の宮2丁目１－１１

5722 その他 (有)岡山鉄工所 福井市 高木中央2-3310-1

5723 その他 (有)環境理研 福井市 学園2-1-23

5724 その他 (有)丸永商事　洗車センター 福井市 花堂中1-8-5

5725 その他 （有）宮下撚糸 福井市 福島町9-15

5726 その他 (有)軽貨物一 福井市 城東４丁目２４－６

5727 その他 (有)穴田建設 福井市 灯明寺3丁目1007番地

5728 その他 (有)山岸写真館 福井市 文京４－１１－２０

5729 その他 (有)山田ボデーオート 福井市 高木中央2丁目3907-1

5730 その他 (有)小金屋食品 福井市 西開発3-702

5731 その他 (有)上田チップ工業 福井市 河合寄安町２０９番地

5732 その他 (有)大西測量設計事務所 福井市 上莇生田町12-30

5733 その他 (有)中町鉄工所 福井市 灯明寺3丁目108

5734 その他 （有）津田保険サービス 福井市 町屋２－７－２８

5735 その他 (有)藤井編織 福井市 大土呂町19-15

5736 その他 （有）藤川工業 福井市 浅水二日町145字20

5737 その他 （有）福井中部出版 福井市 足羽4-1-12
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5738 その他 （有）福井薬局 福井市 高柳３－１６０６

5739 その他 .nagomi 福井市 下馬3-2311

5740 その他 [emes]design 福井市 栄町15-1-4

5741 その他 【株式会社Rire 】肌質改善専門店 福井市 松城町1-38

5742 その他 23興業 福井市 豊岡２丁目3-25

5743 その他 24時間サポートセンター仁愛 福井市 乾徳4-4-7　仁愛ビル1F

5744 その他 4bit,inc. 福井市 渕4-201

5745 その他 4C. 福井市 二ノ宮2-17-7 コーポインM1-C

5746 その他 ８ボール株式会社 福井市 南四ツ居２丁目６番５号

5747 その他 Ａ．Ｌ．Ｃ株式会社 福井市 高木中央１丁目２１０９フォーラムハウスＦ号室

5748 その他 a.n.d.wedding 福井市 中央1丁目19-17　グレイスピア中央1F

5749 その他 addict 福井市 中央1-19-10

5750 その他 ADVANCEGROW合同会社 福井市 経田1丁目1413

5751 その他 agreable 福井市 手寄2-1-26

5752 その他 Ai Dental Clinic 福井市 手寄1丁目4-1アオッサ2階

5753 その他 Ai support 福井市 西木田5-11-3 グリーンパーク西木田305

5754 その他 ＡＫＡＲＩ株式会社 福井市 光陽２丁目２５番４５号

5755 その他 ALL PRINT 福井市 福井市高木中央2丁目3701-28

5756 その他 ALOHALOMA 福井市 御幸3丁目14-12

5757 その他 aluru 福井市 和田東1丁目1302－2

5758 その他 AMBER 福井市 古市２丁目13-7

5759 その他 and-WASH 福井市 グリーンハイツ４丁目１８１

5760 その他 AOIエネルギーソリューション株式会社 福井市 二の宮4-44-1

5761 その他 AOIホールディングス株式会社 福井市 二の宮４丁目４４番１号

5762 その他 Art 23 福井市 新保町38-21-22

5763 その他 ASK北陸 福井市 みのり4丁目2-36

5764 その他 atelier me 福井市 福井市中央１丁目9-26

5765 その他 atelier ROSE 福井市 和田東2丁目1711HASビル101

5766 その他 Atolla 福井市 鮎川町167-3-6

5767 その他 Att kitchen 福井市 中央1丁目9-24福井中央ビル1階

5768 その他 ＡＴ交通 福井市 板垣5丁目1303　B-3

5769 その他 Ａｕｄｉ福井 福井市 開発町22-10

5770 その他 auショップエルパ 福井市 大和田２丁目１２１２番地

5771 その他 auショップ大宮 福井市 二の宮５丁目１ー３

5772 その他 Banana 福井市 高木中央1-3002

5773 その他 ｂａｓｉｏ 福井市 二の宮3-26-13

5774 その他 B-Auto 福井市 成和1丁目1715

5775 その他 Beauty &Relaxation心音COCON 福井市 二の宮3－27-1 スカイコープ102

5776 その他 Beauty KAREN 福井市 花堂南２丁目１６－１ ショッピングシティベル２Ｆ

5777 その他 beauty　salon　Nicoly 福井市 長本町１２３　シュトラーセ長本１０１

5778 その他 beauty supot ミニヨン 福井市 上森田4丁目１２１６

5779 その他 BébéDiDiA beautyアピタ福井大和田店 福井市 大和田２丁目１２３０　アピタ福井大和田２F

5780 その他 BEEWORKS 福井市 菅谷2丁目13-3 トゥルースコート107

5781 その他 Bercer 福井市 高木町56-12-2

5782 その他 Bianca 福井市 西谷3丁目210-1

5783 その他 BIG WAVE 福井市 下江尻町８－１７－１

5784 その他 BIJOUPIKO福井店 福井市 福井市高柳1-1007

5785 その他 BODY KARAT パリオ店 福井市 松城町12－7パリオシティ1階

5786 その他 BODY KARAT ベル店 福井市 花堂南２－１６－１ショッピングシティベル2階

5787 その他 BODY KARAT 二の宮店 福井市 二の宮４－２５－２４

5788 その他 CALLA LILY 福井市 福2-1504-3

5789 その他 CampingCarShopSiZENTO 福井市 深谷町5-5-1

5790 その他 CARE-M's 福井市 みのり4-12-2

5791 その他 Caritas（カリタス） 福井市 福井市二の宮3丁目26-13

5792 その他 ＣーＲｅａｌ 福井市 西方１丁目１２－１５

5793 その他 CHARME 福井市 大宮3丁目20-22

5794 その他 Chell Living株式会社　 福井店 福井市 福井市北四ツ居2丁目14-18

5795 その他 CHERIE&Co. 福井市 二の宮2丁目27-25

5796 その他 ＣＬＥＡＲ 福井市 日之出4丁目6-8

5797 その他 CLICK ON パソコンサポート 福井市 御幸3-3-30 鈴木ビル103

5798 その他 cocon 福井市 板垣2丁目512サミュゼアパルトゥモン106

5799 その他 coconet 福井市 福井市河増町20-1-14

5800 その他 comoace化粧品 福井市 毛矢1-10-1

5801 その他 comoace化粧品　開発ビューティスタイ 福井市 開発5-1118

5802 その他 CPサポート合同会社 福井市 門前2丁目1206-1

5803 その他 DAIKO西武 福井市 照手2丁目9－9
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5804 その他 Datsumo KARAT パリオ店 福井市 松城町12－7

5805 その他 Datsumo KARAT　ベル店 福井市 花堂南2－16－1ショッピングシティベル2階

5806 その他 Datsumo KARAT 二の宮店 福井市 二の宮4－25－24

5807 その他 Design Graphic 細川博大 福井市 西方2丁目18-22

5808 その他 De稲垣株式会社 福井市 勝見１丁目６－１７

5809 その他 DoLive　car's K 福井市 堀ノ宮１丁目１２１

5810 その他 Dot.Graph 福井市 東今泉町12-10-2

5811 その他 e.moa 福井市 下馬2丁目311ライセンスビル1階　北部屋

5812 その他 edpla 福井市 大和田2丁目202　opm304

5813 その他 EDYARTSTUDIO 福井市 福井市八ツ島町３１－４０６－２

5814 その他 EGサービス 福井市 福井市飯塚町8ー128 サンシティ飯塚207

5815 その他 EMiNAL 福井市 若杉１丁目１４０７　メゾン・ド・ヴェルデ101

5816 その他 En 福井市 学園３丁目５－３ 松本ビル

5817 その他 esthetique KARAT ふくい駅前店 福井市 中央1-14-7

5818 その他 esthetique KARAT 二の宮店 福井市 二の宮4-25-24

5819 その他 ESUTE MANIA 福井市 町屋3-4-13

5820 その他 eugue 福井市 江守中町7-17

5821 その他 Eyelash KARAT パリオ店 福井市 松城町12－7パリオシティ1階

5822 その他 Eyelash KARAT ベル店 福井市 花堂南2－16－1ショッピングシティベル2階

5823 その他 Eyelash KARAT 二の宮店 福井市 二の宮4－25－24KARAT店内

5824 その他 FACE KARAT パリオ店 福井市 松城町12－7パリオシティ1階

5825 その他 FACE KARAT ベル店 福井市 花堂南2－16－1ショッピングシティベル2階

5826 その他 FACE KARAT 二の宮店 福井市 二の宮４－２５－２４KARAT内

5827 その他 ＦＡシステム 福井市 米松1丁目15-1　米松ビル3階

5828 その他 ＦＢＣ 福井市 大和田２ー５１０

5829 その他 ＦＢＣアドサービス 福井市 大和田2-510

5830 その他 FCトラベル 福井市 八重巻町16-14-1

5831 その他 FISHERS福井店 福井市 高柳2丁目623

5832 その他 ＦＬＡＰ 福井市 中央１丁目２１－３７　リベラルアーツビル３０２

5833 その他 Fleor Sonner 福井市 上野本町

5834 その他 flow.Nexus 福井市 文京7-8-17

5835 その他 flowerworksbiene 福井市 春山丁目１２－１７

5836 その他 fox 福井市 中央１丁目17-1 アップルビル１F

5837 その他 ＦＳアシスタンス合同会社 福井市 高柳２丁目６０３

5838 その他 FTエステート株式会社 福井市 福井県福井市定正１丁目713番地

5839 その他 Fujii　building 福井市 灯明寺町２丁目1304-2

5840 その他 Fukui BMW 福井市 二の宮4丁目44-1

5841 その他 FUKUIハイスクールカルチャーフェスタ 福井市 問屋町3-410

5842 その他 G・S・I 福井市 大手1丁目1-17

5843 その他 gentile 福井市 飯塚町３１－１２８

5844 その他 Good-楽 福井市 田原２丁目３－７

5845 その他 GORILLA CONSOLTING 福井市 福井市花堂東1丁目4-20-201

5846 その他 GROW VALUE 福井市 照手4-5-1　SKビル１階

5847 その他 Happy Lab 福井市 上北野2丁目1-5

5848 その他 ＨＦＣ事業協同組合 福井市 西開発1-2401

5849 その他 hictus 福井市 石盛1-623-311

5850 その他 HiRo開発　株式会社　事務所 福井市 高木1丁目319C-101

5851 その他 HITONOWAコンサルティング 福井市 和田2-2101-1 SSビル202

5852 その他 HK　office 福井市 古市3-402-3

5853 その他 HOP NORIKI 福井市 二の宮4丁目43-13

5854 その他 hug hair 福井市 新田塚2-96-23

5855 その他 I.H商事 福井市 花堂北2丁目28-21

5856 その他 ict4e 福井市 中央1丁目21-36 サンロードビル2F

5857 その他 iizuka studio UN 福井市 福井県福井市飯塚町13-105　８７cafe 2F

5858 その他 iPhone修理クイック福井店 福井市 松城町15-16　NOZビル2階

5859 その他 ISマンション 福井市 幾代2丁目1625

5860 その他 I-WILL 福井市 福井市勝見3丁目20-12

5861 その他 J.P.C株式会社 福井市 三尾野町29丁目2-24

5862 その他 JANJAM 福井市 新田塚1-80-30

5863 その他 JAバンク福井県信連 福井市 大手３丁目２ー１８

5864 その他 ＪＡ福井県旅行センター 福井市 渕2-1711

5865 その他 JA共済連福井 福井市 大手３丁目２ー１８

5866 その他 ＪＡ福井県　西藤島出張所 福井市 堀ノ宮1丁目208

5867 その他 ＪＡ福井県　福井基幹支店 福井市 渕4丁目606

5868 その他 ＪＡ福井県　福井西部支店 福井市 布施田町8-39-1

5869 その他 ＪＡ福井県　福井中央支店 福井市 渕4丁目606番地（本店1階）
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5870 その他 ＪＡ福井県　福井東部支店 福井市 河増町9字10-1

5871 その他 ＪＡ福井県　福井南部支店 福井市 上六条町39-22

5872 その他 ＪＡ福井県　福井西部農機センター 福井市 佐野町5-71-7

5873 その他 ＪＡ福井県　福井北部支店 福井市 高木町4-9

5874 その他 ＪＡ福井県　美山支店 福井市 美山町5-34

5875 その他 ＪＡ福井県　文殊支店 福井市 太田町4-10

5876 その他 ＪＡ福井県　文殊農機具センター 福井市 太田町4-10

5877 その他 ＪＡ福井県　越廼支店 福井市 茱崎町14-7-2

5878 その他 ＪＡ福井県　清水ふれあいセンター 福井市 清水杉谷町45-88

5879 その他 ＪＡ福井県　清水支店 福井市 風巻町27-2

5880 その他 ＪＡ福井県　美山農業施設センター 福井市 美山町5-29

5881 その他 ＪＡ福井県　福井旅行センター 福井市 渕２丁目１７１１

5882 その他 ＪＡ福井県　麻生津支店 福井市 浅水三ケ町1-38

5883 その他 JA福井県経済連 福井市 大手３丁目２ー１８

5884 その他 JA福井県厚生連 福井市 大手３丁目２ー１８

5885 その他 ＪA福井県中央会 福井市 大手３丁目２ー１８

5886 その他 ＪＦ共水連北陸事業本部福井支店 福井市 大手２丁目８－１０

5887 その他 ＪＲ西日本レンタカー&リース株式会社　 福井市 中央1丁目1-27

5888 その他 JSTシール 福井市 福2丁目1811サンガーデン21-202

5889 その他 ＪＳビル 福井市 日之出２丁目３番１６号

5890 その他 ＪＴＢ福井店 福井市 中央1丁目2-1ハピリン1階

5891 その他 Jトラベル株式会社 本社営業所 福井市 三尾野町1-1-16

5892 その他 Ｋ．Ａ．Ｎ　小原 福井市 福井市西別所町６－１

5893 その他 Kanoa 福井市 渕２丁目１１０６

5894 その他 Kartell福井 福井市 大願寺2-8-8

5895 その他 ＫＢセーレン・ＤＴＹ株式会社 福井市 下六条町13号23番地

5896 その他 ＫＤセコカン 福井市 日之出2丁目2-13

5897 その他 Kick’s Gold Japan 福井市 灯明寺

5898 その他 Kics's Gild Japan 福井市 灯明寺1-1609

5899 その他 Kodachi 福井市 順化1丁目14-3　NOBA順化ビル2階

5900 その他 K's & EV 福井市 中央1-16-3

5901 その他 K's　Beauty 福井市 新田塚1-10-29　新田塚エンビィハイツ一階

5902 その他 Kunie Kahea O Na Lani Hula Studio 福井市 天池町３９－５

5903 その他 KZPROS 福井市 勝見

5904 その他 LachicAlluque． 福井市 三郎丸町24-10-5

5905 その他 Lakshmi 福井市 下森田桜町308

5906 その他 Laplace Eureka Association 福井市 問屋町1丁目164

5907 その他 Ｌｅ　Ｒｉｓａ 福井市 舟橋黒竜2-624

5908 その他 LEAPEX 福井市 灯明寺３－４２１１ 

5909 その他 Leicame（ライカメ） 福井市 運動公園1丁目4306

5910 その他 LEONE 福井市 開発5丁目501

5911 その他 Life is株式会社 福井市 上野本町１丁目４００５

5912 その他 Lila 福井市 福井市光陽3-7-2

5913 その他 LINOMIRA 福井市 浅水町1-52

5914 その他 Locca 福井市 御幸3丁目14-12

5915 その他 Lotus 福井市 高柳3-4410

5916 その他 m& nail 福井市 新田塚2丁目24-17 テラスハウスN-03

5917 その他 M&I Consulting 福井市 西学園2-201-2

5918 その他 ＭＡＤＯショップ　福井東部店 福井市 成和2丁目1021

5919 その他 Makana 福井市 文京6丁目35-14

5920 その他 MEER 福井市 灯明寺1-301

5921 その他 Men’s KARAT 二の宮店 福井市 二の宮４－１－７

5922 その他 MEN'BB 福井市 高柳2丁目1503

5923 その他 Men's esthe KARAT 福井市 二の宮4-1-7

5924 その他 ＭＥメディカルシステムズ 福井市 日之出2-14-4

5925 その他 ＭＩＮＩ福井 福井市 二の宮4丁目43-15

5926 その他 MIRAI. 福井市 木田3丁目3113-2

5927 その他 miray 福井市 若杉1-420-203

5928 その他 Mitas 福井市 帆谷町28-2-51

5929 その他 Miyabow 福井市 西開発1-1103-3

5930 その他 ＭＩＹＡＭＡＥ　ＴＡＸＩ 福井市 三郎丸町21字25-3

5931 その他 MOKUiKU 福井市 松城町12-7　パリオCITY２F

5932 その他 MPC福井　楽器センター福井 福井市 日之出5丁目16-21　1F

5933 その他 M-speed株式会社 福井市 上野本町４丁目1406

5934 その他 Mstudio 福井市 足羽4丁目3-20

5935 その他 Mクリニック 福井市 石盛1-1816
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5936 その他 Ｍサンプル 福井市 江守中町１－１７－４

5937 その他 Nail RESONANCE 福井市 桃園2-2-17

5938 その他 nail.salon.mimi 福井市 高木中央２丁目3808-1

5939 その他 NAILSALON Rejouir 福井市 江守の里1-1509

5940 その他 NAKATOMO 福井市 川合鷲塚町25-11-1

5941 その他 Natu蘭Bi 福井市 大宮５丁目１３－２７

5942 その他 ＮＥＯプロモーション 福井市 二の宮2丁目19番2号OE3Ｆ

5943 その他 NICE70’s 福井市 光陽2丁目18-23

5944 その他 Noblesse 福井市 高柳1丁目2501-102

5945 その他 ＮＰＯ法人森のほうかごがっこう 福井市 八重巻町17-2

5946 その他 Nコーポレーション株式会社 福井市 新田本町第９号１２１番地

5947 その他 OCEAN株式会社 福井市 中央1丁目19-21　福井クレストビル4F

5948 その他 OCTVOWS 福井市 中央1丁目19-17　グレイスピア中央1F　a.n.d.wedding内

5949 その他 olive dc 福井市 福井市下森田新町525

5950 その他 ONE PARK Restaurant 2020 福井市 中央1-2-1

5951 その他 OOTEⅢ 福井市 福井市

5952 その他 Parure 福井市 御幸1-4-14

5953 その他 POLA THE BEAUTY 福井新田塚店 福井市 二の宮5丁目8－27

5954 その他 POLA THE BEAUTY 福井大和田店 福井市 大和田1-406

5955 その他 POLA　エステ　イン・HANA 福井市 江守中１丁目３０１－１

5956 その他 ＰＯＬＡ　エステＩＮミナミ 福井市 月見２－１３－７

5957 その他 POLA サン二の宮通り店 福井市 二の宮２丁目27-27

5958 その他 POLA 森田店　Lien-che' 福井市 石盛3-1222

5959 その他 Polaris 福井市 問屋町3-613

5960 その他 PORELESS SALON Bebe アピタ福井大 福井市 大和田２丁目１２３０　アピタ福井大和田１F

5961 その他 ＰＯＳＩＴＩＯＮ 福井市 二の宮５丁目１－６

5962 その他 PrettyWoman 福井市 順化2-6-16　高畠ビル2F

5963 その他 PRIMAVERA エステティックテラピー 福井市 中央１丁目２１－４０ 北の庄ビル 1F

5964 その他 PRIVATE SALON   LotusMoon 福井市 浅水二日町120-13

5965 その他 Private salon 灯 福井市 木田町1801アートシティ001　1F

5966 その他 Private salon 灯（ほのか） 福井市 木田町1801　アートシティ001-1F

5967 その他 pure ピュア 福井市 経田２丁目905-2

5968 その他 RAM AUTOMOTIVE JAPAN 福井市 福井市春山2-6-25

5969 その他 Randy nail 福井市 高塚町

5970 その他 Re:ROOM 福井市 和田中町沖田1-8

5971 その他 RELAX SALON blue mint 福井市 高柳２丁目１６１２

5972 その他 reni 福井市 高木中央３丁目６０５ フガールグランデ J2

5973 その他 reni 福井市 高木中央3丁目605フガールグランテJ2

5974 その他 Reveil 福井市 大宮6丁目15-25 N'sビル202

5975 その他 Re楽はり・きゅう整骨院 福井市 渕2丁目　1503

5976 その他 RIBBON 福井市 今市町14-12

5977 その他 RIDE WORKS 福井市 和田東２丁目１５０８

5978 その他 RIGHT STUFF 福井市 春山１－１－１４

5979 その他 RosaRosa 福井市 二の宮3-19-11-107

5980 その他 RTM株式会社 福井市 新田塚2―114―38

5981 その他 S.K.Y電設 福井市 八重巻東町3-15

5982 その他 S・S TAXI 福井市 花月３丁目6-12

5983 その他 ＳＡＫＡＥ代行 福井市 運動公園1丁目4501　エターナルシティ公園1号館510号

5984 その他 ＳＡＫＡＩ　ＴＡＸＩ 福井市 江尻ケ丘町7

5985 その他 Salon Ange 福井市 新保2-1507-106

5986 その他 Salon Cohana 福井市 大町110 ツジビル202

5987 その他 Sauber 高木中央店 福井市 福井市高木中央３丁目２１０１　サンジーワニB棟１０１

5988 その他 SequencEdge 福井市 灯明寺3丁目310 B102

5989 その他 SEWI 福井市 月見2-1-22

5990 その他 shiayuri 福井市 高木中央2丁目3808-1

5991 その他 ＳＨＩＢＡＴＡ・Ｐ・Ｃ 福井市 南四ツ居2-2-3

5992 その他 Shining Days 福井市 飯塚町13-109

5993 その他 shirayuri（シラユリ） 福井市 高木中央2丁目3808-1

5994 その他 SK館 福井市 順化1-17-29

5995 その他 SL∞ｐ　（エスループ） 福井市 南四ツ居2-1-4

5996 その他 ＳＭＢＣ日興証券株式会社　福井支店 福井市 大手３－６－１

5997 その他 SOIN パルレアヴェク 福井市 文京6丁目17-8-205

5998 その他 SoLcier 福井市 門前2丁目501レイユール門前203

5999 その他 solution 福井市 加茂河原2丁目10-26

6000 その他 South Esthetic 福井市 栗森

6001 その他 SOWCL DESIGN 福井市 長本町105ロイヤルハイツ長本203
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6002 その他 SPA NOBILITA　福井店 福井市 中央1-21-26　山本商事ビル2F

6003 その他 studio Angie 福井市 御幸3-3-36

6004 その他 studio FACULA 福井市 高塚町707

6005 その他 studio mars 福井市 江守中二丁目408-4

6006 その他 SUN整骨院 福井市 若杉2丁目231ラフィーネ若杉1-B

6007 その他 T&C REGENE 福井市 日之出5丁目11-19-102

6008 その他 T.I Material 福井市 高木中央2丁目1605-9

6009 その他 Ｔ．Ｙ．Ｋ 福井市 山内町9-7-1

6010 その他 TAKINO OFFICE 福井市 成和1丁目709 SUZUKIビル101号

6011 その他 Teleportation 福井市 文京6丁目35-14

6012 その他 The dry head massage しあん 福井市 中央１丁目１４－７

6013 その他 TIN RENT A CAR 福井市 灯明寺3-1607

6014 その他 Ｔ－ＬＩＦＥパートナーズ株式会社　福 福井市 大手２丁目１７－１　山川ビル３階

6015 その他 TOMI商事 福井市 西谷２－５２３－３０１

6016 その他 TOMI商事 福井市 西木田５丁目１２－２５FS２０２

6017 その他 ＴｏｔａｌＬｉｆｅＪａｐａｎ(株） 福井市 文京1-20-23

6018 その他 T-SHOW 福井市 みのり4-6-29

6019 その他 TS企画 福井市 三尾野町15-44

6020 その他 TUMUGU株式会社 福井市 福井市日光２丁目24-8

6021 その他 ＴＹサービス 福井市 宝永2-8-22

6022 その他 ＴＹ工業 福井市 グリーンハイツ１-169

6023 その他 Udesign 福井市 幾久町4-11グランメゾン老松403

6024 その他 UNO>>>ichikara 福井市 中央1-17-1 ビックアップルビル2階

6025 その他 UQスポットエルパ 福井市 大和田２丁目１２１２番地

6026 その他 ｕｓ合同会社 福井市 栄町７－２３

6027 その他 vert福井東店 福井市 問屋町3-501

6028 その他 Volkswagen福井中央 福井市 福井市江端町14-17

6029 その他 Volkswagen福井中央　第２工場 福井市 福井市江端町33-9

6030 その他 VOWWOW運動公園店 福井市 福新町1907

6031 その他 WALLESS ACADEMY 福井市 大手3-1-15　ビアンモア大手ビル8F

6032 その他 XION 福井市 米松1丁目12番8号アーバンライフ米松605

6033 その他 YAKURAタクシー 福井市 下荒井町１５－１１５

6034 その他 YK office 福井市 下森田新町904REIWADREAM森田201

6035 その他 YOSAPARK Tiari 福井市 大宮5-12-28

6036 その他 YOU＆I株式会社 福井市 大宮4丁目11-18

6037 その他 YR 福井市 渕町20-19-2

6038 その他 ZERO 福井市 成和一丁目2223-1

6039 その他 アーツ・地所 福井市 経田１丁目１３１９

6040 その他 アート・アイエヌジー株式会社 福井市 高木2丁目1107番地

6041 その他 アートクリーン株式会社 福井市 新保１丁目1309

6042 その他 アートネイチャー 福井市 大手3-2-1　福井ビル2F

6043 その他 アーリーレスポンス・メディカル 福井市 砂子坂町７－１０４

6044 その他 アールエムコーポレーション 福井市 順化１丁目２４番８号

6045 その他 アールレジデンス舞屋 福井市 大島町北蔵102

6046 その他 あいタクシー 福井市 浅水町134-3-2

6047 その他 アイビーエージェント株式会社 福井市 日之出4-1-6

6048 その他 あいぼう介護タクシー 福井市 豊岡1丁目13-7

6049 その他 アイ不動産 福井市 福井市松本4丁目６－６

6050 その他 あおい開発 福井市 真木町137-11

6051 その他 あおい企画株式会社 福井市 二の宮4丁目44-1

6052 その他 あおば歯科 福井市 みのり3丁目２－２１

6053 その他 アオバ福井ステーション 福井市 東森田2丁目1604

6054 その他 アオ急代行 福井市 順化2丁目1-6　大行ビル1階

6055 その他 アカリ管理株式会社 福井市 光陽２丁目２５番４５号

6056 その他 アカリ美株式会社 福井市 光陽2丁目25-45

6057 その他 アカリ不動産株式会社 福井市 加茂内町第１号２番地

6058 その他 アキラ株式会社 福井市 高木町13-12

6059 その他 アクセサリーブティック　グラスムーン 福井市 北四ツ居2丁目2-9

6060 その他 アクセント 福井市 別所町38-3-2-102

6061 その他 アクティブコミュニティサポート 福井市 川合鷲塚町23-2-4

6062 その他 アクト2 福井市 高木中央2-3218

6063 その他 アサヒテクノフォート株式会社 福井市 大宮６－５－１２

6064 その他 あさひ介護タクシー 福井市 豊島2丁目6番1号

6065 その他 あじさいタクシー 福井市 古市２－５－１６

6066 その他 アジチファーム 福井市 黒丸町14-48-2

6067 その他 芦見生涯教育施設 福井市 西中町3-9-1
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6068 その他 アシュラワークス株式会社　福井市オ 福井市 大町一丁目715 O-MACHI SIX 201B

6069 その他 アスカホテギ 福井市 大森町31-2

6070 その他 アストレデイサービス 福井市 滝波町60－14－1

6071 その他 あすらいと株式会社 福井市 高塚町501

6072 その他 アスワオート（株） 福井市 下莇生田町3-106-1

6073 その他 アスワオート株式会社 福井市 下莇生田町3-106-1

6074 その他 アズワンコンサルティング株式会社 福井市 二の宮4丁目1-10

6075 その他 アスワ物産株式会社 福井市 西方2-3-7

6076 その他 アセアンテクノロジー株式会社 福井市 新田塚1-25-18

6077 その他 あそうずタクシー 福井市 江尻ケ丘町107

6078 その他 あっしゅツーリスト二の宮店 福井市 二の宮2-29-27

6079 その他 アットホーム仁愛 福井市 乾徳4-4-10

6080 その他 アップガレージ福井店 福井市 今市町13-1

6081 その他 アトラス　福井店 福井市 福井県福井市大宮４－１０－１６

6082 その他 アネラ 福井市 春山2-25-13

6083 その他 アパマンショップ福井中央店 福井市 中央3-1-5

6084 その他 アパマンショップ福井北店 福井市 高木中央3丁目207

6085 その他 アフラックサービスショップ 福井市 花堂南２丁目１６－１

6086 その他 アフラックサービスショップ　ベル店 福井市 福井市花堂南2-16-1

6087 その他 あべ整骨院 福井市 滝波町60－14－1

6088 その他 アポロ運転代行 福井市 舟橋町１０－１２－１

6089 その他 アライ工房 福井市 西谷2-403-3

6090 その他 あらい商事株式会社 福井市 大宮3-5-29

6091 その他 アラヨ人形 福井市 順化２－１－６

6092 その他 アリス運転代行 福井市 大願寺2-4-20-406

6093 その他 アルイン株式会社 福井市 三宅町20-100

6094 その他 アルクス株式会社 福井市 高木中央2丁目3121番

6095 その他 アルケーウィル株式会社 福井市 福井県福井市今市町19-1-5

6096 その他 アルソア　Act 福井市 御幸4丁目19-25

6097 その他 アルソアＢｅｇｉｎ 福井市 長本町５１０　２Ｆ

6098 その他 アルソアBiBi 福井市 渕二丁目1802三上ビル1階

6099 その他 アルヒ福井店 福井市 福井市丸山1丁目106番地

6100 その他 アルファダンススタジオ 福井市 門前２丁目101

6101 その他 アルプスカメラ 福井市 日の出1丁目16-13

6102 その他 アレ整骨院 福井市 四ツ井2-10-13

6103 その他 アロック・サンワ株式会社 福井市 開発5丁目315番地

6104 その他 アロマクラシカDream 福井市 丸山1－７０３－1

6105 その他 アロマスクール　ラベンサラ 福井市 二の宮4丁目39‐23　ファミール五反田101

6106 その他 アンシーズ株式会社 福井市 江守中２－１６０６

6107 その他 アンジュエール 福井市 城東３－２４－１２

6108 その他 あんしん村介護タクシー 福井市 北四ツ居2-7-17

6109 その他 アンフィルルージュ 福井市 新田塚2-24-18　テラスハウスN-06

6110 その他 イーグル企画 福井市 渕2-1503

6111 その他 いえとち本舗　福井中央店 福井市 福井市高木中央2丁目704 

6112 その他 いえとち本舗　福井店 福井市 御幸4丁目20-18　オノダニビル御幸１F

6113 その他 イエローキャブ運転させて 福井市 高木中央2-405-1

6114 その他 いくた歯科医院 福井市 木田町２５１０

6115 その他 いしだ保険事務所 福井市 新田塚２－４２－９

6116 その他 イスキア生活倶楽部 福井市 福井市和田東1丁目2206番地

6117 その他 いちごショートステイ 福井市 西方1丁目2-11　いちご在宅支援センター3階

6118 その他 いちごデイセンターみのり 福井市 福井市月見4丁目3-29

6119 その他 いちごデイセンター福井 福井市 米松１丁目14-15

6120 その他 いちごライフ 福井市 勝見３丁目20-12

6121 その他 いちご月見の里 福井市 月見4丁目20-47

6122 その他 いちご月見亭 福井市 花月3-4-12

6123 その他 いちご日和 福井市 勝見３丁目20-12　いちごの森1階

6124 その他 いちご和えの里 福井市 福井市勝見３丁目２０－１２

6125 その他 いちせ行政書士・社会保険労務士事務所 福井市 生部町１－３３

6126 その他 いちろ整骨院 福井市 江守中2-1311 パセオ江守中　テナントB

6127 その他 イッセイホーム 福井市 西開発1丁目305-4

6128 その他 いなきタクシー 福井市 冬野町25-135

6129 その他 イナタクシー 福井市 新田塚町４０２

6130 その他 いろどり三郎丸 福井市 三郎丸1丁目109番

6131 その他 いろどり二の宮 福井市 二の宮3丁目32-21

6132 その他 いろはダンスセンター 福井市 花堂1-3-17 バツタカハシ2F

6133 その他 イワ・ジョウ 福井市 福井市花月2-10-19
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6134 その他 イワイ株式会社 福井市 松城町15-11

6135 その他 いわき医院　デイケアさら　居宅介護支 福井市 三十八社町10-8

6136 その他 イワゲン　株式会社 福井市 八幡町29-7

6137 その他 イワゲン株式会社 福井市 八幡町第29号7番地

6138 その他 いわさき整骨院 福井市 福井市江端町20-13-1

6139 その他 インディバサロン キラーナ 福井市 板垣3丁目601伊藤ビル1階

6140 その他 インテリア　まつだ 福井市 大和田町24-15-1

6141 その他 インテリアアートATG 福井市 清水山町26-41

6142 その他 インテリアトラスト 福井市 本堂町89-8-33

6143 その他 ヴィジュアルファクトリー 福井市 中央1丁目6-16

6144 その他 ウイングス 福井市 福井市江守中１丁目１０１４

6145 その他 うえさか整骨院 福井市 足羽1-14-33

6146 その他 ウエストベルセル 福井市 日光2丁目25-3

6147 その他 うさごえ介護サポート 福井市 花堂中1丁目1-4

6148 その他 うさみ歯科医院 福井市 新保北1丁目303番地

6149 その他 ウズラシステム株式会社 福井市 布施田町１０－１８－１

6150 その他 うちやま歯科クリニック 福井市 円山1丁目１０６

6151 その他 うの整骨院 福井市 グリーンハイツ２丁目１４７

6152 その他 うらやま歯科 福井市 二の宮2丁目29-18

6153 その他 ｴｱ.ｳｫｰﾀｰ.ﾘﾝｸ株式会社 北陸支店　福井営 福井市 新保3丁目2202番地

6154 その他 エアーテックK 福井市 東郷中島町11-11

6155 その他 エイチ・ツー・オー株式会社 福井市 丸山1-208

6156 その他 エイブルネットワーク福井ベル店 福井市 花堂南2丁目16-1（SCﾍﾞﾙ1F）

6157 その他 エイブルネットワーク福井北店 福井市 経田1丁目1410

6158 その他 エイペックス株式会社 福井市 江端町５－１４ エイペックス

6159 その他 エウレカ本社 福井市 主計中町13-7

6160 その他 エーケイ設備合同会社 福井市 種池1-1901

6161 その他 エール 福井市 福井市中央１丁目２２－７　西脇ビル１階

6162 その他 エジソンシステム株式会社 福井市 上北野1-4203-2

6163 その他 エス・クラフト 福井市 花堂南2-13-25

6164 その他 エスタビア福井 福井市 新保町２５－７２

6165 その他 エステonサンセリテ 福井市 石盛町325

6166 その他 エステージ 福井市 文京６丁目13-9

6167 その他 エステサロン Cher 福井市 日の出1-8-25ファミール大手町302

6168 その他 エステティークカラット　ふくい駅前店 福井市 中央1-14-7

6169 その他 エステティック シェアラ福井店 福井市 大和田2-418　エルパプラス2Ｆ

6170 その他 エステティックサロン　B&B 福井市 東森田1-1514

6171 その他 エステティックサロン ｊｅｕｎｅｓｓｅ 福井市 和田2丁目２１１２ Mビル2F

6172 その他 エステティックサロン　ビクトリー 福井市 南四ツ居1丁目1-14

6173 その他 エステティックジュビラン  LUCIA 福井市 天池町34-33

6174 その他 エステティックジュビラン　リリーボー 福井市 灯明寺４丁目602

6175 その他 エステティックジュビランalma 福井市 米松1丁目9-5  ララハウス1F

6176 その他 エステティックジュビランSol 福井市 開発1丁目415-1

6177 その他 エステハウスMahalo 福井市 高木中央2-3111 3-101

6178 その他 エステポイントCoCo 福井市 西谷２丁目２８０１－１

6179 その他 エストプライム株式会社　福井物流セン 福井市 渕1-2008

6180 その他 エックスモバイル福井店 福井市 板垣3丁目601伊藤ビル1階

6181 その他 エネックス株式会社 福井市 花堂中2-15-1

6182 その他 エネックス株式会社　技術開発センター 福井市 西谷1-1528

6183 その他 エネックス株式会社　出荷センター 福井市 西谷1-1528

6184 その他 エネックス株式会社　南居工場 福井市 南居町81-1-11

6185 その他 エフ・ケー・マイクロ株式会社 福井市 日之出２－５－５

6186 その他 エフケイ機工株式会社 福井市 福井市串野町20号22番地

6187 その他 エフズ 福井市 下江守町第２３号１番地１２

6188 その他 エムエス・クリエイト合同会社 福井市 花堂中1丁目12-25

6189 その他 エムズプラン株式会社 福井市 松本２丁目３７－２１

6190 その他 エムリアン合同会社 サンロイヤル片町 福井市 順化１丁目１７－２３

6191 その他 エムリアン合同会社 ダイナソービル 福井市 福井県福井市順化１丁目８－１７

6192 その他 エムワイ省エネ設計事務所 福井市 板垣5丁目624

6193 その他 エル・ブラン 福井市 豊島2-1-1エル・ブラン1F

6194 その他 エルシーホーム株式会社 福井市 御幸2丁目18番18号

6195 その他 エルディ株式会社 福井市 御幸三丁目16番17号

6196 その他 エンジェル運転代行 福井市 乾徳1-3-4

6197 その他 エンゼル調剤薬局　新田塚店 福井市 新田塚1-35-26

6198 その他 エンリッチ 福井市 花堂中２－４－４

6199 その他 おおいしタクシー 福井市 開発２丁目304番地
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6200 その他 オーケーリフォーム 福井市 江守中町6-1

6201 その他 おおしま 福井市 大島町大島台811

6202 その他 オーシャン運転代行福井 福井市 日光1-15-10

6203 その他 オーダースーツ専門店DoCompany 福井市 灯明寺1丁目1301

6204 その他 オートプロジェクト 福井市 文京6-14-4

6205 その他 おおのや歯科医院 福井市 大森町３７－１１－４

6206 その他 おおわだ歯科 福井市 大和田2丁目1212　エルパ2F

6207 その他 おかだなおひろ 福井市 灯明寺町2-51

6208 その他 オカダ歯科医院 福井市 日之出5丁目6－1

6209 その他 オカモト鐵工株式会社 福井市 上森田1-102-2

6210 その他 おくむらタクシー 福井市 羽坂町第１５号４番地の１５

6211 その他 おぐら鍼灸整骨院 福井市 成和１丁目1113冨田ビル1F

6212 その他 オザワオート株式会社 福井市 福井市三ツ屋2丁目705

6213 その他 おたからや　ベル店 福井市 花堂南2-16-1 ショッピングシティベル2階

6214 その他 おたからや　藤島通り店 福井市 二の宮3-3-6YMSビル1階

6215 その他 おたからや高柳店 福井市 明里町7-15

6216 その他 おたからや飯塚店 福井市 飯塚町11-111

6217 その他 オフィス　フェイス　トゥ　フェイス 福井市 文京１丁目３５－１１

6218 その他 オフィス.コア 福井市 経田2-302-1 フェルティビル203号室

6219 その他 オフィススプリングA 福井市 手寄2丁目3-1　2F

6220 その他 オフィスタケダ 福井市 寺前町4-1-5

6221 その他 オフィス高島 福井市 上野本町3-613

6222 その他 オフィス清水 福井市 高木北3丁目706-3

6223 その他 オフハウス福井北 福井市 新保北1-501

6224 その他 オフロム株式会社 福井市 三留町72-10

6225 その他 カーエス株式会社 福井市 高木１丁目９０３

6226 その他 カーケアマックスやしろ店 福井市 渕４丁目1112

6227 その他 カーコンビニ倶楽部N’sCAP福井南店 福井市 下荒井町20-15-2

6228 その他 カーコンビニ俱楽部Ｒ8福井大和田店 福井市 大和田1-607

6229 その他 カーショップMeets 福井市 御所垣内町１２-２４-１

6230 その他 カーショップブロス 福井市 生野町2-22

6231 その他 カーセブンＭＥＧＡ福井店 福井市 新保町２７－５２

6232 その他 カーセンター福井 福井市 御幸2-17-15

6233 その他 カードック川端自動車 福井市 高木中央２丁目３４１６

6234 その他 カーボ開発店 福井市 開発町6-15

6235 その他 カイロクリニカルサロンBALANCE 福井市 渕2-816ヤシロプラザ102

6236 その他 カイロハウスLe’Lien～る・りあん～ 福井市 渕町21-41

6237 その他 カイロビューティーサロンyouthful 福井市 森田二丁目312-2

6238 その他 カイロプラクティック 福井市 城東3丁目20-7 ラウィンズ201

6239 その他 カイロプラクティック　Re start 福井市 桃園1-3-6

6240 その他 カイロプラクティック＆骨盤エステ　 福井市 舞屋町12-210-2

6241 その他 カイロプラクティックPoint 福井市 菅谷2丁目9ー2

6242 その他 カイロプラクティック総癒館二の宮院 福井市 二の宮4丁目2-10ﾊｲﾑF102

6243 その他 カイロプラティックH.A.N.D 福井市 文京四丁目2-9

6244 その他 カイロプラテック采 福井市 松本一丁目8-10

6245 その他 がくぶち屋　 福井市 北四ツ居３丁目１－１４

6246 その他 ガスサービスセンター 福井市 川合鷲塚町48-1

6247 その他 カトウ矯正歯科 福井市 大手2-18-12

6248 その他 カナカン福井常温センター 福井市 重立町２８字辻５４

6249 その他 カナカン福井低温センター 福井市 高柳２丁目１８０１番地

6250 その他 カネタツ数馬株式会社 福井市 鮎川町93-41-2

6251 その他 カネタ株式会社 福井市 問屋町2-15

6252 その他 カネヨウ株式会社　福井分室 福井市 大願寺2-9-1

6253 その他 カ-ファクトリ-    Alive 福井市 高木町23-3-1

6254 その他 上味見生涯教育施設 福井市 中手町7-3

6255 その他 カラープラス　鯖江店 福井市 福井市二の宮3-40-17

6256 その他 カラープラス鯖江店 福井市 カラープラス鯖江店

6257 その他 からだふわり　aile 福井市 豊島1丁目7-12東光ハイツ一階

6258 その他 ガレージクリア 福井市 江上町56-10-1

6259 その他 ガレージテツ 福井市 花堂東１－２６－２６

6260 その他 かわぐち自動車 福井市 花堂北１丁目１５－１５

6261 その他 きくかわ鍼灸整骨院 福井市 江守中2-1321-1

6262 その他 きさらぎの里　愛 福井市 殿下１６－１

6263 その他 きさらぎの里　望 福井市 殿下16-1

6264 その他 きさらぎの里　悠 福井市 福井市殿下16-1

6265 その他 きたさん介護タクシー 福井市 新田塚2-32-2
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6266 その他 キッズ＆ベビールーム PRIBABY 福井市 福井市順化2丁目6-16　高畠ビル2F

6267 その他 ギフト館アイ 福井市 二の宮4丁目6-7

6268 その他 きぼう整体室 福井市 開発3丁目603

6269 その他 キムラサービス 福井市 福井市開発1-2303-1

6270 その他 キムラ株式会社 福井市 西開発4－608

6271 その他 きやタクシー 福井市 米松１丁目1-15　ﾒｿﾞﾝJ　2－A

6272 その他 キョウガキネン日 福井市 中央1-19-22スピーガビル1F

6273 その他 共和庭園 福井市 渕1丁目3901

6274 その他 キングラム花堂店 福井市 宝永3丁目35-11

6275 その他 キングラム福井米松店 福井市 宝永3丁目35-11

6276 その他 キングラム福井本店 福井市 福井市宝永3丁目35-11

6277 その他 キング運転代行 福井市 田原２丁目23-8

6278 その他 クァトロブーム株式会社 福井市 文京4丁目26-2

6279 その他 クラシス株式会社　福井営業所 福井市 堂島町8-23-1

6280 その他 グラン・アンジュ 福井市 三郎丸3丁目1303-3

6281 その他 クリーニングラボ48 福井市 上北野1-19-6

6282 その他 クリーンねっと福井 福井市 島寺町92-15

6283 その他 クリーンレーザージャパン．プロ（株） 福井市 勝見３-17-5

6284 その他 クリエイティブオフィス　ショーケース 福井市 福井市大宮２－２５－１－１０１

6285 その他 くりもり大人こども歯科クリニック 福井市 栗森１丁目３０５番地

6286 その他 グループホーム　ふじしま 福井市 福井市高木中央3丁目1701

6287 その他 グループホームあおい 福井市 開発5丁目709

6288 その他 グループホームおーるわん 福井市 江端町32-60-2

6289 その他 グループホームけんとく 福井市 乾徳4-4-18

6290 その他 グループホームしみず 福井市 竹生32-48

6291 その他 グループホームぷろぐれす 福井市 西板垣町５０７番地

6292 その他 グループホーム楽ちんの家　笑楽 福井市 大久保町1-61

6293 その他 グループホーム楓 福井市 大宮４丁目１３番1号

6294 その他 クレアトゥール 福井市 月見3-2-31

6295 その他 グローバルトレード 福井市 宝永２－４－３

6296 その他 クロカワ自動車株式会社 福井市 三ツ屋町13-21

6297 その他 クロスウィーヴ株式会社 福井市 舞屋町5-10

6298 その他 クロスワード 福井市 中央1-21-1

6299 その他 くわばら皮膚科クリニック 福井市 城東2-6-1

6300 その他 ケアサービスさくら 福井市 順化1丁目10-7

6301 その他 ケアサポートみげん 福井市 大宮６丁目12-24

6302 その他 ケアハウス　グリーンライフ大和田 福井市 大和田町第２３号１番地

6303 その他 ケアハウス　藤島園 福井市 福井市高木中央3丁目1701

6304 その他 ケアハウス九頭竜 福井市 寺前町4-14-2

6305 その他 ケアハウス清水苑 福井市 大森町7-1

6306 その他 ケアプランセンターみげん 福井市 大宮６丁目１７－３５

6307 その他 ケアフル開発 福井市 福井市開発２－２２６－２

6308 その他 ケイズプロダクト株式会社 福井市 足羽1丁目9-15

6309 その他 げんき介護ＴＡＸＩ 福井市 グリーンハイツ9丁目132

6310 その他 ケンザワモータース 福井市 堅達町２－７７

6311 その他 コウエイ技工株式会社 福井市 原目町第16号22番地

6312 その他 コーチングフォレスタ 福井市 地蔵堂町11-23

6313 その他 コーフク商運 福井市 徳光町36-5

6314 その他 コーポCASA・HIRO 福井市 大島町508

6315 その他 コーポ柳 福井市 大島町507

6316 その他 ココアール 福井市 門前2丁目123-2　RE:AMBI内

6317 その他 ここなっつ合同会社　本店 福井市 本堂町67-16

6318 その他 こころ・クリエイト∞アンフィニ∞ 福井市 宝永1丁目３７－２５

6319 その他 こころとからだクリニック福井 福井市 新田塚2丁目32-16

6320 その他 こしのタクシー 福井市 狐橋1-513

6321 その他 こしの渚苑 福井市 蒲生町1-90-1

6322 その他 個人事業主 福井市 藤島町43-24-1

6323 その他 個人事業主 福井市 左内町1-16

6324 その他 個人事業主 福井市 文京3丁目1-3-2

6325 その他 個人事業主 福井市 板垣3-402

6326 その他 個人事業主 福井市 明里町1-8　シャンブル18　202

6327 その他 個人事業主 福井市 中新田町3-28-1

6328 その他 個人事業主 福井市 西開発　4-419-2

6329 その他 個人事業主 福井市 福井県福井市下馬1丁目2302

6330 その他 コスメ&エステティックサロン 福井市 宝永4丁目19-4

6331 その他 コスメ&エステティックサロン   セリー 福井市 宝永4丁目19-4
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6332 その他 コパクリニック 福井市 大和田2-422

6333 その他 こばやし治療院 福井市 東今泉町５‐１３‐１０

6334 その他 コパ耳鼻咽喉科 福井市 大和田２－１２１２

6335 その他 コマツサービスエース株式会社　フォー 福井市 若栄町912

6336 その他 コマツサービスエース本社 福井市 主計中町13-7

6337 その他 コモ小児診療所 福井市 木田3丁目９１０

6338 その他 コンドー歯科 福井市 開発４丁目３０６

6339 その他 サービスファクトリー　エルシア 福井市 花堂中１丁目１５－４

6340 その他 サービス付き高齢者向け住宅　リベルテ 福井市 大宮６丁目１７－３５

6341 その他 サービス付き高齢者向け賃貸住宅 リベル 福井市 大宮6丁目17-24

6342 その他 サイクルオートサカイ 福井市 下江守町4-7-8

6343 その他 サイクルショップうつのみや羽水店 福井市 木田3丁目2810

6344 その他 さいとう耳鼻咽喉科クリニック 福井市 大宮2丁目27-22

6345 その他 さいわい法律事務所 福井市 中央３丁目３番２１号　福井中央ビル６階

6346 その他 サウスフィールドプランニング 福井市 江尻ヶ丘町121

6347 その他 サカイ建設不動産株式会社 福井市 花堂北2丁目23-22

6348 その他 サカエパーキング 福井市 中央１丁目１７－１２

6349 その他 サカノ整骨院 福井市 明里町9－25

6350 その他 さくの整骨院 福井市 飯塚町6-31

6351 その他 サクラNビル 福井市 福井市宝永4－３－１

6352 その他 さくら病院 福井市 下荒井町第２１号４４番地の1

6353 その他 さくら病院　通所リハビリセンター 福井市 下荒井町第２１号４４番地の１

6354 その他 ささじま歯科医院 福井市 成和１ー３２１０

6355 その他 さすがや福井四ツ井店 福井市 福井市四ツ井2-10-5

6356 その他 サニーデイ合同会社 福井市 篠尾町82-24-49

6357 その他 さの屋 福井市 小幡町1-4

6358 その他 さの会計事務所 福井市 福井市羽水2丁目126番地

6359 その他 サファイアコーポレーション株式会社 福井市 石盛1丁目1714

6360 その他 サロン　テルマ 福井市 木田1丁目2219-4

6361 その他 サロン・ド・クラッセ 福井市 高木中央3丁目１６０６アフィニスビル１－Ａ

6362 その他 サロンドフルベール 福井市 松本4-15-14

6363 その他 サン・エレクトリック 福井市 福井市石畠町3－16

6364 その他 サンセリテ・ヴェラ 福井市 日之出2丁目7-17

6365 その他 サンホーム一乗 福井市 勝見３－２２－４

6366 その他 サンライフ 福井市 豊島1丁目4ｰ8ゴールデンパーク豊島

6367 その他 サンロイヤル片町 福井市 順化１丁目１７－２３

6368 その他 しあわせ福井スポーツ協会 福井市 福町3-20

6369 その他 ジープ福井 福井市 下馬3-308

6370 その他 ジェイ・エス株式会社本社 福井市 問屋町1丁目204番地

6371 その他 ジェイエイプリント株式会社 福井市 福井市開発５丁目２０４番地

6372 その他 ジオミックス株 福井市 東森田１丁目701番地

6373 その他 シゼント 福井市 豊岡1丁目4-16

6374 その他 シナジー経営株式会社 福井市 高木中央2丁目701番地　ウイング高木2F

6375 その他 しば歯科医院 福井市 江端町24-21-2-1F

6376 その他 ジビル調査設計株式会社 福井市 大願寺2丁目5番18号

6377 その他 しまむらケアサービス 福井市 高木中央2丁目1901―7

6378 その他 しみずケアサポート 福井市 グリーンハイツ4-174

6379 その他 しみずの杜 福井市 田尻栃谷町38-46-5

6380 その他 下味見生涯教育施設 福井市 折立町41-1

6381 その他 シャディつぼた　つくし野店 福井市 定正町1303

6382 その他 シャディつぼた　江守中店 福井市 江守中1丁目1004

6383 その他 シャディつぼた　松本本店 福井市 文京1丁目29-32

6384 その他 ジャパンポリマーク株式会社 福井市 清水杉谷町45-300

6385 その他 ジャパン保険サポート株式会社 福井市 城東４－２６－３４　廣田ビル２F南

6386 その他 シャルレ　勝木 福井市 南四ツ居２丁目１４－１０

6387 その他 シャルレ代理店　長岡幸江 福井市 運動公園１―２００２

6388 その他 シャンパーニュSAKO 福井市 定正町803番地

6389 その他 ジュエラ株式会社 福井市 問屋町1-3

6390 その他 ジュエリースカラベ 福井市 春山2-4-3

6391 その他 ジュエリータイム　アサヒ 福井市 大手３－１２－２０　ホテルフジタ福井１F

6392 その他 ジュエリー工房 アンソェル 福井市 高木中央3丁目1906

6393 その他 ジュエリー土屋 福井市 大手3-15-6

6394 その他 ジュビラン　ブルーム 福井市 高木２丁目106

6395 その他 昭和美術印刷(株) 福井市 福井市玄正島町8-23-1

6396 その他 ショートステイ　燦々 福井市 殿下町16-1

6397 その他 ショートスティきさらぎの里 福井市 殿下町16-1
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6398 その他 ショートステイきらら 福井市 光陽3丁目10-24

6399 その他 ショートステイつぐみ 福井市 渕1丁目2215番地

6400 その他 シラサワ建機株式会社 福井市 下河北町１－２５－１

6401 その他 シルキー長本 福井市 長本町1003-1

6402 その他 シルバーハイツつくも苑 福井市 福井市つくも２丁目５－５

6403 その他 シン・アイ 福井市 花堂中1-8-20

6404 その他 シンカイ脳梗塞リハビリセンター達成人 福井市 丸山1-1115

6405 その他 シンコー電業株式会社 福井市 三尾野町29-2-6

6406 その他 すいせんタクシー㈱ 福井市 成和１丁目2606

6407 その他 スカイミルネードジャパン株式会社 福井市 春日2丁目8番12号

6408 その他 スカイミルネードジャパン株式会社　羽 福井市 羽水1丁目624-2

6409 その他 スカイ保険企画 福井市 渕1-2002　1F

6410 その他 すがや歯科クリニック 福井市 菅谷町10-2-26

6411 その他 スキット株式会社 福井市 高木中央1-328

6412 その他 スキンケアスタジオミモザ 福井市 新田塚2-24-18　テラスハウスN-06

6413 その他 スゴイ上江ファーム 福井市 黒丸町10-16-1

6414 その他 スズキアリーナ今市 福井市 今市町５４－７

6415 その他 スズキアリーナ福井北インター 福井市 新保町17-24

6416 その他 すすき歯科クリニック 福井市 西谷2-2110

6417 その他 ススキ自動車工業所 福井市 古市2丁目3-3

6418 その他 ススキ電機株式会社 福井市 南四ツ居1-10-39

6419 その他 スターライト・トラベル 福井市 半田町

6420 その他 スタジオヤマシタ 福井市 新田塚1-70-30

6421 その他 すだちの家 福井市 東大味町9-15

6422 その他 ストークビル福井一番館　 福井市 福井市順化1丁目24-43

6423 その他 ストラテジオ株式会社 福井市 高柳2-603

6424 その他 すのうどろっぷ 福井市 福井市和田東1丁目2218番地

6425 その他 すのうどろっぷ居宅介護支援事業所 福井市 福井市和田東2丁目601

6426 その他 スピードプラン株式会社 福井市 板垣3丁目422

6427 その他 スペース源内有限会社 福井市 和田2-1201

6428 その他 スマートアイ 福井市 上野本町2-409

6429 その他 スマイルツアー企画　越前企画室 福井市 足羽1-24-8

6430 その他 スマイル歯科クリニック 福井市 中央２丁目７-１５

6431 その他 スリール 福井市 花堂南2丁目14-1創屋ビル3階

6432 その他 セーマ株式会社 福井市 三郎丸三丁目１２０１番地

6433 その他 セーレンＫＳＴ株式会社 福井市 福井市下六条町13-23

6434 その他 セーレンケーピー株式会社 二日市工場 福井市 二日市町18-1

6435 その他 セーレンケーピー株式会社 本社工場 福井市 灯明寺5字1番地1

6436 その他 セーレンコスモ株式会社 福井市 春日1-1-1

6437 その他 セーレン株式会社　新田事業所 福井市 新田塚１丁目６０番１号

6438 その他 セーレン株式会社 二日市事業所 福井市 二日市町18-1

6439 その他 セーレン株式会社　本社事業所 福井市 毛矢1丁目10－1

6440 その他 セーレン商事（株） 福井市 毛矢１丁目１０－１

6441 その他 セルフ エステティック スタジオDiDiA アピタ福井大和田店 福井市 大和田２丁目１２３０　アピタ福井大和田１F

6442 その他 センドウ 福井市 高木北2-1005

6443 その他 セントラルメディカル株式会社　福井支 福井市 福井市和田東2丁目1518番

6444 その他 タイコー 福井市 問屋町1丁目１１６番地

6445 その他 ダイシン株式会社 福井市 荒木新保町81-3-8

6446 その他 ダイシン建鉄 福井市 荒木新保町81-3-8

6447 その他 タイシン商事株式会社　本社 福井市 上北野１丁目8-7

6448 その他 だいだら植物店 福井市 二の宮3-26-3

6449 その他 ダイトーケミックス（株）　福井工場 福井市 石橋町３１字118

6450 その他 タイヤガーデン福井 福井市 西開発3-409

6451 その他 タイヤガレージ福井 福井市 福井市西開発1丁目2510開発マンションビル1F

6452 その他 タイヤガレージ福井南 福井市 江端町36-13-2

6453 その他 タイヤ館福井インター 福井市 和田中3丁目２１０番地

6454 その他 たいよう保育ルーム 福井市 福井市和田東2丁目601番地

6455 その他 タイヨー電子株式会社　森田事業所 福井市 定正町401

6456 その他 タカイ印刷 福井市 志比口３丁目４番１７号

6457 その他 たかぎタクシー 福井市 渕町27号405

6458 その他 タカスサーキット 福井市 西二ツ屋町2-1-35

6459 その他 たかはし歯科クリニック 福井市 経田2丁目201

6460 その他 たかやなぎはりきゅう整骨院 福井市 文京1-20-21

6461 その他 タガ整骨院 福井市 飯塚町30-21

6462 その他 たきなみ歯科クリニック 福井市 城東４－１３－４１

6463 その他 タクティクス福井　福井南営業所 福井市 みのり1丁目24-35

98 ページ



No. 業種 施設・店舗名 住所

6464 その他 たけうちクリニック 福井市 福井市乾徳１－１－１７

6465 その他 たけのその　計画相談支援事業所 福井市 グリーンハイツ6丁目111

6466 その他 たけのその　障害児相談支援事業所 福井市 グリーンハイツ６丁目111

6467 その他 ダスキンかど井 福井市 渕２丁目1009

6468 その他 ダスキンヘルスレント福井ステーション 福井市 大手2丁目１５－１１

6469 その他 タッセイ 福井市 河増町30-20

6470 その他 タツミシステム 福井市 下馬3丁目1701 ステイズII101

6471 その他 タナカ株式会社 福井市 下東郷町15-45

6472 その他 タナカ建装 福井市 二ノ宮1丁目16-14

6473 その他 タナカ工業株式会社 福井市 下東郷町15-45

6474 その他 たなか整形外科・眼科 福井市 種池１－１０１

6475 その他 タナカ農産株式会社 福井市 下東郷町15-45

6476 その他 タニオ保険株式会社 福井市 花堂中1-1-11

6477 その他 タマキ社労士事務所 福井市 城東4丁目11-6

6478 その他 たまや矯正歯科 福井市 米松1-11-1

6479 その他 だるま堂表具店 福井市 二の宮３－２３－１８

6480 その他 タロットルームひ.ら.り 福井市 松城町

6481 その他 たわらまち整形外科・内科クリニック 福井市 文京2丁目1番15号

6482 その他 たんぽぽ苑 福井市 福井市石盛3丁目301

6483 その他 たんぽぽ苑デイサービスセンター 福井市 石盛３丁目301

6484 その他 たんぽぽ苑居宅介護支援センター 福井市 石盛3丁目301

6485 その他 たんぽぽ苑問屋団地デイサービスセン 福井市 問屋町1-13

6486 その他 ツールピット 福井市 下馬２丁目３１１番地ライセンスビル２Ｆ

6487 その他 つくも苑デイサービスセンター 福井市 つくも２丁目５－５

6488 その他 ツチダ映像 福井市 東森田3丁目1008

6489 その他 つち田インシュランシュ 福井市 二の宮３－３５－２０

6490 その他 つち田インシュランシュ 福井市 江守中１-１７０１　２０３

6491 その他 ツナグエステート株式会社 福井市 灯明寺２－１１０４

6492 その他 つばさタクシー 福井市 若栄町1128-2

6493 その他 てあり薬局 福井市 渕二丁目902番

6494 その他 デイ・フィットネス楽らく　大宮 福井市 大宮5丁目13-24

6495 その他 デイ・フィットネス楽らく　渕 福井市 渕3丁目134 グランドコーポヤシロ1階

6496 その他 デイサービス　ふじしま 福井市 福井市高木中央3丁目1701

6497 その他 デイサービスがんばれ 福井市 志比口2丁目26-8

6498 その他 デイサービスセンター　サンホーム 福井市 勝見3-22-4

6499 その他 デイサービスセンター　サンホーム一乗 福井市 勝見３－２２－４

6500 その他 デイサービスセンターサンホーム一乗 福井市 勝見3丁目22-4

6501 その他 デイスパ･ヴィータ 福井市 下馬2-2313-1

6502 その他 デイホーム　楽ちんの家 福井市 市波町24-12

6503 その他 デイホーム楽ちんの家　なごみ 福井市 大久保町1-61

6504 その他 データサポート 福井市 東森田3丁目401

6505 その他 デザインスタジオ　オズ 福井市 ニの宮3丁目19-11-101

6506 その他 デザインビルド エヌ 福井市 花月３丁目３番１２号

6507 その他 デザインルーム103 福井市 福井市新田塚2丁目9－9

6508 その他 デューク福井 福井市 花堂東1-2-11

6509 その他 でんきほあん福井企業組合 福井市 御幸4丁目15-7

6510 その他 でんきランド　よしむら 福井市 福井市高木中央2丁目520

6511 その他 デンタルラボラトリーキリンSUN 福井市 羽水1-514-1

6512 その他 デンタル工房コリンズ 福井市 門前2-1208

6513 その他 トータルエステサロンＡＫＡＲＩ 福井市 飯塚町30-8

6514 その他 ドーム１１８ 福井市 大町2-1118

6515 その他 ときわガーデン　彩園 福井市 高木2-1009

6516 その他 トキワショウジカブシキカイシャ 福井市 運動公園4丁目202

6517 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟｴﾙﾊﾟ店 福井市 大和田2丁目1212　 ラブリーパートナーエルパ 1階

6518 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大和田中央市場前店 福井市 高柳1丁目915

6519 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ学園店 福井市 光陽2-3-26

6520 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ二の宮店 福井市 二の宮2-3-7

6521 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ福井東店 福井市 御幸3-16-22

6522 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ福井店 福井市 下馬3-430

6523 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ社南店 福井市 種池1-106

6524 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ若杉店 福井市 若杉4-1613

6525 その他 ドッグサロン・ポー 福井市 石盛町１０１４

6526 その他 とどろき工房 福井市 曽万布町8-8

6527 その他 どひ歯科クリニック 福井市 江守中2-1410

6528 その他 とみたタクシー 福井市 古市町11-10-4

6529 その他 とみ山タクシー 福井市 文京7-23-31
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6530 その他 とよしま運転代行 福井市 御幸2―22―26第3シルク21号

6531 その他 トヨタエルアンドエフ福井株式会社 本社 福井市 今市町３８－１０

6532 その他 トヨタカロ－ラ福井　株式会社　中央店 福井市 開発5-1003

6533 その他 トヨタカロ－ラ福井　株式会社　福井店 福井市 今市町62-16

6534 その他 トヨタカロ－ラ福井　株式会社　本社 福井市 志比口1-8-1

6535 その他 トライアングル・フォト 福井市 毛矢2-5-18-101

6536 その他 ドライバー福井 福井市 菅谷２丁目１６番９号

6537 その他 トラベル開発 福井市 福井市開発1丁目405

6538 その他 どんぐりの木 福井市 下森田新町

6539 その他 ナカノ 福井市 中野2-1501-17

6540 その他 ナカノ住宅開発株式会社 福井市 若杉2丁目1525番地

6541 その他 なかふじ整形外科 福井市 高柳町3丁目904－1

6542 その他 ナカブン株式会社 福井市 問屋町４－７０８

6543 その他 なかむら歯科クリニック 福井市 和田東2-1528

6544 その他 なかむら整骨院・鍼灸院 福井市 城東４丁目２０－１６

6545 その他 なかむら接骨院 福井市 乾徳3-11-16

6546 その他 ナカヤマ商事株式会社 福井市 新田塚1-25-18

6547 その他 なごみタクシー 福井市 佐野町８－５２

6548 その他 なごみファーム 福井市 清水畑町３４－４５－１　(ハウス所在地　福井市清水畑町７６－１４－３）

6549 その他 なごみ鍼灸整骨院 福井市 高木中央2-1711-1

6550 その他 なし 福井市 上六条町

6551 その他 ナック・ケイ・エス株式会社 福井市 串野町８－２０

6552 その他 ナツメタクシー 福井市 石新保町１１－４

6553 その他 ナポレオン 福井市 二の宮2丁目28-12

6554 その他 なむら歯科 福井市 下荒井町1-32

6555 その他 ナリス化粧品認定サロン Charis 福井市 桃園1-2-16

6556 その他 ナリタ自動車株式会社 福井市 高木中央2丁目3311

6557 その他 なんせい　福井市地区障がい相談支援事 福井市 グリーンハイツ６丁目111

6558 その他 にくまきおにぎり 福井市 福井市西谷2-523-502

6559 その他 にしむら皮フ科クリニック 福井市 木田３丁目２６０５番

6560 その他 ニッセイ・ライフプラザ福井 福井市 順化１丁目２１番１号

6561 その他 ニホン・ドレン株式会社　南山工場 福井市 福井市南山町28-1 2-A

6562 その他 ニホン・ドレン株式会社　本社 福井市 福井市小路町4-12-1

6563 その他 ニュートラル 福井市 長本町221-2

6564 その他 ニュートン・カーズ 福井市 八重巻町16-39-1

6565 その他 ネイルサロン 福井市 大町２丁目1214-2

6566 その他 ネイルサロン　ＯＳmu 福井市 文京1丁目１２－１７　牧田ビル1階

6567 その他 ネクスタス株式会社 福井市 久喜津町５５－５

6568 その他 ネザーランドドワーフ専門店うさんぽ 福井市 和田中2－2102タケウチビルB

6569 その他 ネッツトヨタ福井株式会社　中央店 福井市 開発町７－１２－１

6570 その他 ネッツトヨタ福井株式会社　福井店 福井市 下荒井町２０－３０

6571 その他 ネッツトヨタ福井株式会社　本店 福井市 今市町５８－１２

6572 その他 ノーステック 福井市 和田２丁目９０４

6573 その他 ノースパインマネジメント株式会社 福井市 八重巻町３０８

6574 その他 ノボリ電機 福井市 西天田町６－２

6575 その他 ノムデンタルクリニック 福井市 飯塚町30－23

6576 その他 パーク　水上 福井市 手寄1-15-23

6577 その他 ハードオフ福井南 福井市 舞屋町15-9-1

6578 その他 ハードオフ福井北 福井市 開発5丁目1908

6579 その他 ハーレーダビッドソン福井 福井市 開発5-1119

6580 その他 パイネック株式会社　本社 福井市 二の宮2丁目28番31号

6581 その他 ハイムあけぼの 福井市 河水町5-1-3

6582 その他 ハウスクリーニング　サンク 福井市 加茂河原２丁目２２－２１

6583 その他 ハウスドゥ　二の宮 福井市 幾代2丁目1413

6584 その他 ハウスドゥ二の宮 福井市 幾代2丁目１４１３

6585 その他 バク 福井市 乾徳2丁目2-11

6586 その他 ハクジュプラザ福井ベル店 福井市 花堂南2丁目16-1　2Ｆ

6587 その他 パッケージトランス株式会社　本社 福井市 南居町第81号1番地3

6588 その他 はなぐるま介護ステーション 福井市 志比口3丁目7-9　コーポラス栄101

6589 その他 ハノン 福井市 三郎丸町23-12-2

6590 その他 ハピテラス 福井市 中央1-2-1

6591 その他 ハピネス 福井市 中央２丁目９－１中広第二ビル３F

6592 その他 はぴフル運転代行 福井市 長本町801

6593 その他 ハピリン 福井市 中央1-2-1

6594 その他 はまだ歯科クリニック 福井市 八重巻町207

6595 その他 ハヤシ建築事務所株式会社 福井市 真木町61-2-19
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6596 その他 はやし交通 福井市 有楽町6-4

6597 その他 はやし歯科医院 福井市 花堂南1丁目11番34号

6598 その他 はやし整骨院 福井市 木田3-801

6599 その他 ハルール新田塚 福井市 新田塚1丁目35-38

6600 その他 バルーンギフト館 福井市 高柳１丁目805番地

6601 その他 ハルカデンキ 福井市 運動公園３丁目１０１７

6602 その他 パレットプラザ社店 福井市 渕２丁目1805

6603 その他 はんこ屋さん21　福井川合鷲塚店 福井市 福井市川合鷲塚町16-11-1

6604 その他 はんこ屋さん21福井店 福井市 乾徳1丁目5-1

6605 その他 ぱんだ鍼灸接骨院明里橋院 福井市 福井市明里町2-43

6606 その他 ピーチジョー県大 福井市 藤島町43字東畑ケ23番2

6607 その他 ピカイチピカイチ 福井市 文京5-15-19

6608 その他 ひかりケアホーム 福井市 板垣5丁目201

6609 その他 ひかり商事株式会社 福井市 御幸４－２１－１０

6610 その他 ひさなか労務会計事務所 福井市 光陽2丁目2-39　ウエストプラザC号室

6611 その他 ビジネシェア 福井市 石盛1-702

6612 その他 ひじりデンタルクリニック 福井市 高木中央２丁目７０１

6613 その他 ひだまり法律事務所 福井市 春山１丁目１番１４号　福井新聞さくら通りビル１階

6614 その他 ひなた介護タクシー 福井市 浅水町131－15－5

6615 その他 ひなた訪問看護ステーション 福井市 福新町306-4

6616 その他 ヒノデ工業株式会社 福井市 日之出5-4-28

6617 その他 ひびき整骨院 福井市 松本4丁目17-12

6618 その他 ひまわり補聴器 福井市 栃泉町28-2-6

6619 その他 ピュアレ・サンワ株式会社 福井市 開発5丁目315番地

6620 その他 ビューティーショップふじ田 福井市 乾徳1-5-29

6621 その他 ビューティースペース 福井市 三郎丸2丁目2203-2

6622 その他 ビューティスポット　アジル・ブラン 福井市 高木町25-6-1

6623 その他 ヒロトノワーク整体院 福井市 大宮6丁目17-35

6624 その他 ひろ住宅塗装 福井市 志比口２ー４ー１２

6625 その他 ピンクリボンライトアップ＠ハピテラス 福井市 問屋町3-410

6626 その他 ファイテンショップ福井フェニックス通 福井市 松本4-12-12

6627 その他 ファイナンシャル・ジャパン株式会社　 福井市 成和1-3106　KENJIビル1号室

6628 その他 ファイナンシャルジャパン（株）　事務 福井市 福井市成和1-3106KENJIビル１号室

6629 その他 ファイブスター 福井市 今市町35-3-2

6630 その他 フィアットアバルト福井 福井市 福1-515

6631 その他 ふうきや 福井市 栗森町浜225

6632 その他 ブーケトニア 福井市 照手4丁目6-24 フレアスパピヨン1階

6633 その他 フェイシャルエステ&メイクアップサロ 福井市 高柳3丁目3702アビトゥーロ15  102号室

6634 その他 フェニックスプラザ 福井市 田原1-13-6　フェニックスプラザ　２階

6635 その他 フェビオスソリューションズ株式会社 福井市 高柳２丁目１３０１番地レインボービル７階

6636 その他 プエンテスール 福井市 毛矢2丁目1-7

6637 その他 フォトアーツケルビン 福井市 福井市木下町6-1-15

6638 その他 フォトスタジオ　スマイル 福井市 西谷1丁目1507

6639 その他 フオトミツヤマ 福井市 宝永3丁目2-1

6640 その他 フォルクスワーゲン福井ルート８ 福井市 新保町26-44

6641 その他 フォレストリンク株式会社 福井市 風巻町18-3

6642 その他 フクイ・アロハレイ・フラ・スタジオ 福井市 長本町102

6643 その他 福井あぐりサポートセンター 福井市 藤島町49-4

6644 その他 ふくい共済 福井市 つくも1-5-20

6645 その他 フクイハイテック 福井市 真栗町25-32

6646 その他 フクイパイピングサービス株式会社 福井市 上河北町19－7－2

6647 その他 フクイボウ株式会社 山室工場 福井市 山室町72字6-1

6648 その他 フクイボウ株式会社・本社工場 福井市 福井市桃園2丁目1-15

6649 その他 フクイ工芸 福井市 花堂南２－１２－８

6650 その他 ふくい婚活サポートセンター 福井市 福井市中央1-21-37

6651 その他 フクイ中谷石材(株) 福井市 新保町17-22

6652 その他 フクビ化学工業株式会社　本社・本社工 福井市 三十八社町３３－６６

6653 その他 ふじい農園 福井市 定正１丁目７０３

6654 その他 プジョー福井 福井市 北四ツ居2-6-7

6655 その他 フジ企画株式会社 福井市 門前1-1706

6656 その他 ふとんのうちだ 福井市 長橋町17-3

6657 その他 ふなばし歯科クリニック 福井市 舟橋黒竜2丁目420番地

6658 その他 プラス・ホーム 福井市 江端町５－１８－１

6659 その他 プラスカフェ 福井市 花堂北1-5-7

6660 その他 プリティドッグ 福井市 板垣5-502

6661 その他 ぷりてぃふっとHANA 福井市 飯塚町30-13 コーポTH302
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6662 その他 ブルーバケーション 福井市 二の宮5-1-10

6663 その他 ブルーボックス 福井市 角折町17-11-3

6664 その他 ふる里運転代行 福井市 春日二丁目14－11

6665 その他 フレアスラべリア　種池店 福井市 種池1丁目1305番2

6666 その他 フレアスラべリア　和田東店 福井市 和田東1丁目1108

6667 その他 ブレイス 福井市 文京1丁目19-1-805

6668 その他 プレーティングシミズ株式会社 福井市 石盛町1丁目1720

6669 その他 プレシス 福井市 栗森町浜109

6670 その他 プレジデント福井　1号棟 福井市 下荒井町13-101

6671 その他 プレジデント福井　2号棟 福井市 下荒井町13-101

6672 その他 プレジュール 福井市 江端町3-4-2

6673 その他 フローレンス 福井市 米松２丁目11-10

6674 その他 プロフィットサポート㈱ 福井市 問屋町1丁目41

6675 その他 文村歯科医院 福井市 栄町16-3

6676 その他 ペイント　プロ 福井市 舟橋新1-1405

6677 その他 ぺいんと工房 福井市 大瀬町37-24

6678 その他 ペットサロン　BUBBLES 福井市 日之出2-2-16

6679 その他 ペットサロン ウチダ 福井市 高木町30-2-33

6680 その他 ペットシッターゆう 福井市 灯明寺2-203

6681 その他 ベビーシッターくれいどる 福井市 福井市春日町249-4

6682 その他 ベルトラベルサロン 福井市 花堂南2-16-1

6683 その他 ヘルパーステーションこころ弐 福井市 三十八社町401-22

6684 その他 ヘルパーステーション花笑み 福井市 舞屋町4-3-11

6685 その他 べレオ 福井市 文京5丁目31番21号

6686 その他 べレオ城東 福井市 城東4丁目3番5号

6687 その他 べレオ文京 福井市 文京4丁目6番5号

6688 その他 ボイスキャストマーブル 福井市 二の宮

6689 その他 ホープあけぼの 福井市 河水町5-1-1

6690 その他 ホームヘルプサービスつくも苑 福井市 つくも２丁目５－５

6691 その他 ホームメイドクッキング　福井教室 福井市 大手3丁目4-1福井放送会館B1F

6692 その他 ポーラ　エステ IN  ミヤ 福井市 大町1丁目512-3

6693 その他 ポーラ　エステイン　ミカ 福井市 福井市福1－1610

6694 その他 ポーラ　キャンディショップ 福井市 足羽２丁目１１－２１

6695 その他 ポーラ　ザ　ビューティ　福井米松店 福井市 長本町418

6696 その他 ポーラ化粧品 新福井 福井市 二ノ宮 1丁目 5―30

6697 その他 ポーラ化粧品チャーム店 福井市 高木中央3-1107

6698 その他 ほけんの窓口　福井二の宮店 福井市 福井県福井市二の宮4-1-10　ｵﾌｨｽNﾋﾞﾙ1F

6699 その他 ほけん蔵ふくい 福井市 大手2-16-19

6700 その他 ほたに 福井市 中央1丁目19-15

6701 その他 ぽたぽたポタリー 福井市 新田塚2-24-10　テラスハウスS 2

6702 その他 ほっと地域リハビリセンター福井 福井市 四ツ井2-1-10

6703 その他 ほっと地域包括ケアセンター福井北 福井市 大和田2丁目2101

6704 その他 ボヌールヴィエント 福井市 問屋町4丁目214

6705 その他 ホビーオフ福井南 福井市 舞屋町15-9-1

6706 その他 ポルシェセンター福井 福井市 北四ツ居3-1-49

6707 その他 ボルボ・カー福井 福井市 開発町8-4

6708 その他 ホワイトニングサロンKiratt 福井市 灯明寺1丁目1301

6709 その他 ホワイト鍼灸治療院 福井市 江守中１丁目４１３　メゾンホワイトD-110

6710 その他 ホンダカーズ福井中央　御幸店 福井市 御幸４－１１－２２

6711 その他 ぽんぽこ整体 福井市 月見５丁目８－５

6712 その他 マーションジャパン　福井流通センター 福井市 下江守町54-2-37

6713 その他 まあぶる 福井市 門前2丁目920

6714 その他 マイクロシステム 福井市 左内町5-16

6715 その他 まいほむ株式会社 福井市 石盛町812番地

6716 その他 マイヤ鈑金 福井市 大町1-706-1

6717 その他 まえだタクシー 福井市 八ツ島町第１５号４－３

6718 その他 マキタタクシー 福井市 開発1-1205

6719 その他 まきの接骨院 福井市 北今泉町5-2-12

6720 その他 まきレディースクリニック 福井市 新田塚町101

6721 その他 ますだ整骨院 福井市 菅谷1-7-2

6722 その他 ますなが整骨院 福井市 下河北町28-8

6723 その他 まちづくり福井株式会社 福井市 中央1丁目2番1号

6724 その他 まつだ眼科 福井市 文京6-28-7

6725 その他 まつむら眼科クリニック 福井市 上北野１丁目25-19

6726 その他 まなびサイト二の宮店 福井市 高木中央１丁目２５０２－３

6727 その他 マミクル株式会社 福井市 和田中町105-38
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6728 その他 マユーラ 福井市 山室町44-25

6729 その他 マユタマフラワー 福井市 福2丁目908-1

6730 その他 マリージョゼ　事務所 福井市 有楽町3-7　山岸ビル1F

6731 その他 マリントラベル株式会社 福井市 文京７－１８－２８　フクオカビル２Ｆ

6732 その他 マルキ建材株式会社　事務所 福井市 南居町81-1-10

6733 その他 マルコ商会 福井市 花月１丁目６－９

6734 その他 マルフク運転代行 福井市 光陽2丁目13-23

6735 その他 マンションクリエイト 福井市 光陽３－１－３

6736 その他 ミシン館 福井市 北四ツ居3丁目304

6737 その他 みずのもと 福井市 日光2-25-3 ウエストベルセル301

6738 その他 みずのもと整骨院 福井市 志比口1-12-27シヒグチビル１F

6739 その他 ミッキーズファクトリー 福井市 市波町３０－１１

6740 その他 みどり会計 福井市 若杉町11-8-5

6741 その他 みどり建設株式会社 福井市 文京6-13-27

6742 その他 みなと運転代行 福井市 二の宮5丁目3-8 COCO大宮B-102

6743 その他 ミナト商事株式会社 福井市 光陽１丁目６番１１号

6744 その他 ミニミニＦＣ福井店 福井市 手寄1丁目11番25号　1F

6745 その他 みのり建築（株） 福井市 月見4丁目7-8

6746 その他 みのり自動車工業株式会社 福井市 花堂中１丁目１－１６

6747 その他 みのる産業株式会社 福井市 三尾野町29-2-4

6748 その他 ミューコンタクト 福井市 種池１－１０１

6749 その他 みゆき整骨院 福井市 御幸3丁目12-11 コーポひとは1階

6750 その他 みよし建設株式会社 福井市 左内町1-16

6751 その他 ミルフローラ　アピタ福井大和田店 福井市 大和田二丁目1230番地 ｱﾋﾟﾀ福井大和田　2F

6752 その他 ムカイ電機システム 福井市 上野本町4丁目1312

6753 その他 メイプルケア大宮デイサービスセンター 福井市 大宮４丁目１３番１号

6754 その他 メイプルケア大宮介護相談センター 福井市 大宮４丁目１３番1号

6755 その他 メーチェ 福井市 二の宮2-7-1　1406

6756 その他 メガネのいまむら 福井市 安原町2-8

6757 その他 メガネバンク株式会社 福井市 西開発1丁目2310

6758 その他 メゾンⅤ 福井市 明里町4-19

6759 その他 メゾンデザイン工房株式会社 福井市 開発5丁目806番地

6760 その他 ﾒﾀﾙﾌﾟﾚｰﾄ・ササキ有限会社 福井市 荒木別所町6-2-2

6761 その他 メラク　ジュエリーショップ 福井市 中央3ー9ー1

6762 その他 メルセデス・ベンツ福井 福井市 北四ツ居2-1-15

6763 その他 めるたん 福井市 花守町4-29

6764 その他 メンズエステカラット 福井市 二の宮4-1-7

6765 その他 メンズカラット　二の宮店 福井市 二の宮４－１－７

6766 その他 メンズサロンGOGO 福井市 北四ツ居1丁目8-24　エメラルドビル5階

6767 その他 メンテ屋 克 福井市 足羽4-12-13

6768 その他 モト・スペース　アキモト 福井市 長本町

6769 その他 もみつぼ5　８号線福井新保店 福井市 開発５丁目１９０２

6770 その他 もみほぐし88 福井市 大町2-1001

6771 その他 モリクニ住宅工房 福井市 大町15-104-2

6772 その他 モンキースマイルスタジオ 福井市 高木中央2丁目3007-3

6773 その他 やじるしデザイン 福井市 長本町118－1アパガーデンコート長本201号

6774 その他 やしろファミリークリニック 福井市 渕2-903

6775 その他 やしろ歯科クリニック 福井市 福井市渕４－１１１３

6776 その他 やしろ中央接骨院 福井市 福1-2120-1

6777 その他 ヤスダウェルフーズ株式会社 福井市 高柳1丁目2512

6778 その他 やすらぎの家 福井市 日之出3-12-8

6779 その他 やすらく 福井市 みのり四丁目14-17清水ビル

6780 その他 やたい劇場 福井市 宝永1-14-20

6781 その他 やなぎはら治療院 福井市 乾徳1丁目11-7

6782 その他 ヤマダデンキ　テックランド福井大和田 福井市 大和田2-1602

6783 その他 ヤマモトデンタルシステム 福井市 順化2-9-5

6784 その他 やまもと接骨院 福井市 宝永１丁目39-5

6785 その他 やよい自動車 福井市 花堂東1-15-5

6786 その他 やわら接骨院 福井市 菅谷2丁目11-31

6787 その他 有限会社ナカジマ 福井市 丸山一丁目1216

6788 その他 有限会社安川自動車 福井市 真木町142-8

6789 その他 ゆうじタクシー 福井市 若栄町1207

6790 その他 ゆうらくざおおくら 福井市 高木中央1-3009-2

6791 その他 ゆき歯科クリニック 福井市 羽水1丁目１０２

6792 その他 ゆず庵 福井城東店 福井市 城東4-29-15

6793 その他 ユタカ株式会社 福井市 福井市小宇坂町18-41-1
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6794 その他 ユニオントラベル福井 福井市 問屋町1-35　

6795 その他 ユニコシステム株式会社 福井市 和田東２丁目１４０１番地

6796 その他 ユニックス(株)　本社 福井市 問屋町１丁目１０番地

6797 その他 ユニバーサルジャパン協同組合 福井市 文京5丁目17番3号

6798 その他 ユニバーサルモーター株式会社 福井市 福1-515

6799 その他 ゆびわ工房プレフェレ 福井市 和田１丁目１－８

6800 その他 ゆり鍼灸院 福井市 渡町５５６－１

6801 その他 ヨガスタジオ　Shukla 福井市 中央1丁目19―3

6802 その他 よどえ動物病院 福井市 大宮2-28-25 

6803 その他 ライフカレッジあけぼの 福井市 河水町5-1-1

6804 その他 ライフトレーニング 福井市 問屋4丁目506

6805 その他 ライフマイスター 福井市 松本4丁目１１－９　IWAビル

6806 その他 ラッキー運転代行 福井市 下中町2-1-33

6807 その他 ラック有限会社 福井市 原目町20-28-2

6808 その他 ラトリエ 福井市 西学園２－９０７

6809 その他 ラニイ福井貨物株式会社本社 福井市 西開発3丁目２０４－３

6810 その他 ラフィナート浅水 福井市 浅水三ケ町

6811 その他 ララプリマドンナ 福井市 高柳2丁目114

6812 その他 ララプリマドンナ カリヨン店 福井市 西開発3-314

6813 その他 ララプリマドンナ駅前店 福井市 中央1丁目6-16

6814 その他 ランクアップ 福井市 舞屋町第10号812番地

6815 その他 ランドマックス株式会社 福井市 加茂緑苑町917番地

6816 その他 リードエージェンシー有限会社 福井市 福井市北四ツ居１丁目３４－１９

6817 その他 リカーワールド華　本部 福井市 問屋町2丁目35番地

6818 その他 リサイクルハウス 福井市 米松2-2-16

6819 その他 リ－ドエ－ジェンシ－有限会社 福井市 北四ツ居1-34-19

6820 その他 りはーとふくい 福井市 開発5丁目1207番地 コミュニティリゾート リライム1階

6821 その他 リハビリデイサービスすきっぷ 福井市 松本3丁目29-14

6822 その他 リハビリデイサービスわかすぎ 福井市 福井市若杉4丁目1602番地

6823 その他 リベルテ竜 ―大宮― 福井市 大宮６丁目17―24

6824 その他 リム工房 福井市 江守中二丁目907ローズハイツ的場102

6825 その他 リライム旅行センター 福井市 開発町6-6-1

6826 その他 リラクゼーション　アイリス 福井市 御幸4一20一7

6827 その他 リラクゼーション　ナトゥール 福井市 中央1丁目17-18  ハコダビル2F

6828 その他 リラクゼーションサロン向日葵 福井市 二ノ宮4丁目22-20

6829 その他 リラクゼーション天空 福井市 石盛町1008

6830 その他 リリーサロン 福井市 大宮５丁目14-28

6831 その他 リングフィット 福井市 大宮６丁目15-26　DonDoビルC号室

6832 その他 リンゴエンタープライズ(有) 福井市 町屋1-2-15

6833 その他 ルーチェ 福井市 長本町418　パルティール長本2F

6834 その他 ルートストック株式会社 福井市 問屋町1-10

6835 その他 ルシェルシェ 福井市 文京1-27-1リバティ文京203

6836 その他 レインボウトラベル 福井市 福井市勝見３丁目２０－１パークハイツ御幸４Ａ

6837 その他 レインボー21 福井市 高木中央3丁目1601

6838 その他 レインボー灯明寺 福井市 灯明寺町59-12-1

6839 その他 レインボー二の宮 福井市 二の宮2丁目8-21

6840 その他 レーベン福井THE MASTERS TOWER マ 福井市 大手3-14-10 TMY大名町ビル7階

6841 その他 レクサス福井 福井市 大和田２丁目２００２

6842 その他 レジーナオフィス 福井市 下馬3丁目８１２ラ・ソレイユ１０３号

6843 その他 レジデンスFURUSAKI 福井市 日光2丁目17-12

6844 その他 レストアガレージD-use 福井市 舟橋新2-801

6845 その他 レセアオート 福井市 深谷町5-5-1

6846 その他 レディースアートネイチャー 福井市 大手3-2-1　福井ビル2F

6847 その他 レントオール福井 福井市 福井市成和２丁目３０３

6848 その他 レントドゥ！二の宮店 福井市 幾代2丁目1413

6849 その他 ロインジオ 福井市 成和2丁目902

6850 その他 ろかひ堂 福井市 松城町１－２７

6851 その他 ワーク＆ヘルス社労士事務所 福井市 照手３丁目３－１

6852 その他 ワーク&ヘルス社労士事務所 福井市 照手3丁目3ｰ1

6853 その他 ワークあけぼの 福井市 河水町5-1-1

6854 その他 ワークハウスエビス 福井市 問屋4丁目506

6855 その他 ワールド観光 福井市 乾徳1丁目2番10号

6856 その他 ワイズリンク 福井市 福井市開発2丁目710　開発野阪ビル２F

6857 その他 わかすぎ歯科クリニック 福井市 若杉4-813

6858 その他 ワコー電機株式会社福井営業所 福井市 問屋町1丁目246

6859 その他 ワシダ設計事務所 福井市 丸山１丁目１０６
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6860 その他 ワトム合同会社 事務所 福井市 二の宮3-4-32

6861 その他 ワニプロダクション 福井市 三郎丸2－2106－2

6862 その他 旭電設株式会社 福井市 福井市御幸４－６－８

6863 その他 芦見簡易郵便局 福井市 西中町3-9-1

6864 その他 飴善ニット 福井市 御幸1-7-8

6865 その他 安実農場 福井市 寺前町34-30

6866 その他 安積濾紙株式会社　福井工場 福井市 石橋町31字甲ノ山119-2

6867 その他 安全運転代行 福井市 大宮2-5-14

6868 その他 安田蒲鉾株式会社 福井市 高柳1丁目2512

6869 その他 安本写真館 福井市 つくも１丁目1-28

6870 その他 安本昭商店 福井市 安原町7-4

6871 その他 伊井興業　駅前売店 福井市 中央１丁目１７－１

6872 その他 伊藤・野条法律事務所 福井市 順化１丁目２４－３８サウスコート福井５階

6873 その他 伊藤医療器株式会社 福井市 大宮4-11-5

6874 その他 伊藤建設株式会社　事務所 福井市 福井市波寄町5-6

6875 その他 伊藤捨録経営会計事務所 福井市 御幸3-15-7

6876 その他 医療法人　永井歯科医院 福井市 福井市若杉2丁目1537

6877 その他 医療法人　橋本歯科医院 福井市 浅水三ケ町5-27-2

6878 その他 医療法人　御幸歯科クリニック 福井市 御幸３－１６－３４ 

6879 その他 医療法人　青木歯科医院 福井市 中央１－１０－８

6880 その他 医療法人　前川歯科医院 福井市 城東4-3-17

6881 その他 医療法人　平泉歯科医院 福井市 板垣5丁目908

6882 その他 医療法人MDO　大手グリーン歯科 福井市 大手2-3-1　三の丸ビル1F

6883 その他 医療法人キッド歯科医院 福井市 田原2-3-7

6884 その他 医療法人そら歯科医院 福井市 高柳3-3507

6885 その他 医療法人三船内科クリニック 福井市 北四ツ居1-2-10林ビル1階

6886 その他 井ザワ画房 福井市 羽水2丁目720-1

6887 その他 井上金庫グループ本社 福井市 西木田3丁目5-1

6888 その他 井上商事株式会社　本社 福井市 日之出2-1-6

6889 その他 井上流通サービス㈱　福井営業所 福井市 東森田1丁目2704

6890 その他 一機整骨院 福井市 西開発4丁目1011番地

6891 その他 一級建築士事務所　Ｋ's planning 福井市 福井市花堂南1-8-25

6892 その他 一乗ふれ愛園 福井市 小稲津町１０２－３

6893 その他 一乗谷郵便局 福井市 東新町１１－４６

6894 その他 一生美健鍼灸院 福井市 高木中央2-704 WESTビル 2-B

6895 その他 一張羅焼 福井市 上中町

6896 その他 一般財団法人福井県建築住宅センター 福井市 御幸３丁目１０番１５号

6897 その他 一般社団法人 Work Happiness Institute 福井市 福井市中央3-5-12  クラフトブリッジ2F

6898 その他 一般社団法人　YOLO・FUKUI 福井市 大宮２丁目3-25

6899 その他 一般社団法人　福井県サッカー協会 福井市 大宮6丁目17-17

6900 その他 一般社団法人　福井県建築士会 福井市 御幸3丁目10番15号

6901 その他 一般社団法人　福井県歯科医師会 福井市 大願寺3－4－1

6902 その他 一般社団法人　福井県庁退職者 福井市 松本３丁目１６－１０

6903 その他 一般社団法人 福井県薬剤師会 福井市 光陽4-11-22

6904 その他 一般社団法人キトイオン協会 福井市 御幸4丁目11-9 東建ビル3F

6905 その他 一般社団法人ふくい美山きときとき隊 福井市 大宮町30-16

6906 その他 一般社団法人プラス 福井市 西谷２丁目２８０１－１

6907 その他 一般社団法人ラシーヌ 福井市 福井市春山１丁目７－８　春山清水ビル２階

6908 その他 一般社団法人福井県タクシー協会 福井市 西谷１丁目１４０１番地

6909 その他 一般社団法人福井県トラック協会 福井市 別所町17-18-1

6910 その他 一般社団法人福井県建築工業会 福井市 大手2丁目4-24

6911 その他 一般社団法人福井県産業資源循環協会 福井市 米松2丁目24-20

6912 その他 一般社団法人福井県自動車整備振興会 福井市 西谷１丁目１４０１

6913 その他 一般社団法人福井県不動産のれん会事務 福井市 御幸4丁目12-15

6914 その他 宇賀治医院 福井市 田原2-6-11

6915 その他 宇佐美材木株式会社 福井市 川尻町41-68-1

6916 その他 宇野医院 福井市 春山１－８－２５

6917 その他 宇野歯車工業本社工場 福井市 みのり１丁目７番２号

6918 その他 羽水タクシー事業部 中央営業所 福井市 羽水1丁目702

6919 その他 羽生郵便局 福井市 大宮町２７－１８

6920 その他 運転代行スリースター 福井市 福井市大宮5-8-9

6921 その他 栄福商事株式会社 福井市 田原２丁目５番７号

6922 その他 永平寺観光株式会社 福井市 重立町17-25-1

6923 その他 永和住宅株式会社 福井市 問屋町4丁目620番地

6924 その他 英　歯科 福井市 手寄1-10-10

6925 その他 英光産業株式会社 福井市 成和2丁目306
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6926 その他 英歯科 福井市 福井市手寄1-10-10

6927 その他 英進商事 福井市 宝永４-2-4

6928 その他 益茂証券株式会社　本店 福井市 中央3-5-1

6929 その他 越前フィッシングセンター 福井市 三郎丸3丁目1105

6930 その他 越前株式会社　事務所 福井市 和田東２－１７１６

6931 その他 越前機工 福井市 花堂北1丁目14-13ディアス花堂201

6932 その他 越前警備株式会社 福井市 豊岡1丁目1-4-16

6933 その他 越前三方郵便局 福井市 清水杉谷町４－１６

6934 その他 越前信用金庫 二の宮支店 福井市 二の宮3丁目13-1

6935 その他 越前信用金庫 美山支店 福井市 境寺町1-3-1

6936 その他 越前信用金庫 福井支店 福井市 米松2丁目24-45

6937 その他 越前本郷郵便局 福井市 大年町１－１２

6938 その他 越廼漁業協同組合 福井市 茱崎町１４－３２

6939 その他 越廼郵便局 福井市 茱崎町１－１４

6940 その他 遠矢歯科医院 福井市 二の宮5-6-13

6941 その他 奥武建設工業株式会社 福井市 福井市大東２－１－５

6942 その他 奥本タイプ印刷所 福井市 福井市西開発1丁目1010-1

6943 その他 横山タクシー 福井市 下江守町27-7-3

6944 その他 横山正憲税理士事務所 福井市 福１丁目２９１８　ニシグチ福町ビル３階

6945 その他 横山電機株式会社 本社 福井市 下馬２丁目２０４番地

6946 その他 横田建築設計株式会社 福井市 成和1丁目1119

6947 その他 横浜幸銀信用組合　福井支店 福井市 御幸4丁目10番25号

6948 その他 岡崎真光堂 福井市 上江尻町3-407

6949 その他 岡山部品株式会社 福井市 文京1丁目44-17

6950 その他 岡保郵便局 福井市 殿下町３５－５４

6951 その他 屋武組 福井市 下森田町　85-1

6952 その他 乙部司法書士事務所 福井市 大手二丁目２２番３５号　第一ビル１F

6953 その他 音楽堂いちばん店 福井市 今市町２４－１３

6954 その他 下味見郵便局 福井市 折立町１１－３２

6955 その他 加賀歯科クリニック 福井市 中央3－2－15

6956 その他 加藤交通 福井市 江尻ヶ丘町17

6957 その他 加藤歯科医院 福井市 中央2丁目3-1

6958 その他 加畑皮膚科医院 福井市 中央3ー3ー1

6959 その他 家具の北梶 福井市 宝永2丁目8-10

6960 その他 家庭健康管理研究会　福井ふくらむ支部 福井市 桃園1丁目４－３

6961 その他 家庭健康管理研究会永平寺支部　指導会 福井市 桃園1丁目４－２

6962 その他 河合税務会計事務所 福井市 春山１－９－１３

6963 その他 河合鉄工株式会社 福井市 花堂北１丁目１５－３８

6964 その他 河合郵便局 福井市 川合鷲塚町２５－１９－１

6965 その他 河村友尋 福井市 甑谷町6-3

6966 その他 河野浩明 福井市 松本4丁目19番10号サーパス松本フェニックス通り1101号室

6967 その他 花山工業株式会社 福井市 三尾野町２９－２－７

6968 その他 花﨑健一税理士事務所 福井市 西開発４丁目６０４番地

6969 その他 賀茂神社 福井市 加茂町7-2-16

6970 その他 雅　観光サービス 福井市 東森田１丁目１９０６

6971 その他 介護タクシー あゆみ 福井市 毛矢2-11-11

6972 その他 介護タクシーHAL 福井市 河増町22-22

6973 その他 介護タクシーうえだ 福井市 本堂町37-1-51

6974 その他 介護老人保健施設あじさい 福井市 福井市西下野町15-12

6975 その他 会社仁力オペレーション 福井市 寺前町4-1-19

6976 その他 快活CLUB福井駅前店 福井市 大手2-6-4 2～3F

6977 その他 快活CLUB福井米松店 福井市 米松2-23-33

6978 その他 快眠ドライヘッドスパ nofumin 福井市 上野本町3丁目1620 2F

6979 その他 開発整形外科眼科 福井市 開発町２４－１５－１

6980 その他 開発調査設計　株式会社 福井市 開発3丁目614

6981 その他 開発木材事務所 福井市 開発3－1521

6982 その他 貝谷自動車株式会社 福井市 春山2丁目23-19

6983 その他 革工房　銭屋 福井市 中央１－12－14

6984 その他 楽ちんの家介護相談所 福井市 市波町24-12

6985 その他 楽天生命代理店（後藤秀和） 福井市 福井市二の宮2丁目26-32

6986 その他 笠松物産㈱ 福井市 北四ツ居1丁目8-24　ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾋﾞﾙ5F

6987 その他 株式会社  エイ・エム　福井営業所 福井市 問屋町3丁目714番地

6988 その他 株式会社　Att 福井市 御幸1丁目11-12

6989 その他 株式会社 A-Z FACTORY 福井市 渕4-704　社中央会館2階

6990 その他 株式会社　ＣＡＲ－ＭＡＮ 福井市 石盛町608

6991 その他 株式会社　ＣＲＳ 福井市 花堂南二丁目１２番２４号
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6992 その他 株式会社　EARTH　TECH 福井市 灯明寺3丁目1103

6993 その他 株式会社　EIJI建築設計事務所 福井市 高木中央1丁目1904

6994 その他 株式会社 Focal Trust 福井市 問屋町4丁目1207

6995 その他 株式会社 Fumo Tec  private salon 福井市 町屋2丁目

6996 その他 株式会社　ＪＰＮ 福井市 花月4-1-2　2Ｆ

6997 その他 株式会社 LIXIL 福井市 大和田2丁目505

6998 その他 株式会社　NOJIRI WORKS 福井市 真木町59-1-19

6999 その他 株式会社　Ohana Kay 福井市 高柳2丁目1401番地1

7000 その他 株式会社　Ｒ＆Ｈホ－ルディングス　北 福井市 二の宮2丁目19番2号

7001 その他 株式会社　TA-TOOL 福井市 花堂中2丁目2-2

7002 その他 株式会社　TSUNAGU 福井市 問屋町2丁目28

7003 その他 株式会社 Up the Mark 福井市 日之出1丁目7-5

7004 その他 株式会社 Up the Mark FUKUI 福井市 日之出1丁目7-5

7005 その他 株式会社 U-Style 福井市 渕3丁目 1010 ループヤシロ1号 202

7006 その他 株式会社　Ｖｅｒｓｕｓ 福井市 福井市日光２丁目２１－２６

7007 その他 株式会社　Yuuki-Films 福井市 狐橋1丁目901・2F

7008 その他 株式会社　アイ 福井市 問屋町4-821

7009 その他 株式会社 アイシー物流 福井市 寺前町18-12

7010 その他 株式会社　アイブリック 福井市 深谷町11-12-3

7011 その他 株式会社　アクテイブ・プラン 福井市 川合鷲塚町23-2-4

7012 その他 株式会社　アルファー・ジャパン 福井市 本堂町63-67

7013 その他 株式会社　イワタ 福井市 高木中央2丁目1803

7014 その他 株式会社　ウインズプラスミズコシ 福井市 豊岡1-15-7

7015 その他 株式会社　エーゼット企画 福井市 福井市成和1丁目3112-2Ｆ南

7016 その他 株式会社　エール水仙 福井市 福井市大手3-17-1

7017 その他 株式会社　エクセレント１ 福井市 問屋町１丁目２１番地

7018 その他 株式会社　エコライフ 福井市 灯明寺3丁目1103

7019 その他 株式会社　エス・ケー・シィ 福井市 福井市西谷2丁目404

7020 その他 株式会社　エスティケー 福井市 布施田町4-14

7021 その他 株式会社　エビス自動車商会 福井市 灯明寺3丁目2005

7022 その他 株式会社　エフ・ケイ・ケイ 福井市 中央3丁目3番21号

7023 その他 株式会社　エムエーツール 福井市 三尾野町1-1-18

7024 その他 株式会社　エルワークス 福井市 成和２丁目1007

7025 その他 株式会社　オーエスジー・デザイン 福井市 上野本町4丁目1621

7026 その他 株式会社　オカダ薬局 福井市 豊島

7027 その他 株式会社　カズクリエイトオフィス 福井市 西開発1-2702

7028 その他 株式会社　カトー商会 福井市 花月2-9-25

7029 その他 株式会社　キャリアプラス 福井市 飯塚町7-10-10

7030 その他 株式会社 クイスト 福井市 花堂東1-6-3

7031 その他 株式会社　クラバウト 福井市 豊島1丁目7-22

7032 その他 株式会社　ケイ・マックス 福井市 和田東2丁目1611

7033 その他 株式会社　さちふる　本社 福井市 下荒井町16-109

7034 その他 株式会社　しゃり一 福井市 高木中央３丁目１０１番地

7035 その他 株式会社 ジュエリーマツダ 福井市 和田2丁目2117

7036 その他 株式会社　シンクグロー 福井市 板垣3丁目1504番地

7037 その他 株式会社　スカルト 福井市 八重巻町13-1

7038 その他 株式会社　セカンド 福井市 川合鷲塚町17-16

7039 その他 株式会社　ダイテル 福井市 御幸4丁目5-21

7040 その他 株式会社　ダイナテック 福井市 問屋町１丁目２０番地

7041 その他 株式会社　タカハシ塗装工業 福井市 菅谷２丁目９－６

7042 その他 株式会社　タキナミ 本社 福井市 順化１丁目２１－１９

7043 その他 株式会社　ダスキン大広 福井市 米松２丁目６番８号

7044 その他 株式会社　ダンテール 福井市 若杉1丁目1905番地

7045 その他 株式会社　ツーピース 福井市 福井市文京7-22-17

7046 その他 株式会社　テック・ウエデン 福井市 福井市石盛町715番地

7047 その他 株式会社　トウカイフクイ 福井市 高木中央1丁目　2505

7048 その他 株式会社　ニシデ・コンストラクション 福井市 更毛町11-22

7049 その他 株式会社　ニチセン商事 福井市 春江町江留上46-32-1

7050 その他 株式会社　ハート保険 福井市 天王町　１８－５

7051 その他 株式会社　バイクガレージ福井 福井市 門前２丁目601

7052 その他 株式会社　ハシケン 福井市 新田塚２丁目7ー22

7053 その他 株式会社 ハシノメディカル　ショールー 福井市 町屋2-8-10

7054 その他 株式会社 ピーディ 福井市 河水町14-30

7055 その他 株式会社 ビートラスト 福井市 栗森２丁目３１０２

7056 その他 株式会社　ヒットインドアテニススクー 福井市 三留町7ー3

7057 その他 株式会社 ファイン テック 福井市 田原1-1-21
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7058 その他 株式会社　フクイ解体 福井市 豊島2丁目7-7

7059 その他 株式会社　フクホウ 福井市 渡町601-1

7060 その他 株式会社　マツモトカーズ 福井市 高木中央2丁目4117番地

7061 その他 株式会社　マルイ縫製 福井市 大丹生町１３－１５－１

7062 その他 株式会社　みずほ銀行　福井支店 福井市 大手3-5-1

7063 その他 株式会社　ミライ 福井市 町屋3-17-1

7064 その他 株式会社　ムラタ自動車 福井市 文京4丁目26番2号

7065 その他 株式会社　メディカ 福井市 福井県福井市大和田二丁目202　opm308

7066 その他 株式会社　メディカルジャパン 福井市 足羽4丁目18-22

7067 その他 株式会社　ヤマグチ自動車工業 福井市 下莇生田町8-6-2

7068 その他 株式会社　ヤマサ製麺 福井市 大町2-1012

7069 その他 株式会社　リバーフォレスト 福井市 東森田1丁目2630番地

7070 その他 株式会社　旭ワーク 福井市 高木中央3丁目１６０４番地

7071 その他 株式会社　宇野 福井市 羽水2丁目308

7072 その他 株式会社　越前リース 福井市 狐橋1丁目901

7073 その他 株式会社　加藤自動車 福井市 福井市小幡町3-8-1

7074 その他 株式会社　河﨑眼鏡製作所 福井市 久喜津町34字１の２番地

7075 その他 株式会社　活衛工務店 福井市 花堂東2丁目1014番

7076 その他 株式会社　丸和 福井市 問屋町1-19

7077 その他 株式会社　喜多川技術修理 福井市 開発3-117

7078 その他 株式会社　紀宝 福井市 福井市浅水二日町137-10

7079 その他 株式会社　吉村組 福井市 篠尾町

7080 その他 株式会社　吉田ニッティング 福井市 八重巻中町５－３

7081 その他 株式会社　吉田重量 福井市 三留町8-1-1

7082 その他 株式会社　共栄電子　森田事業所 福井市 定正町401

7083 その他 株式会社　古　崎 福井市 西開発四丁目６１１番地

7084 その他 株式会社 光陽コンサルタンツ 福井市 久喜津町52-5-2

7085 その他 株式会社　江前 福井市 西開発4-1022

7086 その他 株式会社　高野電工 福井市 若杉4丁目1722番地

7087 その他 株式会社　根守美装 福井市 松本３丁目１０－１２

7088 その他 株式会社　三興工務店　事務所 福井市 御幸4丁目20番16号

7089 その他 株式会社 三玄　福井居住支援相談室 福井市 大宮6丁目17-35

7090 その他 株式会社　三好土木 福井市 上野本町3丁目808番地

7091 その他 株式会社　三﨑プリント　事業所 福井市 江端町７－１３－１

7092 その他 株式会社　山口モータース 福井市 堂島町14-24

7093 その他 株式会社　山本斫り解体業の事務所 福井市 上江尻町7-3

7094 その他 株式会社　秋吉グループ本部 福井市 下河北町5-30

7095 その他 株式会社　住まい工房 福井市 灯明寺3丁目331番地

7096 その他 株式会社　出口商会 福井市 門前町５－４－８

7097 その他 株式会社　小森電機商会 福井市 問屋町１丁目２０番地

7098 その他 株式会社　昌和 福井市 大土呂町3-10-1

7099 その他 株式会社　松田（幸）組 福井市 浜住町8-1

7100 その他 株式会社　上田防水布店 福井市 順化2丁目16－16

7101 その他 株式会社　新内 福井市 花堂中１丁目５番６号

7102 その他 株式会社　深谷 福井市 三ツ屋２丁目207番地

7103 その他 株式会社　人形のかぶと 福井市 花堂中２-22-16

7104 その他 株式会社　水野製作所　本社工場 福井市 市波17-12

7105 その他 株式会社　西川建築設計事務所 福井市 下六条町202番地

7106 その他 株式会社　西部開発 福井市 勝見3丁目15-7

7107 その他 株式会社　青木設備工業 福井市 江端町４ー１３

7108 その他 株式会社　青木鐵工所 福井市 二の宮1-8-15

7109 その他 株式会社　前建 福井市 下莇生田町2-9

7110 その他 株式会社　早川興業 福井市 中野２丁目1206

7111 その他 株式会社　早川商会 福井市 福井市文京2丁目6-24

7112 その他 株式会社　増永工業 福井市 川合鷲塚町17-31-1

7113 その他 株式会社　蔵建 福井市 福井市渕４－２３１０－２

7114 その他 株式会社　足羽建設 福井市 西方２－２２－１５

7115 その他 株式会社　足羽工業所 福井市 福井市稲津町75－21

7116 その他 株式会社　足羽工業所 福井市 福井市大手3丁目6－7

7117 その他 株式会社　多田商店 福井市 上野本町4丁目709番地

7118 その他 株式会社　大町ハウジング 住宅ＮＡＶＩ 福井市 木田3-911

7119 その他 株式会社　大町ハウジング 本社 福井市 花堂東1丁目5-33

7120 その他 株式会社　大邦地所 福井市 八重巻中町22-14

7121 その他 株式会社　大翔 福井市 和田東2丁目812

7122 その他 株式会社　地研 福井市 福井市下馬2丁目306番地

7123 その他 株式会社　竹下印刷所 福井市 手寄1丁目15-27
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7124 その他 株式会社　竹長 福井市 林藤島町11-2

7125 その他 株式会社　竹澤設備 福井市 二の宮5丁目1-14

7126 その他 株式会社　中健商店 福井市 成和1-2101-1

7127 その他 株式会社　中島建機 福井市 下六条町第35号25番地の1

7128 その他 株式会社　朝倉商会 福井市 問屋町4丁目211

7129 その他 株式会社 辻広組 福井市 江守中町8-18

7130 その他 株式会社　田中商店 福井市 木田町１５０７

7131 その他 株式会社　渡辺写真館 福井市 大手 2-21-12

7132 その他 株式会社　渡辺商事 福井市 宝永3-4-1

7133 その他 株式会社　土田鶏卵 福井市 御幸2丁目25-44

7134 その他 株式会社　島津 福井市 照手１丁目14‐12

7135 その他 株式会社　東部日新保険センター 福井市 日之出5-10-25

7136 その他 株式会社　東和自動車　学園店 福井市 学園3-1-10

7137 その他 株式会社　東和自動車　本店 福井市 菅谷町10-20-1

7138 その他 株式会社　日刊県民福井　本社 福井市 大手3丁目1番8号

7139 その他 株式会社　入羽建工 福井市 西開発１丁目1903

7140 その他 株式会社　入羽建工　森田営業所 福井市 東森田１丁目１０１０

7141 その他 株式会社　武盛 福井市 問屋町4丁目118番地

7142 その他 株式会社　武村鐵工所 福井市 足羽２丁目１２－３５

7143 その他 株式会社　福井ライン 福井市 月見５丁目1番21号

7144 その他 株式会社 福井市緑化木センター 福井市 文京6丁目11-13

7145 その他 株式会社　福井新聞印刷センター 福井市 福井市大和田2丁目801番地

7146 その他 株式会社　福井新聞社 福井市 大和田2丁目801番地

7147 その他 株式会社　福福交通 福井市 高木中央2-4110　レジレンスMAKI1階

7148 その他 株式会社　法美社 福井市 里別所新町505

7149 その他 株式会社　北陸ホイストクレーン 福井市 三ツ屋町13-11-2

7150 その他 株式会社　北陸環境サービス 福井市 白滝町67-2

7151 その他 株式会社 堀内農産 福井市 末広町2-1

7152 その他 株式会社　未来創造研究所 福井市 問屋町4丁目215

7153 その他 株式会社　柳原興業 福井市 福井市丸山町42-2

7154 その他 株式会社 力組 福井市 高柳２１３０１ レインボービル５F

7155 その他 株式会社　齊藤商会 福井市 荒木町2-8

7156 その他 株式会社　髙島鉄工所 福井市 和田中1丁目1713番地

7157 その他 株式会社A mbiente本店.福井店 福井市 開発5ー1112

7158 その他 株式会社ＡＢコーポレーション 福井市 四十谷町5-16

7159 その他 株式会社ＡＲＥ 福井市 西開発１丁目2508　野阪第二ビル202

7160 その他 株式会社Atelier Fosse 福井市 北四ツ居1-2-39 OHビル201

7161 その他 株式会社BW商事 福井市 田原１－１１－１２

7162 その他 株式会社ＤＭＣ 福井市 花堂南１丁目２－１８

7163 その他 株式会社E.R.C.福井 福井市 御幸4-13-21

7164 その他 株式会社Eight works 福井市 下馬3-1302

7165 その他 株式会社ESTATE ITSUKI 福井市 大町10-2-2

7166 その他 株式会社ＦＢＣオンパイ 福井市 文京２丁目６番２７号

7167 その他 株式会社ＦＢＣ福放 福井市 大和田２丁目－５１０

7168 その他 株式会社ＦＩＬ 福井市 大手1丁目1-14

7169 その他 株式会社Fireball 福井市 米松2丁目1-2

7170 その他 株式会社fuプロダクション 福井市 大和田2-801　福井新聞社7階

7171 その他 株式会社HEADLIGHT 福井市 大和田2丁目202　opmビル２０４号室

7172 その他 株式会社HNKworks　事務所 福井市 下馬３丁目

7173 その他 株式会社ＩＣＳ 福井市 新田塚１丁目７０－１

7174 その他 株式会社ID空創 福井市 渕3丁目203

7175 その他 株式会社ＩＲＩ 福井市 大町16-208

7176 その他 株式会社ＩＳ保険企画 福井市 福井市春日２－７－１２

7177 その他 株式会社ＪＰＮ Lab&Factory 福井市 順化2-1-6 大行ビル5F

7178 その他 株式会社ＪＴＢ　福井支店 福井市 中央1-2-1　ハピリン2階

7179 その他 株式会社ＪＴＢ　福井店 福井市 中央1丁目2-1ハピリン1階

7180 その他 株式会社KAIDO 福井市 大村町21-8-1

7181 その他 株式会社KAIMAS　事務所 福井市 順化1-17-29　3階

7182 その他 株式会社KCY 福井市 田原1-11-29

7183 その他 株式会社KOiKi 福井市 西木田1丁目8-1 片山ビル2F

7184 その他 株式会社K's-interior 福井市 真木町141-14-4

7185 その他 株式会社LCM　本社 福井市 二の宮3-3-6YMSビル3階301号室

7186 その他 株式会社ＬＩＦＥ 福井市 城東1丁目14-1

7187 その他 株式会社M＆K 福井市 桃園1-2-14

7188 その他 株式会社MACRO　事務所 福井市 福井市高木中央2-4007

7189 その他 株式会社ＭＤ設計 福井市 大手2丁目17－32
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7190 その他 株式会社Mind Garden 福井市 大町1-715 O-MACHI SIX 201A

7191 その他 株式会社ＭＹ　ＦＯＯＴ 福井市 高木中央1丁目2109　フォーラムハウスＧ

7192 その他 株式会社MyRプロモーション 福井市 福井市勝見3-19-24

7193 その他 株式会社ＰＴＯＫ 福井市 長本町220-1

7194 その他 株式会社R.style 福井市 二ノ宮3-4-14

7195 その他 株式会社RASTAGE 福井市 大宮6丁目５－１２

7196 その他 株式会社ReAL 福井市 中野2丁目1301

7197 その他 株式会社ＲＥＶＩＶＥ 福井市 里別所新町210

7198 その他 株式会社Ｓ－ＬＡＰ 福井市 問屋町3丁目1203番地

7199 その他 株式会社STARK 福井市 和田中町36-1-2

7200 その他 株式会社STUDIO・CASA 福井市 問屋町1丁目160レクタスビルA号室

7201 その他 株式会社SUNSHINE WORKS 福井市 御幸4-14-21

7202 その他 株式会社TAYASU 福井市 北楢原町13-26

7203 その他 株式会社TONOSAMA 福井市 毛矢2-1-9

7204 その他 株式会社TRUNK 福井市 開発4丁目402番地

7205 その他 株式会社TSK 福井市 上森田5丁目814-3

7206 その他 株式会社ＴＶ８チャンネル 福井市 長本町1003番地

7207 その他 株式会社ＷＡＬＬＥＳＳ 福井市 福井市大手３丁目1-15　ビアンモア大手ビル４階

7208 その他 株式会社YKT 福井市 花堂南2丁目14-17

7209 その他 株式会社YMS 福井市 二の宮3-3-6YMSビル3階302号室

7210 その他 株式会社アーク 福井市 米松1丁目15-11

7211 その他 株式会社アーサ 福井市 和田２丁目２１１３番地

7212 その他 株式会社アースコーポレーション　福井 福井市 御幸4丁目13-21

7213 その他 株式会社アートソフトウェア 福井市 下馬2丁目405番地

7214 その他 株式会社アートワークス 福井市 日光2-13-4

7215 その他 株式会社アイ・カンパニー 福井市 足羽1-2-1 ピアウエストFURUSAKI1F

7216 その他 株式会社アイガード 福井市 下馬2丁目101番地

7217 その他 株式会社アイビックス　本社 福井市 福井市下馬2丁目101

7218 その他 株式会社アイメル 福井市 新保町38-1

7219 その他 株式会社アイル 福井市 加茂緑苑町205番地1

7220 その他 株式会社アイン 福井市 福井市大宮２－１８－２５

7221 その他 株式会社あおいコンサルティング 福井市 真木町137-11

7222 その他 株式会社アキナカ室内装飾 福井市 二の宮５丁目１６－３５

7223 その他 株式会社アクティブパートナー 福井市 米松２丁目２４－２０

7224 その他 株式会社アコス 福井市 下細江町６－１

7225 その他 株式会社アタゴ 福井市 みのり4丁目13-1

7226 その他 株式会社アタゴ　テキスタイル工場 福井市 深見町12-1

7227 その他 株式会社アップライト 福井市 大和田2-511 FUKUビル

7228 その他 株式会社アド・ジャパン 福井市 和田2丁目1805番　マエダビル1F　B号室

7229 その他 株式会社アドヴァンスドリーム 福井市 宝永４丁目１９－６　プランタン福井宝永ビル３F　３０３

7230 その他 株式会社あどこれ 福井市 福井市西開発4丁目107-3

7231 その他 株式会社アニマート 福井市 山室町33-3

7232 その他 株式会社アバスライン 福井市 福井市和田中2-1931

7233 その他 株式会社あぶすと 福井市 毛矢2丁目1-9

7234 その他 株式会社アリス 福井市 丸山3丁目４０３

7235 その他 株式会社アルケー 福井市 今市町19-1-5

7236 その他 株式会社アルケーホールディングス 福井市 今市町19-1-5

7237 その他 株式会社アルケーメタックス 福井市 南山町28-1

7238 その他 株式会社イガラシ 福井市 定正町913-2

7239 その他 株式会社イチフク 福井市 飯塚町３１ー１２８

7240 その他 株式会社イワシタ 福井市 円成寺町1-6

7241 その他 株式会社インベストラ 福井市 松本4丁目19番10号サーパス松本フェニックス通り1101号室

7242 その他 株式会社ヴィータ 福井市 甑谷町28-1-6

7243 その他 株式会社ウィングコーポレーション 福井市 問屋町１丁目６

7244 その他 株式会社ウエキグミ　建築本部 福井市 福井市花堂南2丁目1番１３号

7245 その他 株式会社ウォール 福井市 福井市高木町77-41-2

7246 その他 株式会社ウララコミュニケーションズ 福井市 板垣3丁目1510番地

7247 その他 株式会社エアシーワ 福井市 高柳2丁目1301

7248 その他 株式会社エイチ・アイ・エス　福井営業 福井市 福井市大手 3-1-1 システム大手ビル1F

7249 その他 株式会社エーシィス　文京商品センター 福井市 文京6-21-5

7250 その他 株式会社エーシン 福井市 北四ツ居1丁目31番1号

7251 その他 株式会社エーライン 福井市 南四ッ居2丁目11-28

7252 その他 株式会社エクシング　福井支店 福井市 江端町36-18

7253 その他 株式会社エコ・クリーン 福井市 福井市二日市町20-12

7254 その他 株式会社エコ・ステーション 福井市 新田塚2丁目84-34

7255 その他 株式会社エコシステム 福井市 二日市町20-12
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7256 その他 株式会社エスライン 福井市 舞屋町2-22-2

7257 その他 株式会社エニックス 福井市 菅谷2-3-14

7258 その他 株式会社エフワイ　本社 福井市 川合鷲塚町57-1

7259 その他 株式会社エムアイテックフクイ 福井市 三ツ屋2-202

7260 その他 株式会社エル 福井市 西開発2-317

7261 その他 株式会社エル・ローズ本社事務所 福井市 三郎丸4丁目200番地

7262 その他 株式会社オアシスホープ 福井市 大宮6丁目１３－６

7263 その他 株式会社オートショップ福井 福井市 文京7丁目7-25

7264 その他 株式会社オクタケ 福井市 下河北町８－１７－２

7265 その他 株式会社オフィスMASUYA 福井市 春日１丁目５－４　佐々木会計事務所３F

7266 その他 株式会社オフィスサポートBP 福井市 開発2丁目506番地

7267 その他 株式会社オフィスタクト 福井市 木田町2710-1

7268 その他 株式会社オフィス長谷川 福井市 福井市木田1-1403

7269 その他 株式会社オプティックプリマ 福井市 文京7-8-7

7270 その他 株式会社オルグワークス 福井市 日之出3-11-19

7271 その他 株式会社カイエンジェーピー 福井市 八重巻町306-1-205

7272 その他 株式会社カサマツ鋼業 福井市 問屋町3-303

7273 その他 株式会社カズマ 福井市 八重巻町105

7274 その他 株式会社カタヤマ 福井市 みのり1-5-9

7275 その他 株式会社カツクラ 福井市 南居町８１－１－３５

7276 その他 株式会社カツミ工業 福井市 御幸4丁目17-19

7277 その他 株式会社カワカミパワーシステム　本社 福井市 和田１丁目５番１３号

7278 その他 株式会社キタジマ 福井市 福井県福井市高木中央2丁目3214

7279 その他 株式会社キタヤチ工務店 福井市 舞屋町2-17-2

7280 その他 株式会社キャリアネットワーク 福井市 新田塚1-25-18

7281 その他 株式会社キャンピオ辻万 福井市 毛矢2丁目3-1

7282 その他 株式会社キュウモック 福井市 八重巻町15-27

7283 その他 株式会社キョーフク 福井市 八ツ島町31号507番地

7284 その他 株式会社キヨカワ 福井市 和田中1丁目414

7285 その他 株式会社クアドリ 福井市 灯明寺町4丁目2509-1

7286 その他 株式会社クアドリ 福井市 灯明寺4丁目2509-1

7287 その他 株式会社クォードコーポレーション 福井市 下河北町11-13

7288 その他 株式会社くみあい電算センター 福井市 高木中央２丁目４２０１番地

7289 その他 株式会社クラリス 福井市 文京1丁目37-19

7290 その他 株式会社クリエーション 福井市 和田２丁目1015-1

7291 その他 株式会社グルーライブ 福井市 若杉3丁目903

7292 その他 株式会社クロス 福井市 河増町20-34-1

7293 その他 株式会社くろでん 福井市 渕4-805

7294 その他 株式会社ケーユー 福井市 福井市西開発３丁目２１０－２F

7295 その他 株式会社コアーズ 福井市 南四ッ居2丁目2番13号

7296 その他 株式会社コウヨウテックス 福井市 福井市日光

7297 その他 株式会社コーワ 福井市 三尾野町第２９号２番地１２

7298 その他 株式会社コスモボーサイ 福井市 足羽4丁目5-5

7299 その他 株式会社コバード 福井市 二の宮3丁目3-38-9

7300 その他 株式会社コムスター 福井市 花堂南1丁目5-16

7301 その他 株式会社コラソン 福井市 御幸4丁目1-11

7302 その他 株式会社コリンズカンパニー本社 福井市 舞屋町15-120

7303 その他 株式会社サーフボード 福井市 開発２丁目６１４

7304 その他 株式会社サウスフィールドプランニング 福井市 江尻ヶ丘町121

7305 その他 株式会社サカイエステック 本社社屋 福井市 成和2丁目1009-2

7306 その他 株式会社さくらリース 福井市 和田東1-903　Ｋ２ビル1階

7307 その他 株式会社さちふる　花堂事務所 福井市 花堂南1-5-30　花堂ナカノビル201

7308 その他 株式会社ザックジャパンカンパニー 福井市 成和

7309 その他 株式会社サン•エンジニア 福井市 布施田町第11号37番地

7310 その他 株式会社サンエアー　福井支店 福井市 福井市北四ツ居2丁目18-37

7311 その他 株式会社サンコンテンツ　東郷営業所 福井市 東郷ニケ町34-23-1　ホンドウビル1A

7312 その他 株式会社サンコンテンツ　本社 福井市 舞屋町1-1-1

7313 その他 株式会社サンデン 福井市 新田塚１－３４－１

7314 その他 株式会社シー・エス・ケー 福井市 光陽２丁目９ー21

7315 その他 株式会社ジークス　北陸支社 福井市 毛矢３丁目７－５　ＴＡＩＫＯ毛矢ビル５Ｆ

7316 その他 株式会社システム・アーバン 福井市 福井市光陽１丁目２７－４

7317 その他 株式会社ジャパンアイウェア 福井市 田尻栃谷町1-22

7318 その他 株式会社ジャパンペイント 福井市 豊島1丁目7ー5

7319 その他 株式会社ジャロック 福井市 下河北町22-1

7320 その他 株式会社ショウセイ 福井市 中荒井町１１ー８－２

7321 その他 株式会社シンカイ 福井市 丸山2丁目1405番
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7322 その他 株式会社スゴイファーム 福井市 南菅生22-3-1

7323 その他 株式会社スズキアリーナ福井中央 福井市 今市町35-8

7324 その他 株式会社スズキ自販北陸　学園店 福井市 学園2-10-10

7325 その他 株式会社スタジオ日放 福井市 板垣３丁目１６２１

7326 その他 株式会社スティール 福井市 羽水1丁目706番地

7327 その他 株式会社スプランドゥール福井支社 福井市 問屋町１丁目１３１　スプランドウールビル

7328 その他 株式会社スリーエス 福井市 上中町36-22-1

7329 その他 株式会社スリーエム企画 福井市 島橋町２－６

7330 その他 株式会社セイコウ 福井市 渕３丁目１１８番地

7331 その他 株式会社セキサイ 福井市 問屋町3丁目609番地

7332 その他 株式会社セキュリティハウス福井　福井東営業所 福井市 和田東2丁目1711

7333 その他 株式会社セクト 福井市 江守中２丁目１１０３

7334 その他 株式会社センケン 福井市 高木中央2-3203

7335 その他 株式会社ソーワ 福井市 問屋町１丁目４３番地

7336 その他 株式会社ダイゲンコーポレーション　本 福井市 問屋町１－２

7337 その他 株式会社ダイレック 福井市 高柳１丁目１１１２

7338 その他 株式会社タウンズふくい 福井市 大町2-110　ツジビル205

7339 その他 株式会社タキナミ 福井市 順化1丁目21番19号

7340 その他 株式会社タナックス 福井市 今市町62-11

7341 その他 株式会社ツバメユニフォーム 福井市 二の宮2-1-4

7342 その他 株式会社ティ･アンドティクリエイト 福井市 順化1-21-19

7343 その他 株式会社ティエムワイ 福井市 大手3丁目12番20号

7344 その他 株式会社ディネスパ 福井市 高柳２丁目１７０７

7345 その他 株式会社ディプリス 福井市 高木町52-31

7346 その他 株式会社データベースマップ 福井市 文京6-36-26

7347 その他 株式会社デライト 福井市 成和１丁目3210　東部プラザ2F

7348 その他 株式会社トゥエルブ 福井市 高木中央1-2101 プチドラゴン203

7349 その他 株式会社トーショー　福井営業所 福井市 南四ツ居1-10-13　青山ビル

7350 その他 株式会社トータルクリーンタカシマ 福井市 松城町１１－１５

7351 その他 株式会社トータルショップクワノ 福井市 石盛町６０８番地

7352 その他 株式会社ﾄﾞｺﾓCS北陸　福井支店 福井市 豊島2-6-11

7353 その他 株式会社トシエ硝子 福井市 八重巻町17-1

7354 その他 株式会社トヨタレンタリース福井　リー 福井市 志比口1-8-23

7355 その他 株式会社トヨタレンタリース福井　代車 福井市 志比口1-8-23

7356 その他 株式会社トヨタレンタリース福井　福井 福井市 新保町19-32

7357 その他 株式会社トヨタレンタリース福井　福井 福井市 江端町24-1

7358 その他 株式会社トヨタレンタリース福井　福井 福井市 日之出2-2-18

7359 その他 株式会社トヨタレンタリース福井　本社 福井市 新保町19-32

7360 その他 株式会社トヨタレンタリース福井日光店 福井市 日光2-18-10

7361 その他 株式会社トライアングル・サポート 福井市 寺前町1-2-16

7362 その他 株式会社トラスト 福井市 下莇生田町3-117

7363 その他 株式会社ドリームプロジェクト　福井事 福井市 中央3丁目2-1 CDIビル3F

7364 その他 株式会社ドリームワークス 福井市 福井市大手３丁目1-15　ビアンモア大手ビル４階

7365 その他 株式会社ナイガイ 福井市 光陽3丁目3番7号

7366 その他 株式会社ナカニシビジョン 福井市 下江守町54-2-27

7367 その他 株式会社ナレッジウエア 福井市 西中野町５－１９－５

7368 その他 株式会社ナンバーフォー 福井市 光陽３丁目８番２６号

7369 その他 株式会社ニコー光学 福井市 大森町１０６

7370 その他 株式会社ニシオ設備工業 福井市 上河北町18-43

7371 その他 株式会社ニシヤマ福井本店 福井市 成和1-2110

7372 その他 株式会社ニッコーピーエス 福井市 成和1丁目1424

7373 その他 株式会社ニホンパッケージ　福井営業所 福井市 福井市三尾野町第29号2番地29

7374 その他 株式会社ネオテックス 福井市 長本町804-1

7375 その他 株式会社ネットバリュー 福井市 開発１丁目２５１０

7376 その他 株式会社ノエビア加越販社 福井市 新保3丁目2218

7377 その他 株式会社ノサカテック 福井市 重立町14-36

7378 その他 株式会社バージョンジャパン 福井市 花堂1-8-15

7379 その他 株式会社ハートフル 福井市 上河北町1号15番地

7380 その他 株式会社ハイエストホーム 福井市 加茂河原町第20号25番地4

7381 その他 株式会社バイキング　福井 福井市 文京1-16-31

7382 その他 株式会社ハイシューカ 福井市 江端町6－8

7383 その他 株式会社ハイン　福井営業所 福井市 手寄1丁目11-25

7384 その他 株式会社ハグ・オザワ 福井市 福井市下河北町19-8-1

7385 その他 株式会社ハシノメディカル 福井市 町屋3-12-12

7386 その他 株式会社ハシベ電業社 福井市 福井市みのり1丁目26-14

7387 その他 株式会社パッケイ 福井市 運動公園１丁目２１０３
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7388 その他 株式会社ハッピー・コール 福井市 足羽3丁目3-16

7389 その他 株式会社ハマヤス 福井市 順化2-6-16

7390 その他 株式会社バリューリンクス 福井市 福井市和田中1－712

7391 その他 株式会社パルック　事務所 福井市 花堂東2丁目1301-1

7392 その他 株式会社ハンズプロ 福井市 月見5丁目2－13

7393 その他 株式会社パンセ建築士事務所 福井市 西木田4丁目5番23号

7394 その他 株式会社ピー・アイ企画 福井市 丸山２丁目２３０７－２

7395 その他 株式会社ピー・ティー・ピー 福井市 豊島2-7-4-3F

7396 その他 株式会社ビジネス・アイ 福井市 江守中2丁目1312

7397 その他 株式会社ビジュアルソフト 福井市 八重巻町314番地

7398 その他 株式会社ビジョンプラス 福井市 春日３丁目１５０７番地

7399 その他 株式会社ヒューマン・デザイン 福井市 羽水２－７０１

7400 その他 株式会社ヒューレックス福井営業所 福井市 大手3-1-13 大手門ビル7階702

7401 その他 株式会社ヒロ産業 福井市 三十八社町1-21

7402 その他 株式会社ファーストクリーン 福井市 川合鷲塚町17-24-1

7403 その他 株式会社フクイカメラサービス 福井市 江端町6－8

7404 その他 株式会社ふくい整理収納サービス 福井市 9160026 鯖江市 本町3丁目1-8 

7405 その他 株式会社フジタ住建 福井市 上森田3丁目303

7406 その他 株式会社プラスエフ 福井市 三ツ屋１丁目６１７番地

7407 その他 株式会社ブルーワールド 福井市 田原1-11-12

7408 その他 株式会社フレア 福井市 乾徳4丁目1-24

7409 その他 株式会社フレア　テナントビル 福井市 照手4丁目6-24

7410 その他 株式会社フレア　本社事務所 福井市 大手2丁目22-30-101

7411 その他 株式会社プレネット　アイウェア事業部 福井市 花月4丁目2-23

7412 その他 株式会社ベストライン　本店 福井市 福井市丸山1丁目106番地

7413 その他 株式会社ヘリオスフィア 福井市 江端町10-5

7414 その他 株式会社ホーコーズ 福井市 光陽2丁目11-4

7415 その他 株式会社ホーザイ 福井市 下河北町８－１

7416 その他 株式会社ホールデック 福井市 花堂北２丁目９－２

7417 その他 株式会社ホクシス 福井市 問屋町１丁目３３番地

7418 その他 株式会社ホクタテ 福井支店 福井市 中央1丁目7-15　北陸銀行福井支店ビル6F

7419 その他 株式会社ホクトラ福井 福井市 高木中央3丁目201

7420 その他 株式会社マーベルコーポレーション 事務 福井市 原目町4－30

7421 その他 株式会社マダックス 福井市 重立町28-48

7422 その他 株式会社マツシタ 福井市 問屋町4-802

7423 その他 株式会社マツミ 福井市 毛矢2丁目10-22

7424 その他 株式会社マツモトカーズ 福井市 高木中央２丁目４１１７

7425 その他 株式会社マルキヤ宣広社 福井市 御幸4丁目15-1

7426 その他 株式会社マルサ石油店　本社 福井市 日之出5-13-1

7427 その他 株式会社マルヤ 営業本部 福井市 山室町33-3

7428 その他 株式会社ミツノリ花堂事務所 福井市 花堂東1-13-15

7429 その他 株式会社ミツノリ本社 福井市 木田町1307

7430 その他 株式会社ミツノリ輸送センター 福井市 花堂東1-11-15

7431 その他 株式会社ミツヤ 福井市 山室町69-1

7432 その他 株式会社ミテック 福井市 花堂南2-6-1

7433 その他 株式会社ミルタニ工業 福井市 長本町202番地

7434 その他 株式会社ムスク 福井市 加茂河原4丁目1-3

7435 その他 株式会社メイカ 福井市 宝永２－４－３

7436 その他 株式会社メディペック　福井営業所 福井市 福井市和田東2丁目1518番

7437 その他 株式会社ヤギテック 福井市 三ツ屋1-414

7438 その他 株式会社ヤスブン　営業本部 福井市 南四ツ居1-9-17

7439 その他 株式会社ヤタケン 福井市 新田塚2丁目34-34

7440 その他 株式会社ヤヒロ 福井市 飯塚町7-40

7441 その他 株式会社ヤブネ基礎工事 福井市 西谷2-715-1

7442 その他 株式会社ヤマウチ 福井市 高木北2丁目801-2

7443 その他 株式会社ヤマシタカメラ 福井市 大手2-7-3

7444 その他 株式会社ヤマダ鐵工 福井市 片粕町28-4

7445 その他 株式会社やまもと 福井市 順化２丁目１３番４号

7446 その他 株式会社ユー・ティ 福井市 帆谷町9-16

7447 その他 株式会社ユーアイグラビア 福井市 西開発4丁目901-1

7448 その他 株式会社ユウキ工房 福井市 日光２丁目９－４

7449 その他 株式会社ユージェイシー 福井市 文京5丁目17番3号

7450 その他 株式会社ヨシカワ商事 福井市 和田東2-1515

7451 その他 株式会社ライックス 福井市 河増町28-16-1

7452 その他 株式会社ライフデザイン研究所 福井市 江守中2丁目1312

7453 その他 株式会社ライフトラスト 福井市 原目町16-43-3
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7454 その他 株式会社ライフプラザ東京　福井大和田 福井市 高柳２丁目１３０１　 レインボービル１Ｆ

7455 その他 株式会社ラキスプリード 福井市 大町2-808-102

7456 その他 株式会社ラフターギア本社 福井市 有楽町8-11

7457 その他 株式会社リード食品工業 福井市 下森田町6号28番地

7458 その他 株式会社リーペックス 福井市 新田塚2丁目8番14号

7459 その他 株式会社リッショウ　事務所 福井市 大宮5-7-11

7460 その他 株式会社リビック福井 福井市 八重巻町第13号3番地の1

7461 その他 株式会社リビングスペース 福井市 堂島町8-23-1

7462 その他 株式会社リメイク　事務所 福井市 福井市光陽1丁目7-5

7463 その他 株式会社リモノス 福井市 西開発2-314

7464 その他 株式会社レクリッド 福井市 大町2-808-102

7465 その他 株式会社レゾンデートゥル 福井市 栃泉町1-48

7466 その他 株式会社ワープ 福井市 福井市高木中央1丁目417

7467 その他 株式会社ワイエムマネジメント 福井市 御幸４丁目１０番１１号

7468 その他 株式会社宇都宮正二商店　高柳工場 福井市 福井市問屋町1-51

7469 その他 株式会社宇野　福井店 福井市 羽水2丁目308エモンビル１Ｆ

7470 その他 株式会社永和の走る大工さん 福井市 問屋町4丁目620番地

7471 その他 株式会社越前水産 福井市 蒲生町第１０号－１４

7472 その他 株式会社海道工業 福井市 串野町8-20

7473 その他 株式会社環境リテック 福井市 開発2丁目306 ブルーハイツⅦ 1F北

7474 その他 株式会社管理工学研究所　北陸分室 福井 福井市 中央3-13-4 横山ビル3F

7475 その他 株式会社岩城商店 福井市 門前町31-12

7476 その他 株式会社岩本 福井市 花堂東2丁目1208番地

7477 その他 株式会社吉光工業 福井市 高木中央2丁目510

7478 その他 株式会社吉川造園 福井市 浅水二日町614

7479 その他 株式会社吉田機工　本社 福井市 福井市大森町108－3－10

7480 その他 株式会社宮永不動産 福井市 福井市光陽３丁目１－３０

7481 その他 株式会社共栄データセンター 福井市 月見5丁目4番4号

7482 その他 株式会社近畿日本ツーリスト中部   アピ 福井市 大和田２－１２３０　アピタ福井大和田店シネマ棟１F

7483 その他 株式会社近畿日本ツーリスト中部　福井 福井市 中央１－３－１　加藤ビル５F

7484 その他 株式会社建創 福井市 若杉4丁目1723番地

7485 その他 株式会社見谷組 福井市 丸山1丁目1118番地

7486 その他 株式会社原田幸商会 福井市 馬垣町下馬境718

7487 その他 株式会社光陽コンサルタンツ 福井市 久喜津町５２-5-2

7488 その他 株式会社荒川宅地部 福井市 宝永4丁目20番4号

7489 その他 株式会社高見商事 福井市 花堂北２－２－３

7490 その他 株式会社高田冷凍工業 福井市 文京1-18-24

7491 その他 株式会社高木コーポレーション 福井市 北四ツ井3-5-1

7492 その他 株式会社高洋建設 福井市 高木２－１４０９－２

7493 その他 株式会社佐々木機工 福井市 清水町39-6-1

7494 その他 株式会社坂英建設 福井市 下河北町11-5

7495 その他 株式会社三井住友銀行　福井支店 福井市 大手３丁目４番７号

7496 その他 株式会社三笠商会 福井市 北四ツ居1丁目1番1号

7497 その他 株式会社三輪機械 福井市 福井市三留町72-5

7498 その他 株式会社山下鋼業 福井市 上森田1丁目309

7499 その他 株式会社山内スプリング製作所 福井市 成和2丁目406番地

7500 その他 株式会社事業支援開発機構 福井市 文京1丁目37番19号

7501 その他 株式会社寺下機型製作所 福井市 三尾野町29-2-17

7502 その他 株式会社柴田商事ホールディングス 福井市 二の宮４丁目３３－８

7503 その他 株式会社若緑 福井市 西木田５丁目９－８

7504 その他 株式会社酒井染料商会 福井市 松本３－１９－１

7505 その他 株式会社秀峰 福井市 大土呂町2-5-5

7506 その他 株式会社住設キョードー 福井市 開発4丁目716

7507 その他 株式会社小島工業 福井市 加茂内町1字加茂内113番

7508 その他 株式会社小林工業 福井市 和田中1丁目1716番地

7509 その他 株式会社松田組 福井市 文京１－１５－１

7510 その他 株式会社上栄 福井市 月見５丁目７－８

7511 その他 株式会社食域改良研究所 福井市 文京1丁目4-35

7512 その他 株式会社食遊館　事務所 福井市 下荒井町12-107

7513 その他 株式会社森永鉄筋 福井市 栄町2の25番地

7514 その他 株式会社森田自動車 福井市 下森田町13-1

7515 その他 株式会社森包装 福井市 板垣１丁目７１１番地

7516 その他 株式会社神谷 福井市 中央3-14-3幸橋グランデCHA702

7517 その他 株式会社仁愛ケアサービス 福井市 乾徳4-5-5

7518 その他 株式会社成伸 福井市 新田塚1-70-31,

7519 その他 株式会社西川建材 福井市 大手3丁目1-16
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7520 その他 株式会社西組運送店 福井市 南江守町２－６６

7521 その他 株式会社川越設備 福井市 三ツ屋2丁目201番地

7522 その他 株式会社浅野ダクト工業 福井市 和田2丁目309

7523 その他 株式会社禅 福井市 豊島1丁目5-26 アトリエリッチランド２F

7524 その他 株式会社総建ハウジング 福井市 問屋町3丁目1007番地の1

7525 その他 株式会社増田材木店 福井市 川尻町４１－６５

7526 その他 株式会社増田商会 福井市 足羽１丁目３－６

7527 その他 株式会社村中会計 福井市 二の宮３丁目１ー７

7528 その他 株式会社村田仮設 福井市 上中町7-23-1

7529 その他 株式会社太田屋 福井市 高柳1-1401

7530 その他 株式会社太田忍工務店 福井市 上北野１丁目２－２１

7531 その他 株式会社大義林研 福井市 和田中１丁目３３１

7532 その他 株式会社大電サービス 福井市 高木２丁目１１１８

7533 その他 株式会社大和印刷所 福井市 文京1-28-3

7534 その他 株式会社大澤設計事務所 福井市 松本2丁目6-19

7535 その他 株式会社第一コンサル 福井市 江端町20-41

7536 その他 株式会社竹内鉄工所 福井市 栃泉町第７６号５１番地

7537 その他 株式会社竹野組 福井市 田原1-3-9

7538 その他 株式会社中央建設 福井市 加茂河原1-7-27

7539 その他 株式会社中村加工所 福井市 二の宮5-12-10

7540 その他 株式会社中村正 福井市 新保2丁目815

7541 その他 株式会社中日新聞社 福井支社 福井市 大手３－１－８

7542 その他 株式会社長村自動車 福井市 高木2-1206

7543 その他 株式会社塚田商事 福井市 福井市大宮6丁目15-24

7544 その他 株式会社天晴データネット　本社 福井市 加茂河原2丁目22-18

7545 その他 株式会社田中木材工業 福井市 学園２丁目6ー5

7546 その他 株式会社渡邊電設 福井市 浅水町１０３－２１

7547 その他 株式会社土蔵労働コンサルタント事務所 福井市 福井県福井市二の宮3丁目30番11号

7548 その他 株式会社嶋田商会 福井市 中央３丁目１３－３

7549 その他 株式会社東郷商店 福井市 城東1-14-31

7550 その他 株式会社東洋運輸 福井市 原目町6-18-1

7551 その他 株式会社内藤石材 福井市 下馬３丁目９０１番地

7552 その他 株式会社南部屋 福井市 城東4-22-14

7553 その他 株式会社日新電工　本社 福井市 福井市福井市文京6丁目15番28号

7554 その他 株式会社日本ピーエス北陸支店 福井市 勝見３丁目２４－１０

7555 その他 株式会社日本旅行ＴｉＳ福井支店 福井市 中央１丁目１－１福井駅構内

7556 その他 株式会社日本旅行ＴｉＳ福井支店団体事 福井市 中央１丁目２－１プリズム福井内

7557 その他 株式会社梅田不動産鑑定事務所 福井市 二の宮4-25-21

7558 その他 株式会社八角 福井市 下馬3丁目1302番地　3階

7559 その他 株式会社八木熊本社 福井市 照手２－６－１６

7560 その他 株式会社美来トレーディング 福井市 福井市渕１丁目2215番地

7561 その他 株式会社富士サービス・ジャパン 福井市 花堂中1丁目18-8

7562 その他 株式会社富田斫工業 福井市 宮地町54-25

7563 その他 株式会社布村薬品 福井市 丸山２丁目410番地

7564 その他 株式会社武善 福井市 下荒井町20-10

7565 その他 株式会社武田機械 福井市 三尾野町1-1-1

7566 その他 株式会社福井エネルギー 福井市 主計中町10-8-1

7567 その他 株式会社福井テレビ開発 福井市 問屋町３丁目９０３

7568 その他 株式会社福井ファミリー　本店 福井市 福井市順化1-5-4

7569 その他 株式会社福井栄和商会 福井市 高木中央2丁目3012

7570 その他 株式会社福井観光トラベルサービス本社 福井市 八ツ島町31-402

7571 その他 株式会社福井眼鏡 福井市 中荒井町

7572 その他 株式会社福井銀行 さくら通り支店 福井市 米松１丁目１番１号

7573 その他 株式会社福井銀行 ふくぎんプラザ福井 福井市 大和田２丁目１０１番地　大和田支店２階

7574 その他 株式会社福井銀行 花月支店 福井市 乾徳４丁目４番１号

7575 その他 株式会社福井銀行 花堂支店 福井市 花堂北２丁目１０番８号

7576 その他 株式会社福井銀行 経田支店 福井市 二の宮２丁目２９番１８号

7577 その他 株式会社福井銀行 県庁支店 福井市 大手３丁目１７番１号

7578 その他 株式会社福井銀行 今市支店 福井市 今市町６６字鎧田９番の１

7579 その他 株式会社福井銀行 種池支店 福井市 種池２丁目６０３番地

7580 その他 株式会社福井銀行 勝見支店 福井市 御幸２丁目１０番１４号

7581 その他 株式会社福井銀行 松本支店 福井市 宝永３丁目３４番１５号

7582 その他 株式会社福井銀行 新田塚出張所 福井市 灯明寺２丁目７０１番地

7583 その他 株式会社福井銀行 新保支店 福井市 新保２丁目５１３番地

7584 その他 株式会社福井銀行 森田支店 福井市 八重巻東町１２番２

7585 その他 株式会社福井銀行 清水町支店 福井市 小羽町第６号１番地の１
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7586 その他 株式会社福井銀行 川西支店 福井市 砂子坂町第１５号３６番地の１

7587 その他 株式会社福井銀行 大和田支店 福井市 大和田２丁目１０１番地

7588 その他 株式会社福井銀行 田原町支店 福井市 田原２丁目１３番１３号

7589 その他 株式会社福井銀行 東郷支店 福井市 東郷二ヶ町２７号１３番地の２

7590 その他 株式会社福井銀行 板垣支店 福井市 板垣４丁目８０８番地

7591 その他 株式会社福井銀行 福井市役所支店 福井市 大手３丁目１０番１号

7592 その他 株式会社福井銀行 福井中央支店 福井市 成和１丁目１０１０番地

7593 その他 株式会社福井銀行 文京支店 福井市 文京３丁目２３番８号

7594 その他 株式会社福井銀行 本店営業部 福井市 順化１丁目１番１号

7595 その他 株式会社福井銀行 木田支店 福井市 西木田２丁目４番６号

7596 その他 株式会社福井経営センター 福井市 順化１丁目１４－１７

7597 その他 株式会社福井新聞ＰＲセンター 福井市 大和田２丁目８０１番地

7598 その他 株式会社福井新聞折りこみセンター 福井 福井市 福井市文京1丁目18-35

7599 その他 株式会社福井新聞販売センター 福井市 高栁１丁目８０１

7600 その他 株式会社福井洋傘 福井市 浜別所町4-4-2

7601 その他 株式会社福銀リース 福井市 照手1丁目2-17

7602 その他 株式会社福多商店 福井市 灯明寺3丁目２０５番

7603 その他 株式会社福畜 福井市 文京７丁目８－２８

7604 その他 株式会社福邦銀行 ﾌｪﾆｯｸｽ通り支店 福井市 田原1丁目5番2号

7605 その他 株式会社福邦銀行 花堂支店 福井市 花堂中1丁目14番17号

7606 その他 株式会社福邦銀行 開発支店 福井市 開発2丁目107番地1

7607 その他 株式会社福邦銀行 高木支店 福井市 高木中央2丁目515

7608 その他 株式会社福邦銀行 社支店 福井市 渕3丁目1018番地

7609 その他 株式会社福邦銀行 若杉支店 福井市 若杉浜3丁目202番地

7610 その他 株式会社福邦銀行 春日支店 福井市 木田2丁目1211番地

7611 その他 株式会社福邦銀行 新田塚支店 福井市 新田塚町605番地

7612 その他 株式会社福邦銀行 森田支店 福井市 八重巻東町7の14番7

7613 その他 株式会社福邦銀行 成和支店 福井市 御幸4丁目20番１号

7614 その他 株式会社福邦銀行 日の出支店 福井市 日之出4丁目11番13号

7615 その他 株式会社福邦銀行 堀の宮支店 福井市 文京6丁目16番32号

7616 その他 株式会社福邦銀行 本店営業部 福井市 順化1丁目6番9号

7617 その他 株式会社米澤物産 福井市 八重巻中町１ー１３

7618 その他 株式会社保安企画　北陸支店 福井市 福井市羽水1-706

7619 その他 株式会社法美社　警備保障事業部 福井市 里別所新町204

7620 その他 株式会社芳雅堂 福井市 中央1-5-7

7621 その他 株式会社北川　本社 福井市 問屋町２－６５

7622 その他 株式会社北陸アロー機器 福井市 宝永2丁目2-26

7623 その他 株式会社北陸ダンハイト 福井市 問屋1ー114

7624 その他 株式会社北陸環境科学研究所 福井市 光陽4丁目4番27号

7625 その他 株式会社北陸銀行　花堂出張所 福井市 花堂南2-1-13

7626 その他 株式会社北陸銀行　二の宮支店 福井市 二の宮4-3-10

7627 その他 株式会社北陸銀行　福井支店 福井市 中央1-7-15

7628 その他 株式会社北陸銀行　福井松本支店 福井市 松本2-4-15

7629 その他 株式会社北陸銀行　福井西中央支店 福井市 学園2-5-8

7630 その他 株式会社北陸銀行　福井東支店 福井市 西方1-1-1

7631 その他 株式会社北陸銀行　米松支店 福井市 松城町11-3

7632 その他 株式会社北陸銀行　木田支店 福井市 毛矢1-10-1

7633 その他 株式会社北陸溶接検査事務所 福井市 若栄町801

7634 その他 株式会社北國銀行福井支店 福井市 中央３丁目１３－１

7635 その他 株式会社牧伊 福井市 福井市天池町第34号18番地

7636 その他 株式会社未来クリエイト 福井市 江守中2丁目1103番地セクトビル2階

7637 その他 株式会社明光建商福井支店 福井市 問屋町1丁目128-1

7638 その他 株式会社木村鉄工所 福井市 下江尻町1-40-2

7639 その他 株式会社野村塗装店 福井市 学園2丁目6-10

7640 その他 株式会社野澤不動産 福井市 勝見３丁目１６番１０号

7641 その他 株式会社遊笑 福井市 田原1-11-12

7642 その他 株式会社林  商運 福井市 西開発４丁目905

7643 その他 株式会社林不動産鑑定所 福井市 大願寺２丁目９－１　福井開発ビル６０１

7644 その他 株式会社和田大理石北陸 福井市 西開発3丁目504

7645 その他 株式会社廣部硬器 福井市 深谷町5-15

7646 その他 株式会社渕上 福井市 文京1-4-37

7647 その他 ㈱　セイコー電機 福井市 西開発1丁目2313

7648 その他 ㈱ＡＯ８ 福井市 西方2-1513

7649 その他 ㈱eclat 福井市 文京1丁目37－2

7650 その他 ㈱S-LAP 福井市 問屋町3丁目1203番地

7651 その他 ㈱アオキ技術コンサルタント 福井市 寮町４３－２
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7652 その他 ㈱センレイ 福井市 文京7丁目8-25

7653 その他 ㈱プリベント 福井市 大東一丁目７番13号

7654 その他 ㈱メディアミックス 福井市 文京

7655 その他 ㈱岡本吉之亟商店 福井市 照手町4丁目２３０８

7656 その他 ㈱吉咲　iPhone修理福井 福井市 大和田２丁目４１８ エルパプラス ２Ｆ

7657 その他 ㈱建昇 福井市 南菅生町29-4

7658 その他 ㈱小澤工務店 福井市 羽坂町34-29-1

7659 その他 ㈱土田鶏卵　ＬＥセンター 福井市 福井市御幸3丁目1-21

7660 その他 ㈱土田鶏卵　下中ＧＰセンター 福井市 下中町4字24

7661 その他 ㈱日本旅行ワールド米松店 福井市 米松1-15-41

7662 その他 ㈱福井ｸﾘｰﾝﾀｵﾙ 福井市 福井市二の宮5丁目1413番地

7663 その他 ㈱北陸遺品整理 福井市 石盛1-509

7664 その他 勧和工業株式会社 福井市 問屋町3丁目609番地

7665 その他 間宮企画 福井市 豊岡2-5-11

7666 その他 関西グラウト工業 福井市 本堂町

7667 その他 丸越プリント株式会社 福井市 豊島2-7-26

7668 その他 丸江精練株式会社 福井市 福井市月見3丁目1-1

7669 その他 丸勝建築株式会社 福井市 木田町2303-2

7670 その他 丸福織物株式会社 福井市 八ツ島1丁目306

7671 その他 丸福不動産株式会社 福井市 福井市西木田2-2-2

7672 その他 丸文通商株式会社　福井支店 福井市 和田中二丁目907番地

7673 その他 丸木淳司税理士事務所 福井市 文京１丁目２８－２３

7674 その他 玩具問屋 大村商店 福井市 宝永1-11-5

7675 その他 岩井歯科医院 福井市 日之出2丁目15-16

7676 その他 岩佐タイル工業株式会社 福井市 深谷町38-6

7677 その他 岩佐歯科医院 福井市 日光2丁目26-1

7678 その他 岩本・上坂法律事務所 福井市 順化１丁目２４－４３ストークビル福井一番館４階

7679 その他 岩本鍼灸所 福井市 大宮3-21-10

7680 その他 岩﨑清次司法書士事務所 福井市 順化二丁目２５番３号

7681 その他 企業主導型保育施設「えるぱっこ保育 福井市 大和田2丁目418番地

7682 その他 企業主導型保育施設「すくすくの森」 福井市 下河北町7-1-1

7683 その他 企業内保育施設「ひまわり」 福井市 丸山40-7

7684 その他 企業内保育施設「みるきぃるうむ」 福井市 大和田2丁目418番地

7685 その他 喜丸遺品整理 福井市 滝波町32-７

7686 その他 幾久整骨院 福井市 幾久町3-19

7687 その他 貴秋堂 福井市 宝永3丁目31-14

7688 その他 技建工業株式会社 福井市 手寄１丁目１７-１３

7689 その他 吉岡ロゴテック 福井市 花堂南２－１３－１６

7690 その他 吉岡幸株式会社 福井市 宝永3丁目22-5

7691 その他 吉川コーク有限会社 福井市 新田塚町1106-1

7692 その他 吉川タクシー 福井市 本堂町35-1-31

7693 その他 吉川労務管理事務所 福井市 福井市高木2丁目715

7694 その他 吉村・麻生法律事務所 福井市 宝永4丁目9番15号千葉ビル2階

7695 その他 吉中プロテック株式会社 福井市 風巻町6-22-1

7696 その他 吉田医院（照手） 福井市 福井市照手１-13-3

7697 その他 吉田開発株式会社 福井市 福井市御幸2丁目25-13

7698 その他 吉田商店　福井営業所 福井市 文京１－２８－８

7699 その他 吉田整骨院 福井市 松本4-1-11

7700 その他 吉田錺工業株式会社 福井市 二の宮1丁目13-6

7701 その他 久保建材 福井市 和田東1丁目2402プチアベニュー和田東203

7702 その他 久保田電機株式会社 福井市 松本4-12-10

7703 その他 久保鍼灸院 福井市 みのり2-9-19

7704 その他 居住支援法人　株式会社　三玄 福井市 大宮６丁目１７－３５

7705 その他 居宅介護支援事業所つくも苑 福井市 つくも２丁目５－５

7706 その他 京福グループタクシー 福井市 日之出５丁目３－３０　福井交通㈱内

7707 その他 京福バスグループ 福井市 日之出５丁目３番３０号

7708 その他 共栄タクシー 福井市 月見４丁目２－１３

7709 その他 共同コンピュータ株式会社 福井市 月見5丁目4番4号

7710 その他 共同ﾘｰｽﾀｵﾙ㈱ 福井市 福井市二の宮5丁目1413番地

7711 その他 共和マルヰ株式会社 福井市 月見４－３－２５

7712 その他 協同組合ＫＦ＆Ｈ 福井市 福井市開発1-708　フレグランス開発205

7713 その他 協同組合ヒューテック 福井市 竹生町19-15-3

7714 その他 協同組合福井県ハイウェイサービスセン 福井市 高木中央３－４０６TSU２１ビル２階

7715 その他 協立生コンクリート株式会社 福井市 福井市新田本町９－１２１

7716 その他 協和パッキン商会事務所 福井市 福井市飯塚町７－３５－２

7717 その他 協和住機株式会社 福井市 御幸3丁目3-38
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7718 その他 橋本計装株式会社 福井市 大宮町4丁目12-23

7719 その他 橋本整骨院 福井市 御幸２－４－１１

7720 その他 興北プロパン株式会社 福井市 浅水町105号3番地

7721 その他 興和江守株式会社 本社ビル 福井市 毛矢１－６－２３

7722 その他 暁産業株式会社 福井市 大手3丁目11-4

7723 その他 玉井デンタルクリニック 福井市 乾徳４丁目4-7

7724 その他 玉木機料株式会社 福井市 乾徳1丁目10-19

7725 その他 玉木内装 福井市 門前1丁目1307

7726 その他 錦木塗装 福井市 福井市大町2-1214-2

7727 その他 近藤タクシー 福井市 真木町131-16-5

7728 その他 近藤歯科医院 福井市 みのり3-21-9

7729 その他 近藤自動車サービスセンター 福井市 福井市小路町１５－１６－３

7730 その他 金森産業(株)福井営業所 福井市 大願寺1丁目4番12号

7731 その他 金沢屋越前開発店 福井市 丸山2丁目610-3

7732 その他 金田タクシー 福井市 大島町山崎201

7733 その他 九頭竜タクシー 福井市 飯塚町６－４０

7734 その他 九頭竜ワークショップ七瀬の郷 福井市 燈豊町４３－９－３

7735 その他 空気の洗車屋さんFC福井舟橋店 福井市 舟橋3-1002-1

7736 その他 熊澤商事株式会社 福井市 福井市順化1-9-7

7737 その他 桑原歯科医院 福井市 文京3丁目15-15

7738 その他 桑野新聞明新販売店 福井市 福井市灯明寺2丁目711-1　ペイトンプレイス101　

7739 その他 桑野文更税理士事務所 福井市 天池町第33号47番地2

7740 その他 啓蒙タクシー 福井市 新保3-1115

7741 その他 健翔設備 福井市 北四ツ居2丁目2-17

7742 その他 建交労福井農村労組 福井市 光陽3-4-18民医連ビル2階

7743 その他 県立高志中学校・高志高等学校 福井市 御幸2-25-8

7744 その他 原公認会計士事務所 福井市 宝永４丁目３番２６号

7745 その他 玄津法律事務所 福井市 西開発1-2503-1

7746 その他 言葉屋 福井市 福井市丸山2丁目1807グランメゾン丸山502

7747 その他 個人　メリーズタクシー 福井市 灯明寺3丁目1601　B－205

7748 その他 個人ＴＡＸＩ　ＭＡＧＡＲＡ 福井市 大瀬町19-113

7749 その他 個人事業主 福井市 新田塚町201-1

7750 その他 個人事業主 福井市 御幸1丁目19-26

7751 その他 個人事業主 福井市 江守中２丁目１２１０B201

7752 その他 個人事業主 福井市 中央３丁目１１番２３号

7753 その他 個人事業主 福井市 菅谷2丁目 14-8

7754 その他 個人事業主 福井市 城東2丁目4-1

7755 その他 個人事業主 福井市 高木中央2丁目3017プチモール高木201号

7756 その他 個人事業主 福井市 高木中央1丁目2920高木中央第2レジデンス107

7757 その他 個人事業主 福井市 三十八社町701 県住杉ノ木台団地3-404

7758 その他 個人事業主 福井市 福井市

7759 その他 個人事業主 福井市 御幸3-7-28

7760 その他 個人事業主 福井市 中央3-11-23

7761 その他 個人事業主 福井市 板垣3-1312

7762 その他 個人事業主 福井市 小野町11-21

7763 その他 個人事業主 福井市 高柳2-1601マドカパレス205

7764 その他 個人事業主 福井市 板垣3-1312

7765 その他 個人事業主 福井市 御幸3-7-28

7766 その他 古ちゃん代行 福井市 下新井町8-215

7767 その他 古市事務所 福井市 上野本町新807番地上野団地323

7768 その他 戸田和範税理士事務所 福井市 問屋町1-10　

7769 その他 五洋電機株式会社 福井市 町屋3-8-12

7770 その他 五和工業株式会社 福井市 和田2丁目1021

7771 その他 呉服町　鏡屋 福井市 順化2-16-10

7772 その他 光ＩＮＧ 福井市 御幸3丁目3-30　鈴木ビル1Ｆ

7773 その他 光タクシー有限会社　清水営業所 福井市 風巻町27字芳之越12

7774 その他 光タクシー有限会社　本社 福井市 照手4丁目１７－１２

7775 その他 光建築板金 福井市 下馬２丁目１０１３－２

7776 その他 光陽ホームヘルパーステーション 福井市 光陽3丁目10-24

7777 その他 光陽生協クリニック　デイケア　さんさん 福井市 光陽3丁目9-23

7778 その他 光陽生協歯科診療所 福井市 光陽2丁目18-15

7779 その他 光陽訪問看護ステーション 福井市 光陽3丁目9-23

7780 その他 光陽訪問看護ステーション居宅介護支援 福井市 光陽3-9-23

7781 その他 公益財団法人　ふくい女性財団 福井市 下六条町14－1　性活学習館内

7782 その他 公益財団法人　青少年育成福井県民会議 福井市 松本3-16-10　福井県職員会館ビル

7783 その他 公益財団法人　福井県アイバンク 福井市 和田東2丁目1912大橋ビル203号室
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7784 その他 公益財団法人　福井県生活衛生営業指導 福井市 松本３丁目１６－１０　職員会館ビル

7785 その他 公益財団法人　福井県予防医学協会附属診療所 福井市 和田２丁目１００６番地

7786 その他 公益財団法人福井県健康管理協会 福井市 真栗町47-48

7787 その他 公益財団法人福井県労働衛生センター附 福井市 福井市日光１丁目３－１０

7788 その他 公益財団法人福井市ふれあい公社 福井市 日之出4丁目3番12号

7789 その他 公益社団法人　福井県ビルメンテナンス 福井市 渕３丁目４０１番地　やまや会館２階

7790 その他 公益社団法人福井県観光連盟 福井市 宝永2丁目4-10　宝永分庁舎2階

7791 その他 公益社団法人福井県柔道整復師会 福井市 花堂東２丁目３０１

7792 その他 公益社団法人福井県宅地建物取引業協会 福井市 宝永4-4-3

7793 その他 公益社団法人福井市シルバー人材セン 福井市 田原1丁目13-6

7794 その他 公文東森田書写教室 福井市 東森田2-810

7795 その他 幸三郎ウエディング 福井市 宝永4-1-7

7796 その他 広告デザイン室　ネ・ス・パ 福井市 勝見2-7-25

7797 その他 広川土建株式会社 福井市 足羽4丁目１０－１

7798 その他 更生保護法人　福井福田会 福井市 二の宮２丁目３番８号

7799 その他 江守エンジニアリング株式会社 福井市 文京4丁目23-1　日華化学株式会社　本社ビル5F

7800 その他 江守交通 福井市 日之出4-2-9

7801 その他 江守塗装 福井市 渕3-2601-2

7802 その他 江川タクシー 福井市 西学園1-607

7803 その他 江端興産 福井市 江端町4-17

7804 その他 江端興産株式会社 福井市 江端町4-17

7805 その他 甲泰営建築株式会社 福井市 高柳2丁目1301　レインボービル8階

7806 その他 荒井設備産業株式会社 福井市 足羽１丁目１５－２

7807 その他 荒川レース工業株式会社 福井市 照手3-5-5

7808 その他 荒川電機設計事務所 福井市 グリーンハイツ2－107　県住5－105

7809 その他 荒島法律事務所 福井市 宝永３丁目４－６　ブランシェEMビル１０１号

7810 その他 行政書士丸山誠二事務所 福井市 勝見２丁目１３番１６号

7811 その他 行政書士森光司事務所 福井市 八重巻東町13-4

7812 その他 行政書士大平泰弘事務所 福井市 稲津町23-34-1

7813 その他 行政書士中出和男事務所 福井市 松本1-11-17

7814 その他 香りとくつろぎの部屋　柚花～ 福井市 江守中2-808　フェニックス江守A201

7815 その他 高井不動産株式会社 福井市 松本4丁目11番11号

7816 その他 高橋眼科医院 福井市 福新町813

7817 その他 高橋歯科医院 福井市 大手2丁目7-3

7818 その他 高崎建設株式会社 福井市 境寺町１－１

7819 その他 高木営業所 福井市 高木中央2-402

7820 その他 高木企画 福井市 高木町77ー54

7821 その他 高木自動車 福井市 高木中央一丁目2908

7822 その他 合資会社　高沢自動車製作所 福井市 宝永2丁目2-26

7823 その他 合同会社　G.three 福井市 花堂中2丁目9-11

7824 その他 合同会社　ＴＡＬＴ 福井市 宝永1丁目37-21

7825 その他 合同会社 あいの風介護サポート 福井市 勝見3-15-10

7826 その他 合同会社　サボナージュ 福井市 高木町54-41-3

7827 その他 合同会社Asset 福井市 福井市灯明寺町2-51

7828 その他 合同会社ＴＡＬＴ 福井市 福井市宝永１丁目３７－２１

7829 その他 合同会社YSJ福井事務所 福井市 中央1-2-1-1306

7830 その他 合同会社あおやま介護企画 福井市 西開発１丁目1604

7831 その他 合同会社ウイナス 福井市 花堂北2-15-1

7832 その他 合同会社コスメティックスタクトジャパン 福井市 木田町2710-1

7833 その他 合同会社ノジテック 福井市 山室町４３－１９－２

7834 その他 合同経営行政書士法人 本所 福井市 西開発一丁目２５０３番地１

7835 その他 合同設備工業株式会社 福井市 高木１丁目607番地

7836 その他 轟建設株式会社 福井市 勝見３丁目１７－５

7837 その他 国見郵便局 福井市 鮎川町９４－１０－１

7838 その他 黒川タクシー 福井市 舟橋新１丁目708

7839 その他 黒田プラスチック工業株式会社 福井市 西開発2-322

7840 その他 骨格美(be)調整専門サロンSO～LA 福井市 加茂河原町30-35-1

7841 その他 今井労務経営事務所 福井市 渡町４０３番地

7842 その他 今川自動車 福井市 光陽1-4-7

7843 その他 佐佳枝廼社 福井市 福井市大手３－１２－３

7844 その他 佐々木運輸株式会社　事務所 福井市 高木中央1丁目1307

7845 その他 佐々木建築 福井市 清水町39-6-1

7846 その他 佐々木交通 福井市 羽坂町11-1-10

7847 その他 佐々木智世税理士事務所 福井市 春日1-5-4

7848 その他 佐竹自動車内張 福井市 宝永2-6-2

7849 その他 再生館株式会社　福井店 福井市 三郎丸町21-27
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7850 その他 彩美 福井市 福井市若杉

7851 その他 彩美良品 福井市 福井市若杉

7852 その他 斎藤会計事務所 福井市 江守中1-101　江守センタービル

7853 その他 細川タクシー 福井市 新田塚1-50-18

7854 その他 坂下正一建築設計事務所 福井市 花堂中2-29-1

7855 その他 坂川建設株式会社　本社 福井市 宝永３丁目３番２４号

7856 その他 坂部土木株式会社 福井市 花堂中２丁目２３－２６

7857 その他 三井歯科医院 福井市 河増町10-14-6

7858 その他 三井住友信託銀行　福井支店 福井市 中央１－７－１

7859 その他 三栄タクシー 福井市 二の宮1丁目16-1

7860 その他 三栄開発株式会社 福井市 三郎丸町21-21-2

7861 その他 三越建設工業株式会社　福井営業所 福井市 文京４丁目１８－８

7862 その他 三喜弥療術院 福井市 中央1-9-29エコライフプラザ１F

7863 その他 三好歯科 福井市 二の宮4-23-5

7864 その他 三崎屋電工株式会社 福井市 大森町４０－５－２

7865 その他 三上建材 福井市 徳尾町7-40

7866 その他 三勢建築株式会社 福井市 串野町2-65

7867 その他 三谷中央ビル 福井市 中央3-1-5

7868 その他 三嶋母乳と育児の相談室 Manma 福井市 飯塚町13ー116

7869 その他 三福タクシー株式会社 福井営業所 福井市 真木町134-6

7870 その他 三木エンジニアリング㈲ 福井市 渕3丁目101番地

7871 その他 三木健一事務所 福井市 高柳２－１５０７

7872 その他 三優社工業株式会社 福井市 和田3丁目308

7873 その他 三和イコール企画株式会社 福井オフィス 福井市 米松2丁目13-5

7874 その他 三和イコール企画株式会社 保険クリニッ 福井市 大和田2丁目1212-2F

7875 その他 三和メッキ工業株式会社 福井市 大瀬町5-30-1

7876 その他 三﨑胃腸科クリニック 福井市 順化2丁目24-19

7877 その他 山ちゃんタクシー 福井市 高木町24-16-4

7878 その他 山栄繊維株式会社 福井市 板垣3-1615

7879 その他 山下寛行政書士事務所 福井市 布施田町第10号18番地1

7880 その他 山下水産有限会社 福井市 茱崎町13-1-3

7881 その他 山下鍼灸院 福井市 三郎丸2-102-1

7882 その他 山岸硝子株式会社 福井市 学園２丁目６番８号

7883 その他 山金工業株式会社 本社 福井市 左内町4-15

7884 その他 山九代行 福井市 長本町106

7885 その他 山元工業株式会社 福井市 定正町901-1

7886 その他 山原治税理士事務所 福井市 松本４丁目２-４ 加藤ビル２階

7887 その他 山口電工 福井市 若杉町28-21-17

7888 その他 山崎サッシ有限会社 福井市 東森田1-2120

7889 その他 山崎雅由樹事務所 福井市 御幸4丁目10番11号

7890 その他 山崎金属株式会社 福井市 宝永２丁目１１番３号

7891 その他 山崎総合事務所 福井市 御幸4丁目10-11

7892 その他 山宗化学株式会社 福井市 福井市大願寺2-9-1　福井開発ビル403

7893 その他 山昌建築板金 福井市 若杉2丁目-811

7894 その他 山甚撚糸株式会社 福井市 薬師町２３－２２

7895 その他 山成企画 福井市 光陽3丁目14-17アーバンハイム102

7896 その他 山正接骨院 福井市 八重巻東町7-14-9

7897 その他 山善運輸機工株式会社 福井市 江守中町8号13番地1

7898 その他 山中整骨院 福井市 北四ツ居2-18-13

7899 その他 山田技研株式会社 福井市 花堂南2丁目5-12

7900 その他 山田建築 福井市 福井市島寺町34-22

7901 その他 山田歯科医院 福井市 北四ツ居１－８－２３

7902 その他 山田動物病院 福井市 大町2-1112

7903 その他 山本(清)組 福井市 豊岡1丁目4-16

7904 その他 山本こあらクリニック 福井市 高柳１ー８０３

7905 その他 山本歯科医院 福井市 福井市順化2-9-5

7906 その他 山本整骨院 福井市 勝見3丁目12-17

7907 その他 山本設備工業株式会社 福井市 和田1丁目5-12

7908 その他 山野愛子どろんこ美容福井 福井市 中央1-1-25　ＪＲ福井駅プリズム店

7909 その他 司工業 福井市 大島町大島台1205

7910 その他 司法書士田中ゆきお事務所 福井市 宝永三丁目１５－１０

7911 その他 司法書士法人ＣＬＥＡＲ 福井市 宝永四丁目10番13号　大澤第一ビル2階

7912 その他 司法書士法人ＧＫ 中尾亨事務所 福井市 春山１丁目１番４０号

7913 その他 司法書士法人ＧＫ 本所 福井市 西開発一丁目２５０３番地１

7914 その他 司法書士法人ｉｓｔ福井事務所 福井市 大手３丁目１５番１２号

7915 その他 子ども家庭センター子育て支援室・相談 福井市 手寄1‐4‐1　5階　子育て支援室・相談室
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7916 その他 子育て支援センター 福井市 高木中央3丁目1701

7917 その他 市波郵便局 福井市 市波町１７－２１

7918 その他 志津タクシー 福井市 志津が丘4丁目２６２

7919 その他 紫光産業株式会社 福井市 加茂河原3-15-16

7920 その他 歯科コパクリニック 福井市 大和田2-422

7921 その他 歯科工房 福井市 運動公園1-1104

7922 その他 似顔絵スタジオロット 福井市 定正町15-17

7923 その他 寺本精工有限会社 福井市 高木中央１丁目２２１２

7924 その他 寺本鉄工 福井市 三十八社町32-19-31

7925 その他 自治労福井県本部 福井市 大和田2丁目517番地

7926 その他 自宅 福井市 米松2-6-11 金子ビル303

7927 その他 室田織物 福井市 浅水町1-60-3

7928 その他 篠尾簡易郵便局 福井市 篠尾町第57-16-1

7929 その他 柴田機械 福井市 成和1丁目1511

7930 その他 柴田商事株式会社 福井市 二の宮4丁目17-5

7931 その他 柴田神社 福井市 中央1-21-17

7932 その他 社屋 福井市 鉾ヶ崎町25-58

7933 その他 社会福祉法人　つぐみ福祉会　丹南事業 福井市 島寺町92

7934 その他 社会福祉法人　福井県共同募金 福井市 光陽2丁目3－22

7935 その他 社会保険労務士事務所プラスワン 福井市 大手３－１－１３　大手門ビル８階

7936 その他 社会保険労務士法人　上坂＆パートナー 福井市 江守中2丁目1312

7937 その他 社会保険労務士法人上坂＆パートナーズ 福井市 江守中2丁目1312

7938 その他 社北郵便局 福井市 若杉４－２１５

7939 その他 車輌資材部門事務所 福井市 新田塚1-60-1

7940 その他 若越緑化株式会社 福井市 渕1丁目301番地

7941 その他 若葉整骨院 福井市 二の宮2丁目17-7　コーポインM1-1号

7942 その他 手づくり工房コスモス 福井市 田尻栃谷町38-46-5

7943 その他 手寄バレエスクエア 福井市 福井市手寄1丁目4-1　アオッサ３F

7944 その他 酒井電機株式会社本社事務所 福井市 順化２丁目１番２号

7945 その他 酒井電設工業株式会社 福井市 春日１丁目１２番１９号

7946 その他 酒生郵便局 福井市 荒木新保町２７－１４

7947 その他 酒野整骨院 福井市 花月4-8-5

7948 その他 寿　不動産 福井市 福井市北四ツ居３－６－２２

7949 その他 樹林 福井市 福井市

7950 その他 宗教法人　常円寺 福井市 居倉町４２－４７

7951 その他 宗石タクシー 福井市 天池町35-23-4

7952 その他 就労支援センターあおい 福井市 川合鷲塚町12字長田6番1

7953 その他 修理屋本舗　ドットコム 福井市 新田塚2-140-5

7954 その他 舟橋タクシー 福井市 舟橋3-412-1

7955 その他 住友印装株式会社 福井市 灯明寺2-1903

7956 その他 住友生命　福井支社 福井市 大手３－４－７

7957 その他 住友林業株式会社　福井ハウジングパー 福井市 大和田町21-12

7958 その他 住友林業株式会社　福井家の森展示場 福井市 成願寺町10号17番地

7959 その他 住友林業株式会社　福井支店 福井市 和田中2-906

7960 その他 重森宣彦税理士事務所 福井市 大宮6丁目16-9

7961 その他 宿と猫 福井市 板垣3-514

7962 その他 出蔵不動産株式会社 福井市 勝見3丁目1-2

7963 その他 純タクシー 福井市 大宮３丁目12-21

7964 その他 女性専門整体DreaMy 福井店 福井市 志津ヶ丘4丁目186番地

7965 その他 勝見モータース株式会社 福井市 福井県福井市和田東１丁目１１０５

7966 その他 勝見金筬製作所 福井市 福井市光陽3丁目11-26

7967 その他 勝山タクシー 福井市 上北野1-29-15

7968 その他 匠創建 福井市 江上町37-12

7969 その他 小縁税理士事務所 福井市 下六条町29-9

7970 その他 小規模多機能やすらぎの家 福井市 日之出３－１２－８

7971 その他 小規模多機能型居宅介護　かけはし 福井市 本堂町69字14-1

7972 その他 小規模多機能型居宅介護　みらい 福井市 新田塚2丁目12-15

7973 その他 小規模多機能型居宅介護ぽかぽか 福井市 菅谷1丁目13-19

7974 その他 小山商事　本社 福井市 文京4丁目22-1

7975 その他 小山商事株式会社ソリューション営業部 福井市 文京４丁目18-12

7976 その他 小森商事(株)住宅資材部 福井市 西開発2丁目122

7977 その他 小森商事(株)福井支店建材部 福井市 西開発2丁目122

7978 その他 小川印刷株式会社 福井市 大和田1丁目213

7979 その他 小倉鉄工（株） 福井市 高木中央1-3111

7980 その他 小竹原鉄工㈱ 福井市 和田2-511

7981 その他 小島メテック株式会社 福井市 三留町72-3
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7982 その他 小林シーリング 福井市 足羽４－１－２２メゾンファミーユ301

7983 その他 小林デンタルラボ 福井市 山内町1-1

7984 その他 小林建築 福井市 福一丁目303-2

7985 その他 小林祥雲堂 福井市 順化1丁目14-19

7986 その他 小林鮮魚店 福井市 灯明寺町４丁目1816

7987 その他 小林電工株式会社 福井市 松本４－５－２８

7988 その他 小林佛壇店 福井市 松本3丁目29-1

7989 その他 松井歯科医院 福井市 灯明寺１－２８０２

7990 その他 松栄ホーム　家の森展示場 福井市 成願寺町１０－１７

7991 その他 松下歯科医院 福井市 日ノ出二丁目三ｰ二十一

7992 その他 松原観光社 福井市 福井市栗森１丁目112番地

7993 その他 松田歯科医院 福井市 勝見3ー1ー14

7994 その他 松田小児科クリニック 福井市 町屋2丁目9-21

7995 その他 松田織物有限会社 福井市 東河原町２１－３８

7996 その他 松島和彦税理士事務所 福井市 狐橋1‐502

7997 その他 松本歯科医院 福井市 木田２－１２０８

7998 その他 硝和硝子株式会社 福井市 開発２丁目１２１番地

7999 その他 祥恵株式会社 福井市 文京3-30-13.

8000 その他 章詠社（松田）印刷所 福井市 福井市日之出2丁目11-7

8001 その他 障がい児通所支援事業所　エール 福井市 福井市高木町77-41-2

8002 その他 上宇坂郵便局 福井市 境寺町１－１

8003 その他 上口モータース商会 福井市 板垣3丁目1329

8004 その他 上坂会計グループ　福井事務所 福井市 江守中２－１３１２

8005 その他 上山会計事務所 福井市 江守中２丁目１２１８番地

8006 その他 上田歯科医院 福井市 灯明寺１丁目４１１

8007 その他 上文殊郵便局 福井市 徳光町４４－１５

8008 その他 上味見郵便局 福井市 中手町２５甲２６－２

8009 その他 上野電機株式会社 福井市 乾徳３丁目９－１

8010 その他 常盤商事株式会社 福井市 運動公園4丁目202

8011 その他 情報広告株式会社 福井市 西開発1-2501ヤシマビル5F

8012 その他 浄土真宗　本願寺派　瑞應寺 福井市 生部町１－１１

8013 その他 織工房　風美舎 福井市 石盛2丁目606

8014 その他 心理相談室　アシスト 福井市 春山1丁目1-40杉田ビル２F

8015 その他 新宿サテライト株式会社　福井支店 福井市 大手３丁目１２番２０号

8016 その他 新世紀らぼ 福井市 福井市栗森1-102

8017 その他 新生ダンス教室 福井市 高木中央１丁目2910

8018 その他 新田塚アークリハ ベル前 福井市 花堂南1-11-36

8019 その他 新田塚アークリハ 二の宮 福井市 二の宮3-26-13

8020 その他 新富産業株式会社　本社事業所 福井市 新保町２３－５

8021 その他 森のイスキア 福井市 福井市和田東2丁目704番地

8022 その他 森陰輝夫税理士事務所 福井市 大町2-805　辻正ビル201号

8023 その他 森永北陸乳業株式会社　福井工場 福井市 髙木２丁目６０１番地

8024 その他 森瀬歯科医院 福井市 上野町9-46

8025 その他 森川内科クリニック 福井市 高木北１丁目７０４番地

8026 その他 森川不動産株式会社　サン二の宮店 福井市 経栄1丁目701

8027 その他 森川不動産株式会社　本社 福井市 毛矢2丁目11-5

8028 その他 森僧設計 福井市 高木町１４－１１－１４

8029 その他 森田栗森郵便局 福井市 栗森町１－２２７

8030 その他 森田郵便局 福井市 八重巻東町１０－７

8031 その他 森本歯科医院 福井市 和田2丁目710

8032 その他 神明神社 福井市 福井市宝永4丁目８-1

8033 その他 人形の京秀 福井市 米松１丁目１５－２５

8034 その他 仁愛ケアサービス 福井市 乾徳4丁目5番5号

8035 その他 仁愛ケアサポート 福井市 乾徳4-4-7

8036 その他 仁愛居宅介護支援事業所 福井市 乾徳4-4-7　仁愛ビル4階

8037 その他 仁愛訪問介護事業所 福井市 乾徳4-4-7　仁愛ビル３F

8038 その他 仁愛訪問看護センター 福井市 福井市乾徳4-4-7　仁愛ビル4F

8039 その他 須見タクシー 福井市 乾徳4丁目3-12  　ドムス乾徳103号

8040 その他 水元工務店 福井市 高木中央1-405

8041 その他 水口木材株式会社 福井市 西方2－11－8

8042 その他 水上建材 福井市 上野本町２丁目１８２４

8043 その他 水上総建株式会社 福井市 志津が丘1-175

8044 その他 水上電設株式会社 福井市 高木北1丁目409

8045 その他 杉バレエスタジオ表現共育舞踊研究所 福井市 足羽3-8-4

8046 その他 杉原・きっかわ法律事務所 福井市 宝永３丁目２７－２２

8047 その他 杉田歯科医院 福井市 福１丁目1218
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8048 その他 杉杜白髭神社 福井市 勝見2-1-6

8049 その他 杉本瓦店 福井市 小稲津町30-52

8050 その他 杉本精工 福井市 81-23

8051 その他 世界平和統一家庭連合 福井家庭教会 福井市 花堂東１丁目６－１１

8052 その他 成和自工株式会社　本社 福井市 和田東２－９２０

8053 その他 成和不動産株式会社 福井市 御幸2丁目18番18号

8054 その他 清水紙料株式会社 福井市 門前1丁目1605

8055 その他 清水西放課後児童クラブ 福井市 福井市大森町３４－１

8056 その他 清水千佐税理士事務所・行政書士事務所 福井市 下馬2丁目1306-2

8057 その他 清水無線電気商会 福井市 松本１－４－３

8058 その他 清水郵便局 福井市 大森町４０－４３

8059 その他 清水羊一税理士事務所 福井市 江守中2丁目1218番地

8060 その他 清川メッキ工業株式会社 福井市 和田中1丁目414

8061 その他 清明トータルプランナー株式会社 福井市 下荒井町17-18-2

8062 その他 生田医院 福井市 西木田2-4-14

8063 その他 精進堂印房 福井市 順化1-6-1

8064 その他 西安居郵便局 福井市 本堂町１２－１０－１

8065 その他 西協物産株式会社 福井市 新田本町９号１２１番地

8066 その他 西川調査技術株式会社 福井市 田原2丁目1-5

8067 その他 西川電業株式会社 福井市 御幸3丁目4-8

8068 その他 西村助産院　まなかい母乳育児相談室 福井市 板垣1丁目508　ハクレイハイムB

8069 その他 西端ブロー工業株式会社 福井市 下江守町54-2-21

8070 その他 西田建設株式会社 福井市 大宮２丁目２６－３５

8071 その他 西藤島郵便局 福井市 三ツ屋１－５１５

8072 その他 西日本旅客鉄道株式会社 福井地域鉄道部 福井市 大手1丁目201

8073 その他 西尾モータース 福井市 上河北町

8074 その他 西武専用駐車場 福井市 中央１丁目８－１７

8075 その他 西部燃料株式会社 福井市 学園3-2-17

8076 その他 西本株式会社 福井市 つくも２丁目１１－２

8077 その他 西本歯科医院 福井市 石盛町1016

8078 その他 誠タクシー 福井市 上野本町1丁目３４１３番地

8079 その他 青垣労務管理事務所 福井市 日之出4丁目3－18

8080 その他 青山美工堂 福井市 みのり4－5－4

8081 その他 青木ハウジング 福井市 二の宮五丁目16-9

8082 その他 青木織布㈱　　事務所 福井市 永平寺町鳴鹿山鹿１３－２８

8083 その他 税理士法人　合同経営会計事務所 福井市 西開発1丁目2503番地1

8084 その他 税理士法人　日本綜研 福井市 手寄１－２０－１

8085 その他 税理士法人ＦＯＲＭ 福井市 福井市北四ツ居2丁目13番10号

8086 その他 税理士法人MOVE ON 福井市 米松2-13-1 小町ビル

8087 その他 税理士法人アイ・タックス 福井市 板垣５丁目901番地　板垣プラザ２F

8088 その他 税理士法人あかつき経営会計 福井市 文京２丁目９番１８号

8089 その他 税理士法人アスト 福井市 文京7丁目19-6

8090 その他 税理士法人たすき会 福井市 乾徳1丁目9番5号

8091 その他 税理士法人安田会計 福井市 文京7丁目2－19

8092 その他 税理士法人福井中央会計 福井市 文京１丁目３０－２６

8093 その他 税理士法人片岡経営会計事務所 福井市 文京1-44-12

8094 その他 石村建設(株)本社 福井市 計石町26-25

8095 その他 石塚社会保険労務士事務所 福井市 福井市高柳2-312

8096 その他 石友ホーム(株)福井増改店 福井市 開発5丁目712

8097 その他 石友ホーム(株)福井店 福井市 高柳1丁目2505番地

8098 その他 設計室ＹＭ企画 福井市 加茂河原町21-28-3

8099 その他 千寿たんぽぽこども園 福井市 福井市栗森2丁目2701

8100 その他 千寿の森 福井市 栗森2丁目2710

8101 その他 千寿の森訪問介護事業所 福井市 栗森2丁目2711

8102 その他 千秋助産所 福井市 春日町249-4

8103 その他 千代田商事株式会社　保険代理店 福井市 本堂町４３－１－５

8104 その他 川井タクシー 福井市 堂島町６－２０

8105 その他 川井宅地建物株式会社 福井市 花堂北２丁目12－31

8106 その他 川井木材株式会社 福井市 下六条町35-30-1

8107 その他 川上工業 福井市 上森田3-1136

8108 その他 川西タクシー 福井市 浜住町4-10

8109 その他 川端製紙 福井市 天池38番地

8110 その他 川島歯科医院 福井市 三留町14-11-4

8111 その他 川道商店 福井市 門前２丁目８０３

8112 その他 川﨑義弘税理士事務所 福井市 灯明寺1丁目1713

8113 その他 川瀨タクシー 福井市 藤島町36-6
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8114 その他 扇商事株式会社 福井市 渕1丁目3408

8115 その他 泉法律事務所 福井市 宝永4丁目9番15号　千葉ビル4階

8116 その他 浅井整骨院 福井市 灯明寺2-2110

8117 その他 浅田会計事務所 福井市 宝永２丁目12-26

8118 その他 浅野  建築 福井市 三郎丸町22-16

8119 その他 浅野工業 福井市 文京5-23-5テイルウエスト202

8120 その他 染の高島 福井市 大手2-12-24

8121 その他 前田　誉典 福井市 上六条町

8122 その他 前田企画 福井市 福井市二の宮3-40-17

8123 その他 前田設備 福井市 上細江町15－14

8124 その他 創作和洋菓子　花えちぜん 福井市 二の宮３－３８－９

8125 その他 早川歯科医院 福井市 文京３－２７－１２

8126 その他 総合宅建Class 福井市 つくし野2丁目224

8127 その他 総合探偵社アクティブアイズ 福井市 舟橋新1-1005

8128 その他 総合調査アクティブアイズ 福井市 文京7-18-28

8129 その他 総癒館　二の宮院 福井市 二の宮４ー２ー１０ハイムＦ　1階

8130 その他 増永整骨院 福井市 花堂東1－8－15－１F

8131 その他 増谷石材工業株式会社 福井市 清水町39-6-2

8132 その他 足の専門店　Lifestyle 福井市 八ッ島町15-2-6 アイオライト2F

8133 その他 足羽タクシー 福井市 運動公園1-4305

8134 その他 損害保険ジャパン株式会社　福井支店 福井市 中央３丁目６－２　損保ジャパン福井ビル

8135 その他 村崎歯科医院 福井市 砂子坂町７－７５

8136 その他 村中将一税理士事務所 福井市 福井市二の宮３丁目１番７号　村中ビルディング２階

8137 その他 村田 福井市 御幸1丁目１９－２６

8138 その他 村野清美社会保険労務士事務所 福井市 城東3-4-5

8139 その他 多賀内科循環器科医院 福井市 二の宮4-2-6

8140 その他 太谷株式会社 福井市 城東4丁目29-12

8141 その他 泰夢里タクシー 福井市 西袋町１０－９－１

8142 その他 大バス日ノ出交通株式会社 福井市 羽水1丁目702

8143 その他 大安寺動物霊苑 福井市 田ノ谷町大安禅寺境内

8144 その他 大安寺郵便局 福井市 天菅生町４－４４

8145 その他 大一印刷株式会社 福井市 前波町17-6-1

8146 その他 大一電気通信株式会社 福井市 下毘沙門町19-2

8147 その他 大河　株式会社 福井市 上中町55-2-6

8148 その他 大願寺タクシー 福井市 大願寺２丁目４ー6

8149 その他 大貴建設株式会社 福井市 江端町20-2-38

8150 その他 大久保外科内科 福井市 西木田2－11－8

8151 その他 大久保建築 福井市 みのり１丁目5－2

8152 その他 大協建設株式会社 福井市 若杉浜3-315

8153 その他 大橋歯科 福井市 新保2‐501

8154 その他 大原スポーツ医療保育福祉専門学校 福井市 大手２丁目９番１号

8155 その他 大原簿記法律専門学校福井校 福井市 大手2２丁目９番１号

8156 その他 大広ビル管理株式会社 福井市 米松２丁目６番８号

8157 その他 大手門国際特許事務所 福井市 大手３丁目１－１３　大手門ビル８F

8158 その他 大人の為のバレエスタジオ le 福井市 大宮2-28-25 1階西側テナント

8159 その他 大成株式会社 福井市 高木中央1丁目3009番地3

8160 その他 大西鮮魚店 福井市 徳光町42-6-1

8161 その他 大滝東クリニック 福井市 日光1丁目1-1

8162 その他 大滝病院 福井市 日光1丁目2-1

8163 その他 大谷政行税理士事務所 福井市 成和1丁目602

8164 その他 大塚製薬㈱福井出張所 福井市 大手2‐7‐15明治安田生命福井ビル3階

8165 その他 大坪整骨院 福井市 春日１丁目13-21

8166 その他 大土呂郵便局 福井市 半田町１３－１０２－１

8167 その他 大島モータース 福井市 福井市浅水町104-7

8168 その他 大島産業株式会社 福井本社 福井市 渕３丁目2801番地

8169 その他 大島産業株式会社　本社 福井市 渕３丁目2801

8170 その他 大日メタックス株式会社 福井市 森行町2-5

8171 その他 大宝工芸株式会社 福井市 長本町1015

8172 その他 大野観光トラベルサービス 福井市 宝永１丁目37-21　VINTAGE２Ｆ・Ⅱ

8173 その他 大矢場美装 福井市 幾久町7ー15アミューズ幾久202

8174 その他 大和田デイサービスセンター 福井市 大和田町第２３号１番地

8175 その他 大脇配管工業 福井市 冬野町26-6

8176 その他 第2藤島園　そよかぜホーム 福井市 高木中央3丁目1701

8177 その他 第一デンタル株式会社 福井市 二の宮3丁目3-3

8178 その他 第一稀元素化学工業株式会社　福井事業 福井市 石橋町テクノポート3-7-2

8179 その他 第一警備保障株式会社 福井市 三ツ屋1丁目608番地
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8180 その他 第一生命保険株式会社　福井支社 福井市 大手3-12-20冨田第一生命ビル７F

8181 その他 第一生命保険株式会社　福井支社　花堂 福井市 花堂南2-1-13　UHビル4F

8182 その他 第一生命保険株式会社　福井支社　新田 福井市 宝永4-21-12　2F

8183 その他 第一生命保険株式会社　福井支社　藤島 福井市 宝永4-21-12　3F

8184 その他 第一生命保険株式会社　福井支社　福井 福井市 大手3-12-20冨田第一生命ビル8F

8185 その他 第一生命保険株式会社　福井支社　福井中央営業オフィス 福井市 宝永4-21-12　4F

8186 その他 第一防災株式会社 福井市 中角町第18号30番地1

8187 その他 鷹巣郵便局 福井市 浜住町２－８５

8188 その他 達城電設株式会社 福井市 三ツ屋1丁目203

8189 その他 達磨タクシー 福井市 花月４－２－７

8190 その他 脱毛サロン Liberte 福井市 高柳1丁目708 レリアンビル102

8191 その他 谷口食品株式会社 福井市 中央２丁目９-２４

8192 その他 谷口新建築 福井市 清水山町65-68-1

8193 その他 谷口大理石 福井市 足羽3-9-28

8194 その他 丹生建設工業株式会社 福井市 甑谷町44-1

8195 その他 地域子育て支援センター 福井市 砂子坂町5-58

8196 その他 地域子育て支援センター　ぱんだルーム 福井市 木田1-1406

8197 その他 地域子育て支援センター　ぴょんぴょん 福井市 境寺町36-3

8198 その他 地蔵屋不動産 福井市 光陽2-2-41

8199 その他 池田佳代メンタルコーチング 福井市 南四ツ居町1-148

8200 その他 池田設備工業株式会社 福井市 灯明寺4-303

8201 その他 竹下歯科 福井市 木田2丁目2104

8202 その他 竹原運輸株式会社　本社 福井市 福井市森行町3号8番地1

8203 その他 竹宏建設株式会社　本社事務所 福井市 文京６丁目34-17

8204 その他 竹川タクシー 福井市 下森田町4-51-4

8205 その他 竹内ビル 福井市 江端町　24-47

8206 その他 竹内医院 福井市 花堂北2丁目12-28

8207 その他 竹内久人事務所 福井市 中野1-204-4

8208 その他 竹内商店 福井市 中野町1－204－4

8209 その他 竹内撚糸有限会社 福井市 薬師町１２－４５

8210 その他 竹澤荘志公認会計士事務所 福井市 福井市春日1丁目8-5　ビブレ春日301号

8211 その他 中央あすわ税理士法人 福井市 足羽4丁目7番20号

8212 その他 中久タクシー 福井市 原目町６号５番地

8213 その他 中古レコード 鑑定団 福井市 手寄一丁目19-18

8214 その他 中山工業 福井市 下森田町6-1-17

8215 その他 中次金属株式会社 福井市 下市町２７字中山２ー１

8216 その他 中庄産業株式会社 福井市 手寄1-16-5

8217 その他 中川興業 福井市 問屋町4丁目415アイネクライネ102

8218 その他 中島管材鋼機株式会社 福井市 問屋町2-16

8219 その他 中嶋社会保険労務士事務所 福井市 中央1-19-7

8220 その他 中藤島郵便局 福井市 舟橋２－１１３

8221 その他 中日新聞　日刊県民福井　志比口販売店 福井市 丸山１－１２１６－３

8222 その他 朝日室内工業 福井市 有楽町15-10

8223 その他 津々見編織株式会社 福井市 田尻栃谷町16-6

8224 その他 津田保険サービス 福井市 町屋2丁目7番28号

8225 その他 通所リハ健康の家 福井市 西方1丁目2-11　いちご在宅支援センター1F

8226 その他 辻広組 本社 福井市 江守中町8-18

8227 その他 辻正工業㈱ 福井市 大町19-11

8228 その他 椿谷雅寛税理士事務所 福井市 高木中央２丁目517番地　黒田ビル２階

8229 その他 坪田タクシー 福井市 三郎丸町25-1-18

8230 その他 坪田バレエスクール 福井市 福2-316

8231 その他 坪田歯科 福井市 福井市二の宮５丁目１４番２７号

8232 その他 坪内富男事務所 福井市 御幸4丁目10番11号

8233 その他 鉄筋工業 福井市 太田町30-20-1

8234 その他 天海地恵株式会社 福井市 高柳2丁目1401-2

8235 その他 天津郵便局 福井市 真栗町４３－７

8236 その他 天田製材所 福井市 福井市東天田町６－２６

8237 その他 天満屋質店 福井市 中央1丁目21-6

8238 その他 田坂美装 福井市 三郎丸2-2101

8239 その他 田中亨行政書士事務所 福井市 北四ツ居１－９－２７－２Ａ

8240 その他 田中税理士事務所 福井市 成和1丁目3106KENJIビル2階

8241 その他 田島アルミ販売 福井市 清水山町57‐28

8242 その他 渡忠建築板金 福井市 福井市北今泉町

8243 その他 渡辺設備 福井市 光陽1-25-20

8244 その他 土谷税理士事務所 福井市 花堂南1-5-30　花堂ナカノビル2F203

8245 その他 土田織物有限会社 福井市 福井市花野谷町47-19
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8246 その他 土田繊商株式会社 福井市 手寄2－7‐16

8247 その他 土肥コンサルティング社労士事務所 福井市 福井市手寄2-3-1

8248 その他 土牧電機株式会社 福井市 福井市大願寺２丁目６番２４号

8249 その他 土本税理士事務所 福井市 春山2－23－9

8250 その他 島田自動車工業株式会社 福井市 江端町33-17

8251 その他 東安居苑 福井市 大瀬町23字101番

8252 その他 東郷郵便局 福井市 栃泉町１－３０

8253 その他 東谷整骨院 福井市 新保2-226

8254 その他 東藤島郵便局 福井市 上中町１３－１７－３

8255 その他 東日本信用漁業協同組合連合会　福井支 福井市 福井市大手2-8-10

8256 その他 東武トップツアーズ株式会社　福井支店 福井市 中央3-13-1　（福井北國ビル3階）

8257 その他 東福建設（株） 福井市 宮地町４６－１６

8258 その他 東宝タクシー 福井市 本堂町89-6-66

8259 その他 東豊電設株式会社 福井市 羽水１丁目６３３

8260 その他 東和通信システム株式会社　福井営業所 福井市 福井市八重巻1-9

8261 その他 藤井会計 福井市 日之出4丁目1番6号

8262 その他 藤井建築 福井市 和田2-204-1

8263 その他 藤井歯科クリニック 福井市 福井市浅水町106-9

8264 その他 藤井俊彰税理士事務所 福井市 中央３丁目３番２１号　福井中央ビル８階

8265 その他 藤間商事株式会社 福井市 町屋1-1-27

8266 その他 藤島園ケアマネジメントセンター 福井市 福井市高木中央３丁目1701

8267 その他 藤島園デイサービスセンター 福井市 高木中央３丁目1701番地

8268 その他 藤島神社 福井市 毛矢三丁目8番21号

8269 その他 藤本テキスタイル 福井市 上野本町4丁目113番地

8270 その他 藤本整骨院 福井市 西木田1-18-11

8271 その他 藤野あや子鍼灸治療院 福井市 日光2丁目2-6 Yインテリジェントビル1F西側

8272 その他 動物愛護センター 福井市 徳尾町18-1-1

8273 その他 道傳設備株式会社 福井市 春日3-305-1

8274 その他 特許業務法人フェニックス特許事務所 福井市 福井市日之出５－４－７

8275 その他 特定非営利活動法人　福井県手をつなぐ 福井市 光陽2丁目3番22号　福井県社会福祉センター４F

8276 その他 特定非営利活動法人くまっこクラブふく 福井市 加茂河原１－２－１２

8277 その他 特定非営利活動法人自然体験共学センター 福井市 福井市南野津又町21-9-1

8278 その他 特別養護老人ホーム　藤島園 福井市 高木中央３丁目1701

8279 その他 栃木歯科医院 福井市 種池町1-24-2

8280 その他 内ちゃんタクシー 福井市 板垣2-601-2

8281 その他 南タクシー 福井市 新田塚２丁目42-33

8282 その他 南部接骨院 福井市 江森の里2-301

8283 その他 南部塗装 福井市 灯明寺2丁目2116シャーメゾン灯102

8284 その他 南部土地株式会社 福井市 順化１丁目２４番４３号

8285 その他 日の丸タクシー 福井市 下江守町9-19-1

8286 その他 日華化学株式会社 福井市 文京4-23-1

8287 その他 日刊県民福井やしろ専売店 福井市 門前１－１３１７

8288 その他 日研工業株式会社 福井市 三尾野町29-2-39

8289 その他 日光セキュリティ株式会社 福井市 清水杉谷町26-105

8290 その他 日光産業株式会社 福井市 清水杉谷町26-3

8291 その他 日光産業株式会社 福井市 光陽1-6-10

8292 その他 日光整骨院 福井市 日光2-16-26

8293 その他 日産プリンス福井販売株式会社　福井店 福井市 今市町54-1

8294 その他 日昭建設株式会社 福井市 花月4-1-2

8295 その他 日新タクシー 福井市 乾徳３丁目５－７

8296 その他 日新工業株式会社 福井市 下細江町14-36

8297 その他 日通トランスポート㈱　福井支店 福井市 浅水二日町145字20

8298 その他 日東産業株式会社 福井市 二の宮４丁目30-13

8299 その他 日東産業株式会社　機工部 福井市 石盛３丁目1714番地

8300 その他 日之出整骨院 福井市 日之出3-9-11

8301 その他 日本システムバンク株式会社 福井市 中央3丁目5-21

8302 その他 日本ダム株式会社 福井市 清水杉谷町45-163

8303 その他 日本政策金融公庫福井支店 国民生活事業 福井市 西木田 2-8-1 福井商工会議所ビル１Ｆ

8304 その他 日本政策金融公庫福井支店 中小企業事業 福井市 西木田 2-8-1 福井商工会議所ビル２Ｆ

8305 その他 日本政策金融公庫福井支店 農林水産事業 福井市 西木田 2-8-1 福井商工会議所ビル６Ｆ

8306 その他 日本通信特機株式会社 福井市 照手1丁目2-15

8307 その他 日本防疫株式会社 福井市 春日1丁目7-19

8308 その他 濃飛西濃運輸株式会社　福井支店 福井市 林藤島町16-8

8309 その他 農協観光福井支店 福井市 大手3-2-1福井ビル4階

8310 その他 梅田歯科医院 福井市 福井市渕3丁目1017

8311 その他 梅田商店 福井市 御幸３丁目９－１２
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8312 その他 売ッチャリ買ッチャリしろぼし福井大和田店 福井市 大和田2-1105

8313 その他 白崎モータース 福井市 宝永4-18-20

8314 その他 白崎建築設計事務所 福井市 飯塚町７－３３

8315 その他 白山園芸 福井市 少路町16-1-7

8316 その他 畑岡株式会社 福井市 大手3丁目6－7

8317 その他 畑設備 福井市 石橋町

8318 その他 八千矛化学株式会社 福井市 文京4-19-5

8319 その他 八木経営労務管理事務所 福井市 松本1-3-15

8320 その他 八木通信保険株式会社 福井市 順化1-24-34 ﾓﾙｹﾞﾝ順化ﾋﾞﾙ201

8321 その他 八木通信保険株式会社 福井市 照手2-6-16

8322 その他 飯塚MEGAドン・キホーテ店おたからや 福井市 飯塚MEGAドン・キホーテ

8323 その他 飯塚タクシー 福井市 飯塚8-6

8324 その他 番匠功登記測量事務所 福井市 西木田一丁目６番７号

8325 その他 美テラス 福井市 順化2丁目7-13片町壱番館ビル2階B号室

8326 その他 美骨整身Reborn 福井市 福井市高木中央二丁目1510エンジェル小林101

8327 その他 美山木工 福井市 南野津又町17-45

8328 その他 美術　森川 福井市 西木田２丁目４－７

8329 その他 美装工業 福井市 下江守町第２３号１番地１２

8330 その他 美美ヘアカラー 福井市 石盛町1010

8331 その他 美容エステティックcherie 福井市 文京6-2-18

8332 その他 美容カイロのお店エルトラスト 福井市 三ツ屋1-204ビレッジ黒川c

8333 その他 浜本建設株式会社 福井市 大願寺1-4-16

8334 その他 不動技研工業株式会社 福井市 林藤島町18-5-1

8335 その他 不動興業株式会社 福井市 開発1丁目217

8336 その他 富士工業株式会社 福井市 上河北町1-48

8337 その他 冨士屋玩具 福井市 順化1-13-19

8338 その他 冨士自動車整備㈱ 福井市 西開発3丁目509

8339 その他 冨田　地所 福井市 松本1丁目47－15

8340 その他 武橋商事株式会社 福井市 和田東2丁目1913番

8341 その他 福イベント 福井市 灯明寺3-1601

8342 その他 福井PCサポート 福井市 有楽町17-2

8343 その他 福井アーバンカード事業協同組合 福井市 中央1-12-13

8344 その他 福井ウエルキャブステーション 福井市 今市町５８－１２

8345 その他 福井エフエム放送株式会社 本社 福井市 福井市御幸１－１－１

8346 その他 福井オフィス 福井市 新田塚１丁目７０－１

8347 その他 福井キヤノンマテリアル株式会社 福井市 石橋町第29号73番地3

8348 その他 福井ケアセンター 福井市 乾徳4-5-8

8349 その他 福井さくら法律事務所 福井市 春山１－３－４ 藤井ビル１階

8350 その他 福井システム住宅株式会社 福井市 文京３丁目１１－８

8351 その他 福井ダイハツ 福井市 浅水町１０２－１０

8352 その他 福井ダイハツ　高木中央店 福井市 高木中央１丁目２２０３

8353 その他 福井ダイハツ　浅水店 福井市 今市町３－７

8354 その他 福井テレビ 福井市 問屋町3丁目410番地

8355 その他 福井テレビジョン放送株式会社 福井市 問屋町3丁目410番地

8356 その他 福井テント株式会社 福井市 高木中央1丁目2403

8357 その他 福井トヨタ自動車株式会社　U-Carピア 福井市 下荒井町19字50番地

8358 その他 福井トヨタ自動車株式会社　開発店 福井市 開発4丁目211

8359 その他 福井トヨタ自動車株式会社　丸岡 福井市 坂井市丸岡町朝陽1丁目229

8360 その他 福井トヨタ自動車株式会社　空港前店 福井市 坂井市春江町藤鷲塚38字8

8361 その他 福井トヨタ自動車株式会社　福井大仏前店 福井市 春山2丁目6番9号

8362 その他 福井トヨタ自動車株式会社　本社 福井市 下荒井町19字50番地

8363 その他 福井トヨペット株式会社　ＢＰセンター 福井市 山室町55-85-1

8364 その他 福井トヨペット株式会社　天菅生橋店 福井市 山室町55-89

8365 その他 福井トヨペット株式会社　東店 福井市 新保町26-41

8366 その他 福井トヨペット株式会社　南福井店 福井市 みのり3-1-2

8367 その他 福井トヨペット株式会社　本社・本店 福井市 幾代2-1424-1

8368 その他 福井ネット株式会社 福井市 春日町238-3

8369 その他 福井バス株式会社 福井市 羽水1丁目702

8370 その他 福井ハピリンチャンスセンター 福井市 中央1-2-1　ハピリン１階

8371 その他 福井ひかり法律事務所 福井市 宝永3丁目15番16号

8372 その他 福井ビル管理株式会社 福井市 福井市三ツ屋1丁目６１７番地

8373 その他 福井ファミリービル 福井市 福井市順化１丁目５番４号福井ファミリービル４０１号

8374 その他 福井ホーチキ株式会社 福井市 成和1丁目1415

8375 その他 福井ホームページ制作 福井市 江守の里2丁目1108

8376 その他 福井ホテルトラベル専門学校 福井市 大手２丁目９番１号

8377 その他 福井ポンプ鑿泉株式会社 福井市 舞屋町7-1-2
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8378 その他 福井みのり郵便局 福井市 みのり４－１３－１６

8379 その他 福井モータース株式会社 福井市 福井市中新田町9-8

8380 その他 福井ランゲージアカデミー 福井市 学園３－１－２１

8381 その他 福井レディス事務所 福井市 花堂中１丁目8-2

8382 その他 福井葵ライオンズクラブ 福井市 西木田2丁目8－1　福井商工会議所ビル　6F　

8383 その他 福井医療大学 福井市 江上町５５－１３－１

8384 その他 福井医療福祉事業協同組合 福井市 光陽３丁目４－１８

8385 その他 福井営業所 福井市 和田東2丁目1518番

8386 その他 福井駅前電車通り北地区Ｂ街区市街地再 福井市 中央１丁目6-8

8387 その他 福井花堂郵便局 福井市 花堂北２－６－３７

8388 その他 福井開発郵便局 福井市 西開発２－２０４－２

8389 その他 福井学園三郵便局 福井市 学園３－４－１５

8390 その他 福井乾徳郵便局 福井市 乾徳２－４－２１

8391 その他 福井環境事業株式会社 福井市 角折町第６号１番地

8392 その他 福井管工事業協同組合 福井市 南四ツ居１丁目１－９

8393 その他 福井幾久町郵便局 福井市 町屋３－２１－１２

8394 その他 福井錦町郵便局 福井市 順化２－２２－１

8395 その他 福井九頭竜包括支援センター 福井市 福井市高木中央3丁目1701

8396 その他 福井経済同友会　事務局 福井市 大手3丁目12番20号冨田第一生命ビル3階

8397 その他 福井経編興業株式会社 福井市 西開発３-５１９-３

8398 その他 福井建設工事業協同組合 福井市 北四ツ居２丁目15-10

8399 その他 福井県インテリア事業協同組合 福井市 高柳１丁目１９０３

8400 その他 福井県スポーツ協会 福井市 福町3-20

8401 その他 福井県セルプ 福井市 光陽2丁目3-22　福井県社会福祉センター内

8402 その他 福井県医療生活協同組合 福井市 福井市光陽2丁目18-5

8403 その他 福井県医療廃棄物処理事業協同組合 福井市 長本町213番地

8404 その他 福井県医療福祉専門学校　松本1号館 福井市 松本2丁目24-10

8405 その他 福井県医療福祉専門学校　本館 福井市 高木中央3丁目2018

8406 その他 福井県火災共済協同組合 福井市 御幸１丁目１－１

8407 その他 福井県学校生活協同組合 福井市 大手２丁目２２－２８

8408 その他 福井県環境保全協業組合 福井市 角折町第８号３番地

8409 その他 福井県基準寝具株式会社　本社 福井市 高木2-1103

8410 その他 福井県喫茶飲食業生活衛生同業組合 福井市 成和１丁目３１２３

8411 その他 福井県興行株式会社　片町ライブリービ 福井市 順化２丁目２１番１２号

8412 その他 福井県警察協会 福井市 大手3-17-1

8413 その他 福井県建設鉄工会館 福井市 林町62-5

8414 その他 福井県護国神社 福井市 福井市大宮２－１３－８

8415 その他 福井県高等学校教職員組合 福井市 大手2-22-28　福井県教育センター

8416 その他 福井県山林協会 福井市 松本３丁目16-10職員会館ビル

8417 その他 福井県司法書士会 福井市 下馬二丁目３１４番地

8418 その他 福井県市町村職員共済組合 福井市 福井市西開発4-202-1

8419 その他 福井県私立学校連合会 福井市 松本３丁目１６－１０

8420 その他 福井県視覚障害者福祉協会　ケア　サ 福井市 光陽２－１７－８

8421 その他 福井県自家用自動車協会 福井市 福井市西谷1丁目１４０１番地

8422 その他 福井県自家用自動車協会　福井支部 福井市 福井市高柳１丁目１００７　プラザ高柳２０２号室

8423 その他 福井県自家用自動車協会　福井南支部 福井市 福井市西谷１丁目１４０１番地

8424 その他 福井県自動車車体整備業協同組合　事務 福井市 西谷1丁目1401　自動車会館2階

8425 その他 福井県社労ゼミナール 福井市 二の宮4丁目1-10　オフィスNビル2F

8426 その他 福井県寿司商生活衛生同業組合 福井市 大和田1丁目101番地

8427 その他 福井県柔道整復師協同組合 福井市 花堂東２丁目301

8428 その他 福井県商工会連合会 福井市 宝永4-9-14

8429 その他 福井県織物工業組合 福井市 大手3-7-1

8430 その他 福井県信用漁業協同組合連合会　本店 福井市 福井市大手2丁目8番10号

8431 その他 福井県信用保証協会 福井市 西木田２丁目８－１

8432 その他 福井県森林組合連合会 福井市 江端町２０－１

8433 その他 福井県神社庁 福井市 花堂中1丁目3－28

8434 その他 福井県生コンクリート工業組合 福井市 福井市栂野町第21号５番地の1

8435 その他 福井県税理士協同組合 福井市 日之出５丁目１４番２５号

8436 その他 福井県石油商業組合 福井市 花堂中1丁目3-40

8437 その他 福井県赤十字血液センター 福井市 月見３丁目３－２３

8438 その他 福井県繊協ビル 福井市 大手3丁目7番1号

8439 その他 福井県中古自動車販売商工組合 福井市 西谷１丁目１４０１

8440 その他 福井県庁舎 福井市 大手３丁目１７－１

8441 その他 福井県鉄筋協同組合 福井市 月見４丁目18-9

8442 その他 福井県土地家屋調査士会 福井市 下馬2-314

8443 その他 福井県土地改良事業団体連合会 福井市 幾久町8-17
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8444 その他 福井県土木施工管理技士会 福井市 御幸３丁目１０－１５

8445 その他 福井県鳶土工業協同組合 福井市 福井市城東４丁目２２－２０

8446 その他 福井県内水面総合センター 福井市 中ノ郷町３４－１０

8447 その他 福井県農業信用基金協会 福井市 大手3丁目2番18号

8448 その他 福井県米穀株式会社 福井市 下馬３丁目505番地

8449 その他 福井県保険代理業協同組合 福井市 大東2丁目1-20

8450 その他 福井県縫製産業協同組合 福井市 福井市大手3-7-1

8451 その他 福井県暴力追放センター 福井市 宝永3丁目8-1

8452 その他 福井県民生活協同組合　生鮮共配セン 福井市 開発5丁目1601番地

8453 その他 福井県民生活協同組合　第2生鮮加工セ 福井市 開発5丁目1505番地

8454 その他 福井県民生活協同組合　本部センター 福井市 開発5丁目1603番地

8455 その他 福井県民生活協同組合　嶺北センター 福井市 重立町28字辻40番地

8456 その他 福井県木材組合連合会 福井市 合島町3号1番地

8457 その他 福井県立清水特別支援学校 福井市 島寺町68-33-3

8458 その他 福井県旅館ホテル生活衛生同業組合 福井市 大手3丁目7番1号繊協ビル7階712号室

8459 その他 福井県旅行業協会 福井市 福井市大東２丁目1-20

8460 その他 福井県労働者信用基金協会 福井市 問屋町1丁目35番地

8461 その他 福井県鍼灸マッサージ師会 福井市 手寄1-19-29

8462 その他 福井御幸郵便局 福井市 御幸１－１９－２４ 

8463 その他 福井公証役場 福井市 順化１丁目２４－４３　ストークビル９階

8464 その他 福井公務員専門学校 福井市 松本3丁目21-20

8465 その他 福井口運送株式会社 福井市 福井市長本町1106番地

8466 その他 福井江端町郵便局 福井市 江端町３３－１６

8467 その他 福井高校野球部寮ドミトリーアン 福井市 福井市光陽３丁目7-24

8468 その他 福井高速運輸　株式会社 福井市 三本木町

8469 その他 福井高柳簡易郵便局 福井市 高柳1-2407

8470 その他 福井佐佳枝郵便局 福井市 中央１－６－８

8471 その他 福井三菱電機機器販売株式会社 福井市 問屋町4丁目1205

8472 その他 福井山本株式会社 福井市 成和１丁目２２０１

8473 その他 福井産業ビル 福井市 御幸4丁目20番16号

8474 その他 福井産業技術専門学院 福井市 林藤島町２０－１－３

8475 その他 福井市ＳＳＴらんど 福井市 笹谷町115番

8476 その他 福井市観光案内所（ウェルカムセン 福井市 中央１－２－１

8477 その他 福井市子ども一時預かり所「の～び・の 福井市 中央1-2-1　ハピリン２F

8478 その他 福井市聖苑 福井市 安田町第１１号１番地

8479 その他 福井市地域子育て支援センターひよこ広 福井市 明里町９－１

8480 その他 福井市中央卸売市場精算株式会社 福井市 大和田1丁目101

8481 その他 福井市防災センター 福井市 和田東２丁目２２０７

8482 その他 福井志比口郵便局 福井市 志比口１－２－２

8483 その他 福井指圧治療院 福井市 北四ツ居2-15-11

8484 その他 福井歯科医院 福井市 福井市大願寺3-9-15

8485 その他 福井種池郵便局 福井市 種池２－４０７

8486 その他 福井酒販協同組合 福井市 毛矢１丁目３番１０号

8487 その他 福井春日郵便局 福井市 春日２－８－４

8488 その他 福井小松フォークリフト本社 福井市 若栄町912

8489 その他 福井床暖房 福井市 飯塚町8-133

8490 その他 福井松本郵便局 福井市 松本２－１－１

8491 その他 福井照手郵便局 福井市 照手１－１－２２

8492 その他 福井上北野郵便局 福井市 上北野２－１－６

8493 その他 福井城東郵便局 福井市 城東１－１２－１

8494 その他 福井情報ITクリエイター専門学校 福井市 大手２丁目９番１号

8495 その他 福井信用金庫 さくら支店 福井市 毛矢２丁目７－８

8496 その他 福井信用金庫 花堂支店 福井市 花堂中２丁目２９－２５

8497 その他 福井信用金庫 御幸支店 福井市 御幸２丁目７－２４

8498 その他 福井信用金庫 工大前支店 福井市 光陽４丁目１－２１

8499 その他 福井信用金庫 高木支店 福井市 高木中央１丁目３１２

8500 その他 福井信用金庫 四ツ居支店 福井市 南四ツ居２丁目１２－６

8501 その他 福井信用金庫 志比口支店 福井市 志比口２丁目２６－４

8502 その他 福井信用金庫 春日支店 福井市 木田町２５０９

8503 その他 福井信用金庫 松本支店 福井市 宝永３丁目２２－２０

8504 その他 福井信用金庫 森田支店 福井市 下森田藤巻町１－２０

8505 その他 福井信用金庫 川西支店 福井市 上野町７－４５

8506 その他 福井信用金庫 大名町支店 福井市 大手３丁目８－６

8507 その他 福井信用金庫 東郷支店 福井市 東郷二ケ町３５－３－２

8508 その他 福井信用金庫 二の宮支店 福井市 二の宮４丁目２５－１

8509 その他 福井信用金庫 福町支店 福井市 福１丁目２９１２
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8510 その他 福井信用金庫 堀ノ宮支店 福井市 文京７丁目１２－２０

8511 その他 福井信用金庫 本店営業部 福井市 田原２丁目３－１

8512 その他 福井信用金庫 麻生津支店 福井市 浅水町１０７－９

8513 その他 福井信用金庫 未来プラザふくしん 福井市 中央１丁目10-1-1

8514 その他 福井信用金庫 和田中央支店 福井市 和田中２丁目１０１

8515 その他 福井信用保証サービス株式会社 福井市 春山２丁目３－１０

8516 その他 福井心のクリニック 福井市 手寄1-4-1　アオッサ2F

8517 その他 福井新田塚郵便局 福井市 新田塚１－２０－１５

8518 その他 福井新聞　福井駅東販売店 福井市 手寄１丁目１７－２１

8519 その他 福井新聞加茂河原販売店 福井市 若杉浜3丁目205

8520 その他 福井新聞成和販売店 福井市 成和1-604-3

8521 その他 福井新聞板垣・東郷販売店 福井市 板垣１－５２５　サンパーラ板垣１０２

8522 その他 福井新聞美山販売店 福井市 品ケ瀬町18-6-1

8523 その他 福井森林組合 福井市 文京6丁目11番13号

8524 その他 福井西部地区建設業環境整備協同組合 福井市 飯塚町7-35-1

8525 その他 福井西方郵便局 福井市 御幸４－１０－３１

8526 その他 福井西木田郵便局 福井市 西木田２－１１－１

8527 その他 福井青色申告会 福井市 西木田２丁目８－１

8528 その他 福井倉庫株式会社南江守営業所 福井市 南江守町１号１番地

8529 その他 福井倉庫株式会社本社 福井市 南江守町１号１番地

8530 その他 福井足羽郵便局 福井市 足羽１－１５－１２

8531 その他 福井大学生活協同組合組合員カウンター 福井市 文京3-9-1

8532 その他 福井大宮郵便局 福井市 大宮３－１０－１

8533 その他 福井大手郵便局 福井市 大手２－３－２０

8534 その他 福井地方法務局 福井市 春山一丁目1番54号福井春山合同庁舎内

8535 その他 福井中央カイロプラクティック院 福井市 下馬2-2009-2

8536 その他 福井中央クリニック 福井市 松本4丁目5番10号

8537 その他 福井中央観光 福井市 八重巻町16-14-1

8538 その他 福井中央魚市株式会社 福井市 大和田1丁目101番地

8539 その他 福井中央郵便局 福井市 大手３－１－２８

8540 その他 福井中野簡易郵便局 福井市 中野3丁目1204-1

8541 その他 福井調剤薬局 福井市 福井市米松2-6-1

8542 その他 福井通運株式会社 福井市 花堂北1丁目11-15

8543 その他 福井通信建設株式会社 福井市 大町13字南江崎208番地

8544 その他 福井田原町郵便局 福井市 田原１－１３－２５

8545 その他 福井電力株式会社 福井市 中角町41-25

8546 その他 福井都タクシー㈱ 福井市 西開発3丁目510-1

8547 その他 福井東商工会 福井市 東郷二ヶ町7-10-3

8548 その他 福井動物霊苑 福井市 堂島町110

8549 その他 福井南高等学校 福井市 新開町15-12

8550 その他 福井南郵便局 福井市 板垣４－２０１

8551 その他 福井二の宮郵便局 福井市 二の宮２－３０－２０

8552 その他 福井日産自動車株式会社 くるまの広場 福井市 下荒井町２１－３

8553 その他 福井日産自動車株式会社 開発CARPORT 福井市 西開発４－５０８

8554 その他 福井日産自動車株式会社 大和田店 福井市 大和田１－５０２

8555 その他 福井日産自動車株式会社 本社 福井市 下荒井町２１－３

8556 その他 福井日産自動車株式会社 本店 福井市 下荒井町２１－３

8557 その他 福井日野自動車株式会社 福井市 大和田1丁目501番地

8558 その他 福井日野自動車株式会社　敦賀営業所 福井市 大和田1丁目501番地

8559 その他 福井乳販 福井市 若杉3丁目1723

8560 その他 福井福町郵便局 福井市 福１－１６０５

8561 その他 福井文京郵便局 福井市 文京３－２３－６

8562 その他 福井文京六郵便局 福井市 文京６－１１－５

8563 その他 福井弁護士会 福井市 宝永４－３－１　サクラNビル７階

8564 その他 福井宝永郵便局 福井市 宝永３－３５－１６

8565 その他 福井北四ツ居郵便局 福井市 北四ツ居３－１１－１５

8566 その他 福井北商工会　河合支所 福井市 川合鷲塚町9-17

8567 その他 福井北商工会　川西支所 福井市 砂子坂町6-27-1

8568 その他 福井北商工会　本所 福井市 下森田町3-36

8569 その他 福井本社 福井市 学園1-5-25

8570 その他 福井毛矢郵便局 福井市 毛矢２－８－２０

8571 その他 福井問屋町郵便局 福井市 問屋町３－６１５－２

8572 その他 福井郵便逓送株式会社　本社 福井市 板垣4丁目411番地

8573 その他 福井窯業㈱ 福井市 田原２丁目２０－１７

8574 その他 福井鐵工株式会社　本社・わかえ工場 福井市 福井市若栄町702

8575 その他 福岡めがね 福井市 門前2-919-1
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8576 その他 福貨通運株式会社 福井市 花堂北1-4-42

8577 その他 福恵運送株式会社 福井市 舞屋町6-411

8578 その他 福祉タクシー　あすくる 福井市 文京７丁目26－18

8579 その他 福種株式会社 福井市 開発5丁目2004番地

8580 その他 福泉信用組合 福井市 大手3丁目17-1

8581 その他 福嶋断熱工業(株) 福井市 板垣3丁目1501

8582 その他 福徳設備工業株式会社 福井市 東森田1-907

8583 その他 福日機電株式会社 福井市 河増町9-18-1

8584 その他 福日商事株式会社 福井市 大手２－７－６

8585 その他 福武電工株式会社 福井市 北四ツ居町６１４

8586 その他 福邦カード株式会社 福井市 日之出４丁目１１番１３号

8587 その他 福朗整骨院 福井市 大宮2-25-29-101

8588 その他 福丼県プロジェクト実行委員会 福井市 問屋町3丁目410

8589 その他 仏壇仏具のまつかわ 福井市 新田塚1-87-13

8590 その他 文盛堂有限会社 福井市 福新町1901

8591 その他 平屋コレクション　福井店 福井市 福井県福井市御幸4丁目20番18号

8592 その他 平成電工株式会社 福井市 高木中央2-716

8593 その他 平田鉄工株式会社 福井市 上河北町２４－５ 

8594 その他 平野純薬株式会社 福井市 福井市下馬２丁目１４２０番地

8595 その他 米工房ほ・た・る 福井市 野波町37-12

8596 その他 片岡電工 福井市 新田塚1-72-16

8597 その他 片山機械株式会社 福井市 花堂中2丁目２２－３

8598 その他 弁護士法人ふくい総合法律事務所 福井市 福井市大手3丁目14番10号　TMY 大名町ビル5階

8599 その他 弁護士法人前波法律事務所 福井市 春山２－２－１６

8600 その他 保険すっきり推進室　　（有）ＩＦＰ 福井市 西開発２丁目１０１－１　フレンドタウン福井

8601 その他 暮らしのマネープラン相談センター福井 福井市 東郷中島町11-18

8602 その他 宝永整骨院 福井市 宝永３丁目7-31

8603 その他 放課後等デイサービス　喜び 福井市 下荒井町9-102-1

8604 その他 放送大学　福井学習センター 福井市 手寄１丁目４－１　AOSSA ７階

8605 その他 法蔵寺 福井市 毛矢2丁目4-10

8606 その他 訪問介護ステーションminori 福井市 新田塚1-55-1

8607 その他 訪問看護ステーション　シンカイ福井 福井市 丸山2丁目1405番

8608 その他 訪問看護ステーションりりいふ 福井市 御幸2丁目17-22 植原ビル1F-C号室

8609 その他 豊岡建工株式会社 福井市 二の宮4-43-21

8610 その他 豊岡物産株式会社 福井市 大年町第17号12番地

8611 その他 豊國福井株式会社 福井市 木田町2507-2

8612 その他 防音工房スターライト 福井市 花堂北1-11-25

8613 その他 北梶タクシー 福井市 江守中１丁目１７０９番地

8614 その他 北興産業株式会社 福井市 下馬2丁目118

8615 その他 北川国際特許商標事務所 福井市 門前2丁目608番地2

8616 その他 北川法律事務所 福井市 福井市春山1丁目6番21号

8617 その他 北川木材 福井市 中央2-1-5

8618 その他 北倉企画株式会社 福井市 河増町28-16-1

8619 その他 北村電機産業株式会社　福井支店 福井市 丸山２丁目１９０２番地１号

8620 その他 北電産業株式会社　福井支店　ほくでん 福井市 日之出1-14-23

8621 その他 北都タクシー 福井市 北四ッ居町30-171

8622 その他 北野オフィス 福井市 三十八社町701-4-401

8623 その他 北陸MIKI商事　有限会社 福井市 渕3丁目101番地

8624 その他 北陸イワタニガス 福井市 東森田一丁目711番地

8625 その他 北陸エコシステム 福井市 東森田一丁目1901

8626 その他 北陸カラー株式会社 福井市 福井市花堂東1丁目25-20

8627 その他 北陸コンピュータ・サービス株式会社福 福井市 中央１－３－１　加藤ビル３Ｆ

8628 その他 北陸ツアーサポート　本社営業所 福井市 開発４－３０２－１

8629 その他 北陸デラップス株式会社　福井本社 福井市 三尾野町29-2-23

8630 その他 北陸トラック運送株式会社 福井市 福井市上細江町20字1番地

8631 その他 北陸トラック運送株式会社　福井物流セ 福井市 新開町20-15

8632 その他 北陸トラック運送㈱ フクビ細江配送セン 福井市 上細江町20字1番地

8633 その他 北陸トラック運送㈱　福井物流センター 福井市 新開町20字15

8634 その他 北陸トラック株式会社　共配営業部 福井市 上細江町20-1

8635 その他 北陸ミサワホーム株式会社福井支店 福井市 花堂中2-1-3

8636 その他 北陸レジャーレントール株式会社　レ 福井市 主計中町10-8-1

8637 その他 北陸レジャーレントール株式会社　レン 福井市 板垣3丁目1335

8638 その他 北陸ロード(株)福井事業所 福井市 光陽1丁目6-11

8639 その他 北陸化成産業株式会社 福井市 二の宮３丁目２６－１５

8640 その他 北陸架設工業　有限会社 福井市 福井市城東4丁目11-3

8641 その他 北陸施設　株式会社　福井営業所 福井市 西方1丁目9-1　Ｎビル1階
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8642 その他 北陸川崎産業株式会社 福井市 大町2丁目901

8643 その他 北陸綜合警備保障株式会社福井支社 福井市 成和１丁目１５０４番地

8644 その他 北陸電装工業㈱ 福井市 二の宮1丁目9-21

8645 その他 北陸東工シャッター株式会社 福井市 四ツ井１－１４－５

8646 その他 北陸非破壊検査株式会社 福井市 定正町610-2

8647 その他 北陸明治運輸株式会社 本社営業所 福井市 西開発２－３０３

8648 その他 北陸旅行（株） 福井市 大和田２－５０１

8649 その他 北陸旅行株式会社 福井市 大和田２丁目501

8650 その他 北陸労働金庫　ローンセンター福井 福井市 下馬3丁目1604

8651 その他 北陸労働金庫　福井支店 福井市 宝永2丁目1-24

8652 その他 北陸労働金庫　福井北支店 福井市 高木中央1丁目2105

8653 その他 牧野タクシー 福井市 加茂河原２丁目16-2

8654 その他 堀岡タクシー 福井市 運動公園1-1003

8655 その他 堀建設（株） 福井市 御所垣内8-31

8656 その他 堀江整骨院 福井市 福井市御幸4-13-21

8657 その他 堀田宏憲税理士事務所 福井市 西木田1丁目7-12

8658 その他 堀内雅俊事務所 福井市 御幸4丁目10番11号

8659 その他 本郷タクシー 福井市 木米町3-2

8660 その他 本多整形外科医院 福井市 福井市南四ツ居1丁目３番１０号

8661 その他 本田仏閣堂 福井市 松本3丁目5-1

8662 その他 麻生津ラボ 福井市 末広町16-19

8663 その他 麻生津郵便局 福井市 浅水町１４－２９

8664 その他 末広建設株式会社 福井市 花堂東1丁目16-10

8665 その他 満天カーテン 福井市 三宅町20-100

8666 その他 味美タクシー 福井市 文京３丁目7-19

8667 その他 湊タクシー 福井市 篠尾町96-124

8668 その他 名村機料商会 福井市 春日3丁目1612

8669 その他 名鉄観光サービス株式会社　福井支店 福井市 順化１丁目２１－１　ニッセイ福井ビル５階

8670 その他 明電設備株式会社 福井市 灯明寺2丁目703

8671 その他 明林繊維株式会社 福井市 乾徳3丁目11-30

8672 その他 木下建設株式会社 福井市 和田2丁目1605

8673 その他 木下工業 福井市 若杉町25-4ラフィーネヤシロ北305

8674 その他 木村知税理士事務所 福井市 大手３丁目７番１号繊協ビル７０５Ａ

8675 その他 木田神社 福井市 西木田2-6-27

8676 その他 木田精密　合同会社 福井市 灯明時３丁目４５１６番地

8677 その他 野阪行政書士事務所 福井市 福井市開発2丁目710　開発野阪ビル２階

8678 その他 野尻コンクリート工業株式会社 福井市 長本町1008番地

8679 その他 野川整骨院 福井市 東森田1ｰ1610

8680 その他 矢部歯科医院 福井市 高木中央2丁目３５０８

8681 その他 油谷商事 福井市 中央1-21-1

8682 その他 癒しのサロン 福井市 和田中2丁目2102

8683 その他 友為 福井市 福井市高木町3-9-1モリサクビル

8684 その他 有限会社　ウッディ工房美樹 福井市 宿布町3-7-5

8685 その他 有限会社　エス・オーフィルム 福井市 開発３丁目３４１０

8686 その他 有限会社　けんこーや 福井市 上毘沙門町1-126-3

8687 その他 有限会社　さくら通りコンタクト 福井市 上北野一丁目２５－１９

8688 その他 有限会社　タケウチ 福井市 毛矢一丁目2番4号

8689 その他 有限会社　ビート 福井市 上江尻町　3-409

8690 その他 有限会社　ヒロセ建設 福井市 福井市市波町23-12

8691 その他 有限会社　マルエス工業 福井市 和田中2-1601

8692 その他 有限会社　マルサ自動車鈑金工業 福井市 二の宮2丁目29-23

8693 その他 有限会社 マルサ電機 福井市 西開発3丁目310

8694 その他 有限会社　むらた工業 福井市 下河北町52-1-10

8695 その他 有限会社　リュウザキ 福井市 天王町10-3-6

8696 その他 有限会社　伊藤計算センター 福井市 御幸3-15-7

8697 その他 有限会社　宇野寛保険事務所 福井市 飯塚町８－１３６

8698 その他 有限会社 越前開発 福井市 上野本町4-2613

8699 その他 有限会社　家根商店 福井市 大和田1-101

8700 その他 有限会社　海崎モータース 福井市 印田町2-39-1

8701 その他 有限会社　鎌田技工 福井市 福井市文京1丁目1-11

8702 その他 有限会社　亀谷塗装店 福井市 松本1丁目47-11

8703 その他 有限会社　吉中精工 福井市 西開発２－４１０－２

8704 その他 有限会社　宮本電装 福井市 西方1丁目1-40

8705 その他 有限会社　健創 福井市 大願寺1-11-19

8706 その他 有限会社　古硝 福井市 西谷2-2207

8707 その他 有限会社　康守商会 福井市 西開発4丁目1005

132 ページ



No. 業種 施設・店舗名 住所

8708 その他 有限会社　黒田商会 福井市 御幸3-14-13

8709 その他 有限会社　坂尻モータース 福井市 若杉2丁目1531

8710 その他 有限会社　山田土木 福井市 上野本町4丁目2827

8711 その他 有限会社　士邦建設 福井市 福井市文京1丁目27-8信開ﾍﾞﾙｼｰ文京南2406

8712 その他 有限会社　小川金型製作所 福井市 福井市花堂東1丁目19-25

8713 その他 有限会社　小田幸 福井市 御幸3丁目13-24 御幸ビル2F

8714 その他 有限会社　松本自動車工業 福井市 川合鷲塚町13-4

8715 その他 有限会社　上口モータース商会 福井市 板垣３丁目1329番地

8716 その他 有限会社　杉本鈑金塗装工業 福井市 角折町１４ー１８

8717 その他 有限会社　正建 福井市 福井市前波町17-3

8718 その他 有限会社　清水カーセンター 福井市 今市町３５－２４

8719 その他 有限会社　清水商事 福井市 福井市日の出３－１１－１３

8720 その他 有限会社　西村電機商会 福井市 大願寺3-7-1

8721 その他 有限会社 青栄工業 福井市 真木町137-11

8722 その他 有限会社　千秋宅地 福井市 丸山2丁目1615番地

8723 その他 有限会社　川上土木 福井市 有楽町2-8

8724 その他 有限会社　川端工業 福井市 御所垣内町16-22-1

8725 その他 有限会社　大晃商会 福井市 川合鷲塚町２５－１０－２

8726 その他 有限会社　大昭 福井市 市波町23号12番地

8727 その他 有限会社　丹羽設備 福井市 田原２－２８－４

8728 その他 有限会社　池上工務店 福井市 経田2-1507

8729 その他 有限会社 竹澤 福井市 和田2丁目920番地

8730 その他 有限会社　東栄ルーフ 福井市 川合鷲塚町18-13

8731 その他 有限会社　東海プロテクト 福井市 新保１丁目５０４

8732 その他 有限会社　藤田商店 福井市 浜住町9-1

8733 その他 有限会社　畑中金型製作所 福井市 下河北町28-10-21

8734 その他 有限会社　八十嶋工業 福井市 寺前町1-9-41

8735 その他 有限会社　板取工業 福井市 丸山2丁目903-1

8736 その他 有限会社　福井　ボルト 福井市 和田東1丁目901番地

8737 その他 有限会社　福富繊維 福井市 福井市宝永４丁目１０－１４

8738 その他 有限会社　文殊化成 福井市 徳光町　５１－３５ 

8739 その他 有限会社　米又 福井市 文京7丁目27-2

8740 その他 有限会社　北一商会 福井市 上北野2丁目20-5

8741 その他 有限会社　北日商会 福井市 宝永2丁目8-1

8742 その他 有限会社　野村印刷 福井市 宝永４丁目６－１６

8743 その他 有限会社 野村鉄工所 福井市 四ツ井1丁目12-8

8744 その他 有限会社　友豊 福井市 毛矢2-1-2

8745 その他 有限会社I・プラザ 福井市 御幸4丁目19-5

8746 その他 有限会社Lab・Lab 本社事務所 福井市 東郷ニケ町21-18-2

8747 その他 有限会社ＵＧＡＩ 福井市 上森田1-413

8748 その他 有限会社アーリー企画 福井市 西開発1-2401

8749 その他 有限会社アクアロード 福井市 春日3丁目305番地の1

8750 その他 有限会社アサダモータース 福井市 下森田町6-30-1

8751 その他 有限会社アスカトラベル 福井市 大宮４丁目10-17

8752 その他 有限会社アドヴァンス近信 福井市 河増町７－１７－４

8753 その他 有限会社アラモード木村 福井市 中央３丁目１１番２３号

8754 その他 有限会社アローズ 福井市 八ツ島町31-406-2

8755 その他 有限会社いとう印刷 福井市 花堂東1-27-2

8756 その他 有限会社イトー宅建 福井市 大宮３－３１－１３

8757 その他 有限会社いとしん 福井市 菅谷2-7-3

8758 その他 有限会社インテリア正栄　事務所 福井市 今泉町19-1-6

8759 その他 有限会社インプルーブ 福井市 八ツ島町31-406-2

8760 その他 有限会社ヴァン・プロジェクト 福井市 和田東2丁目1611

8761 その他 有限会社エー・アイ・システム 福井市 成和1丁目1113

8762 その他 有限会社エス･オーフィルム 福井市 開発3丁目3410

8763 その他 有限会社エナミ 福井市 つくも2丁目12番14号

8764 その他 有限会社エヌ・メディカルサービス 福井市 光陽3丁目3番7号

8765 その他 有限会社エムテイエム 福井市 福井市茱崎町13-76

8766 その他 有限会社オーディエス 福井市 高木中央2丁目2601番地

8767 その他 有限会社カトウ養魚場 福井市 新田塚1-10-18

8768 その他 有限会社かわにしブロック工業 福井市 福井市布施田町１０－７－２

8769 その他 有限会社キャストコミュニケーションズ 福井市 城東4-26-12

8770 その他 有限会社キャストトランスポート 福井市 城東4-26-12

8771 その他 有限会社クボテクノサービス 福井市 福井市松本3-23-9

8772 その他 有限会社ゲット 福井市 渕4丁目1706

8773 その他 有限会社コスモトラベル  本社 福井市 二の宮５丁目１８－５
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8774 その他 有限会社コスモファミリー 福井市 藤島町３７－８－１

8775 その他 有限会社コスモ超音波研究所 福井市 浅水町105-1-1

8776 その他 有限会社サクシード 福井市 文京7-6-26

8777 その他 有限会社シーガイア・フラワー 福井市 西開発4丁目1008

8778 その他 有限会社シィティエム辻 福井市 灯明寺２－１４１０

8779 その他 有限会社シンク産業 事務所 福井市 南四ツ居町2-23

8780 その他 有限会社セカンドゲート 福井市 西方2-19-9

8781 その他 有限会社タカケン 福井市 下莇生田町3-126-2

8782 その他 有限会社タカラアート　事務所 福井市 江端町12-45-3

8783 その他 有限会社タケモ 福井市 福井市開発３丁目６１６

8784 その他 有限会社タツミ縫機商会 福井市 馬垣町板垣境209

8785 その他 有限会社ティー・アンド・ローズ本社 福井市 福井市花月　４－２－２３　

8786 その他 有限会社デックデザイン研究所 福井市 花堂南2丁目7番10号

8787 その他 有限会社トータルプランナー福井 福井市 石盛町1010

8788 その他 有限会社ニシカワインシュアランス 福井市 里別所新町２１７番地

8789 その他 有限会社フクイ内装システム　事務所 福井市 光陽1-11-15

8790 その他 有限会社フジモク 福井市 本折町4-18

8791 その他 有限会社プロデュースエムアンドケー 福井市 みのり4丁目10-12

8792 その他 有限会社プロモート・S 福井市 開発１丁目201番地1

8793 その他 有限会社ポパイ 福井市 花堂中2丁目16-6

8794 その他 有限会社ホリエアルミ 福井市 上森田3丁目1215

8795 その他 有限会社ミカミパンチングシステム 福井市 福井市花堂中２丁目３２－８

8796 その他 有限会社ミテラ製作所 福井市 田ノ谷町17-56

8797 その他 有限会社ミドリヤ 福井市 町屋2-9-10

8798 その他 有限会社ヤマセ商会 福井市 馬垣町板垣境２－８０３

8799 その他 有限会社ヤマツボ 福井市 新保2丁目106

8800 その他 有限会社ユニオン工業 福井市 高柳1丁目901

8801 その他 有限会社ヨコヤマアーキテック工業 福井市 文京5丁目16-13

8802 その他 有限会社ヨシムラ建築板金 福井市 灯明寺３丁目１１５番地

8803 その他 有限会社レグ 福井市 北四ツ居1丁目25－20

8804 その他 有限会社伊藤税務会計 福井市 木田町2008-2

8805 その他 有限会社運転代行マナー 福井市 田ノ谷町20－8

8806 その他 有限会社嘉源本社工場 福井市 舞屋町15-18

8807 その他 有限会社河原ﾓ－ﾀ－ｽ 福井市 北四ツ居１－１－５

8808 その他 有限会社会援 福井市 板垣2丁目317番地

8809 その他 有限会社絵馬洞 福井市 光陽2丁目９－２１

8810 その他 有限会社帰山組 福井市 東郷ニケ町

8811 その他 有限会社吉本重建 福井市 西開発四丁目４２２番地

8812 その他 有限会社共栄弱電設備工業 福井市 板垣3丁目1619　Mビル3階

8813 その他 有限会社興南建設 福井市 江守中1-1011

8814 その他 有限会社興和化学工業所 福井市 高木中央２－３３１９

8815 その他 有限会社古川工業 福井市 文京6丁目18-1

8816 その他 有限会社幸道産業 福井市 経田２丁目1901-2

8817 その他 有限会社高志保険事務所 福井市 大和田２丁目５１１　ＦＵＫＵビル２階　Ｆ

8818 その他 有限会社高知商店 福井市 大町14-111-2

8819 その他 有限会社坂下住宅設備 福井市 市波町１５－９－４

8820 その他 有限会社三ツ徳不動産 福井市 学園3丁目1-22

8821 その他 有限会社三成工業 福井市 野波町34-6-1

8822 その他 有限会社山田商店 福井市 高木中央2丁目3501-2

8823 その他 有限会社山内仮設 福井市 下森田桜町610

8824 その他 有限会社山本建具店 福井市 照手3-9-20

8825 その他 有限会社山本食品 福井市 二の宮３－４２－２５

8826 その他 有限会社山本土木 福井市 美山町5-37-1

8827 その他 有限会社治鳳工業 福井市 木田1丁目1501

8828 その他 有限会社衆倖建機 福井市 高木中央3-403

8829 その他 有限会社勝工 福井市 三郎丸2丁目2819

8830 その他 有限会社小政興業 福井市 若杉１丁目３２０５番地

8831 その他 有限会社松田重建 福井市 福井市経田1丁目608番地

8832 その他 有限会社新星設備 福井市 開発４丁目５０９

8833 その他 有限会社西陣 福井市 大宮1丁目5-25

8834 その他 有限会社西武建設 福井市 グリ－ンハイツ１０丁目１３０番地

8835 その他 有限会社誠和住建 福井市 宝永3丁目22-26

8836 その他 有限会社青木空調 福井市 本堂町89-8-26

8837 その他 有限会社斉藤製粉所 福井市 下河北町１１－3－2

8838 その他 有限会社斉藤土木工業 福井市 上野本町１丁目３００６番地

8839 その他 有限会社川﨑建築積算 福井市 福井市渕4丁目205 ショッピングプラザFYビル２F
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8840 その他 有限会社前田高級鈑金 福井市 高柳２丁目1812

8841 その他 有限会社村井自動車 福井市 江端町33－15

8842 その他 有限会社朝日新聞サービスアンカー福井 福井市 南四ツ居２－３－４

8843 その他 有限会社天寿商事　福井本社営業所 福井市 成和2-1125

8844 その他 有限会社島邑鉄工所 福井市 下中町第６号４３番地

8845 その他 有限会社東田運輸本社営業所 福井市 若杉浜3丁目111

8846 その他 有限会社藤川工業 福井市 浅水二日町145字20

8847 その他 有限会社藤田建築設計事務所 福井市 米松1丁目16-31 NTビル3F

8848 その他 有限会社日本交通流動リサーチ　北陸事 福井市 加茂河原2-10-1　信開ウェラコート足羽218号

8849 その他 有限会社飛永自動車鈑金 福井市 曽万布町１１－５－４

8850 その他 有限会社美山組 福井市 米松1－13－8

8851 その他 有限会社服部ブロー 福井市 下馬１丁目１７０２番地

8852 その他 有限会社福井新聞福井和田販売店 福井市 和田2-2104

8853 その他 有限会社福井相互タクシー 福井市 高木中央1丁目2813

8854 その他 有限会社福祉サービスふくいコア 福井市 西木田3丁目4-21

8855 その他 有限会社北川通信 福井市 大町１丁目６０３－２

8856 その他 有限会社北陸エフサービス 福井市 上細江町20-1

8857 その他 有限会社木下オート 福井市 大森町62-6-1

8858 その他 有限会社陸栄運輸 福井市 引目町11-101-1

8859 その他 有限会社旅行企画ABC 福井市 大手２丁目21－19

8860 その他 有田工業 福井市 高木1丁目709-3

8861 その他 ㈲　廣田　商事 福井市 城東３－２４－１２

8862 その他 ㈲アザレ福井本舗 福井市 大願寺1-11-8

8863 その他 ㈲まえだ接骨院 福井市 文京7-2-24

8864 その他 ㈲坂下モータース 福井市 和布町11-37-1

8865 その他 ㈲清水機工 福井市 幾久町５－３

8866 その他 ㈲大高重建 福井市 明里町5-4

8867 その他 遊眉人 福井市 御幸１－７－９

8868 その他 余白～yohaku～ 福井市 西谷1丁目1124

8869 その他 琉星商事株式会社 福井市 成願寺町5-36

8870 その他 竜北電設有限会社 福井市 定正１丁目３０８

8871 その他 緑癒 福井市 木田1丁目2219-4

8872 その他 林 福井市 二の宮4丁目10-17

8873 その他 林タクシー 福井市 花月４丁目６－２５

8874 その他 林会計事務所 福井市 大手2丁目4-26シラサワビル2F

8875 その他 林整骨院 福井市 南楢原町1-6

8876 その他 林田事務所 福井市 古市3-402-3

8877 その他 令和運転代行 福井市 若杉町28-24-10

8878 その他 令和情報計画 福井市 四ツ井2-5-1リルト四ツ井306

8879 その他 鈴木タクシー 福井市 高木町２５ー３ー５

8880 その他 鈴木歯科クリニック 福井市 二の宮3-10-3

8881 その他 鈴木労務管理事務所 福井市 日之出４－１３－７

8882 その他 鈴和商事株式会社 福井市 三留町７２－７

8883 その他 蓮興業 福井市 灯明寺２丁目1701-1

8884 その他 六条郵便局 福井市 上莇生田町３－１８

8885 その他 和(なごみ)代行 福井市 大島町山崎1303

8886 その他 和み　Life Stage Support Services 福井市 燈豊町39-1-39

8887 その他 和田簡易郵便局 福井市 和田中2-201

8888 その他 和田東いちごデイサービスセンター 福井市 和田東1丁目1410

8889 その他 鷲吉タクシー 福井市 文京１丁目31-3　吉田コーポ1階E号室

8890 その他 鷲田建設株式会社 福井市 西中野町8-6

8891 その他 鷲田愼吾税理士事務所 福井市 片山町第78号11番地

8892 その他 剱法律事務所 福井市 順化１丁目２４番４３号ストークビル福井一番館２０１

8893 その他 昴タクシー 福井市 横越町７－１２

8894 その他 棗郵便局 福井市 石新保町１１－１－１

8895 その他 淺井歯科医院 福井市 福井市大宮2-25-29クリエイションハウス1F-C号

8896 その他 礒松組 福井市 椙谷町3-3

8897 その他 齋藤第１ハイツ 福井市 西学園1-207

8898 その他 齋藤第２ハイツ 福井市 水越2丁目302

8899 その他 筧　いづみ 福井市 西木田3-8-4

8900 その他 總社　和田八幡宮 福井市 和田3丁目1113番地

8901 その他 鶉郵便局 福井市 砂子坂町１４－１２

8902 その他 齊藤保険事務所 福井市 下莇生田町

8903 その他 髙垣歯科 福井市 大宮３丁目３０－２７

8904 その他 髙間商店 福井市 新保1丁目218番地

8905 その他 (仮称)木崎Ｆマンション新築工事 敦賀市 木崎51-31-1
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8906 その他 （株）ニッコクトラスト　敦賀事務所 敦賀市 中央町1丁目13-32

8907 その他 (株)三田村モータース 敦賀市 本町1丁目6－14

8908 その他 (株)東谷自動車商会　敦賀営業所 敦賀市 昭和町2-12-22

8909 その他 (株)藤沢事業本社・原電事務所 敦賀市 松栄町４番９号

8910 その他 （株）福井新聞ＰＲセンター　敦賀支社 敦賀市 中央町１丁目15-25

8911 その他 (有)スマイル代行 敦賀市 呉竹町2-8-27

8912 その他 (有)濵野工業 敦賀市 松原町9-24

8913 その他 036代行 敦賀市 敦賀市莇生野84-3-8(萩野町)

8914 その他 2s&fumiyo 敦賀市 神楽町1丁目4-8

8915 その他 Bass Line 敦賀市 本町一丁目2-47石黒ビル2階

8916 その他 Belle vie 敦賀市 中央町2-12-33 CLビル

8917 その他 Bigfin Squid 敦賀市 名子３７－１９－１

8918 その他 Binca 敦賀市 津内町3丁目8-26

8919 その他 Chiropractic M iu. 敦賀市 堂57-1103

8920 その他 estheticsalon MARU 敦賀市 中央町1丁目10-11

8921 その他 ＦＴＥＣ株式会社　白木事務所 敦賀市 白木１丁目

8922 その他 ＦＴＥＣ株式会社　本社 敦賀市 木崎６号１番地

8923 その他 HAF.B 敦賀市 相生町14-15

8924 その他 Honda Cars 若狭 敦賀若葉店 敦賀市 若葉町2-1404

8925 その他 Honda Cars福井中央　敦賀野神店 敦賀市 福井県敦賀市野神15-4-9

8926 その他 iPhoneDoctor敦賀店 敦賀市 中央町1丁目10-11　Chiiビル2F

8927 その他 ITサポ 敦賀市 藤が丘町6-11

8928 その他 ＩＴサポ 敦賀市 敦賀市藤ケ丘町６－１１

8929 その他 Ｊａｐａｎ　Ｔｒａｖｅｌ　敦賀店 敦賀市 新松島町3-1

8930 その他 ＪＡ福井県　粟野支店 敦賀市 莇生野104-19-1

8931 その他 ＪＡ福井県　敦賀支店 敦賀市 呉竹町2丁目13-18

8932 その他 ＪＡ福井県　敦賀資材センター 敦賀市 中33-1

8933 その他 ＪＡ福井県　敦賀東部支店 敦賀市 深川町23-1

8934 その他 ＪＡ福井県　敦賀農機センター 敦賀市 野神4-6-7

8935 その他 ＪＡ福井県　敦賀美方基幹支店 敦賀市 三島町2丁目11-11

8936 その他 JINO 敦賀市 木崎51－31－4

8937 その他 ＪＰコンサルティング 敦賀市 中央町2－19－8　2Ｆ

8938 その他 JTB総合提携店　マップトラベル 敦賀市 中央町2丁目11-33-102

8939 その他 Lloyd's  hairconnection 敦賀市 鋳物師町16-21

8940 その他 Meets 敦賀市 萩野町84-1-9

8941 その他 MEN's ZERO 敦賀市 相生町14-6

8942 その他 Mon Tresor 敦賀市 敦賀市金山77-7-6

8943 その他 n. 敦賀市 松葉町17-304

8944 その他 NAIL SALON NEW ME 敦賀市 御名５３－１０８－1　2階

8945 その他 Office F.K 敦賀市 古田刈97-802 リヴィエール103号

8946 その他 ONE OVER F DANCE STUDIO 敦賀市 本町1-8-25

8947 その他 PARADA 敦賀市 昭和町2丁目16-13

8948 その他 PICKY 敦賀市 沓見63-6-10

8949 その他 RCN　嶺南ケーブルネットワーク 敦賀市 木崎40号8－1

8950 その他 Siroku 敦賀市 鋳物師町14-21

8951 その他 tkc設備 敦賀市 野神40-196

8952 その他 ＴＮＰ中村 敦賀市 若葉町3丁目1121-1

8953 その他 torico* 敦賀市 昭和町1丁目21-28　サーマルビル3F-C

8954 その他 TRUST 敦賀市 金山７４－４－１（沢）サンリッツ飛鳥１０３号

8955 その他 tsumugi 敦賀市 木崎19-2-5

8956 その他 WATS　若狭原子力技術シニアコンサル 敦賀市 白銀町13番29号

8957 その他 ア・バンブー株式会社 敦賀市 呉竹町1丁目38-12　101

8958 その他 アイプロジェクト株式会社 敦賀市 昭和町1-3-2

8959 その他 あかしあ 敦賀市 鞠山95-4

8960 その他 アネックスつるや 敦賀市 本町2丁目10-15

8961 その他 アパマンショップ敦賀店 敦賀市 原（木崎）67-10-2

8962 その他 アルソア咲穂 敦賀市 道口23－45－3（岡山町２丁目）

8963 その他 アルソア静華 敦賀市 敦賀市中央町2-20-3-103

8964 その他 アルヒハ 敦賀市 泉ヶ丘町12-7

8965 その他 エイブルネットワーク敦賀店 敦賀市 木崎12-17-1

8966 その他 エーワイ株式会社 敦賀市 赤崎４６－１－２

8967 その他 エステティック シェアラ敦賀店 敦賀市 白銀町11-5号

8968 その他 エムテックサービス株式会社 敦賀市 港町2-7

8969 その他 エムテックサービス株式会社 本社 敦賀市 港町2-7

8970 その他 オートリンク 敦賀市 昭和町1丁目11-2

8971 その他 おやこきらりんひろば 敦賀市 野神1-74
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8972 その他 オリーブハウス敦賀ギフト 敦賀市 野神

8973 その他 かぐらワークス 敦賀市 神楽町1丁目１－６

8974 その他 ガレージフジオカ 敦賀市 莇生野22-9-4

8975 その他 ギフトの三喜 敦賀市 鋳物師町9-26

8976 その他 きらきらほいくえん 敦賀市 若葉町1丁目1610（ハーツ別棟）

8977 その他 きらりんるーむ 敦賀市 若葉町1丁目1610

8978 その他 クラシス株式会社　敦賀営業所 敦賀市 樋ノ水町27

8979 その他 クレール・バレエスタジオ 敦賀市 昭和町1丁目21-28

8980 その他 ケイズコミュニケーション（有） 敦賀市 和久野10-15-5

8981 その他 げんきっこほいくえん 敦賀市 櫛川130号松原

8982 その他 コマツサービスエース敦賀店 敦賀市 野神23-11-1

8983 その他 さいとう歯科医院 敦賀市 公文名5-74-2

8984 その他 ささえ 敦賀市 栄新町7-25

8985 その他 サロン　ブリージョ 敦賀市 港町4-18

8986 その他 サワイ企画 敦賀市 松島町2-5-31

8987 その他 サンキュー・タクシー 敦賀市 福井県敦賀市神楽町2丁目5-10

8988 その他 シーエム北陸 敦賀市 木崎12-17-1

8989 その他 すいせん 敦賀市 鞠山95-4

8990 その他 スズキアリーナつるが 敦賀市 木崎15-16-1

8991 その他 スズキアリーナ嶺南 敦賀市 若葉町1-1646

8992 その他 すずらん 敦賀市 鞠山95-4

8993 その他 セイホーケアサービス 敦賀市 相生町21番31号

8994 その他 ソフトバンクMEGAドン・キホーテUNY 敦賀市 中央町1丁目5-5　MEGAドン・キホーテUNY敦賀店1階

8995 その他 それいゆ 敦賀市 鞠山95-4

8996 その他 タイヤ館敦賀 敦賀市 木崎１５号１７－１

8997 その他 たかはし歯科 敦賀市 若葉町２丁目１１０２番地

8998 その他 タクシー自動車内 敦賀市 敦賀市深川町10-2

8999 その他 たく鍼灸整骨院 敦賀市 木崎51-31-3敦賀原子力工業1F

9000 その他 タケフ管材株式会社　敦賀営業所 敦賀市 昭和町1丁目9-18

9001 その他 チェリー営業所（エステサロン　 敦賀市 泉ヶ丘町3-10

9002 その他 つじ会計事務所 敦賀市 中央町2丁目8-22

9003 その他 つるが生協ショートステイ満天 敦賀市 公文名1号6番

9004 その他 つるが生協デイサービスてくてく 敦賀市 公文名1号6番

9005 その他 つるが生協ヘルパーステーションとんと 敦賀市 公文名1号6番

9006 その他 つるが生協診療所 敦賀市 和久野14-22-1

9007 その他 つるが生協診療所居宅介護支援事業所 敦賀市 公文名1号6番

9008 その他 つるが生協訪問看護ステーションハピナス 敦賀市 公文名1号6番

9009 その他 つるが保育園 敦賀市 舞崎町２丁目21-1

9010 その他 デイサービスセンター幸 敦賀市 平和町1-23

9011 その他 トータルビューティーエステサロン　 敦賀市 新松島町１－１サニービル２階

9012 その他 ドクタームセン(敦賀店) 敦賀市 新松島町4-17

9013 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ敦賀店 敦賀市 中央町2-18-18

9014 その他 トヨタカロ－ラ福井　株式会社　敦賀店 敦賀市 野神25-10-1

9015 その他 ネイル＆脱毛サロンJUJU 敦賀市 神楽2丁目3-15

9016 その他 ネッツトヨタ福井株式会社　敦賀店 敦賀市 古田刈１７－９－１

9017 その他 のぞみ整体院 敦賀市 中央町二丁目11-11 グランディス中央102

9018 その他 ハーバーステーション 敦賀市 昭和町１丁目１２－３０

9019 その他 ハウスサービス株式会社 敦賀市 長沢28-4-4

9020 その他 はぎの家 敦賀市 呉竹町2丁目9番27号

9021 その他 ハタナカ整骨院 敦賀市 道口２３－５１

9022 その他 ハッピー代行 敦賀市 和久野8-21-91

9023 その他 パティスリーセラヴィ！ 敦賀市 公文名5-64

9024 その他 はのあデイサービス 敦賀市 公文名　３５－３９－１

9025 その他 はぴけあ 敦賀市 三島町１丁目４番２４号

9026 その他 はまなす 敦賀市 鞠山95-4

9027 その他 はまゆう 敦賀市 鞠山95-4

9028 その他 パワーストーン　石蔵 敦賀市 呉竹町１丁目３８－１２ Yアートビル 1Ｆ　パワーストーン石蔵

9029 その他 ビーコネクト株式会社 敦賀市 本町2丁目9-22Flatcentreビル2F

9030 その他 ヒカリ自動車 敦賀市 古田刈６６－１２１７

9031 その他 ふくい産業支援センター　嶺南サテライ 敦賀市 神楽町2-2-4　アクアトム2階

9032 その他 フジインターナショナル株式会社 疋田工 敦賀市 敦賀市疋田49-2-1

9033 その他 ブックオフ敦賀 敦賀市 木崎20-12

9034 その他 フレアスラべリア　敦賀櫛林店 敦賀市 櫛林9-7-1

9035 その他 べっぴんさん 敦賀市 山泉8-6-12

9036 その他 ホクコンマテリアル㈱敦賀工場 敦賀市 莇生野７６号丸田１

9037 その他 ほけんショップ株式会社 敦賀市 蓬莱町２番地の１
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9038 その他 ほけんハウス 敦賀市 中央町１丁目１－２３

9039 その他 ほっと地域リハビリセンター敦賀 敦賀市 沓見141-2-1

9040 その他 ボディケアフットケアサロン”たいよう” 敦賀市 御名５３号１０８番１

9041 その他 まこと治療院 敦賀市 呉竹町2-11-10

9042 その他 みしま整骨院 敦賀市 敦賀市三島町2-4-33

9043 その他 ミノルエンジニアリング株式会社 敦賀市 敦賀市昭和町1丁目17番10号

9044 その他 むかいの土地家屋調査士事務所 敦賀市 新松島町3番10号

9045 その他 メルセデス・ベンツ敦賀 敦賀市 木崎15-15-1

9046 その他 モバイルショップSOBE 敦賀市 野坂45-8-22 アパルトマン・ドゥ野坂A-1

9047 その他 もみつぼ5　福井敦賀店 敦賀市 中央町２丁目６－８

9048 その他 もり耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 敦賀市 市野々町２－３５

9049 その他 ヤマダデンキテックランド敦賀店 敦賀市 中央町2-17-43

9050 その他 ヤマトタカハシ株式会社　卸営業部 敦賀市 谷口23号向河原4-1（河原町）

9051 その他 ヤマトタカハシ株式会社　敦賀工場 敦賀市 坂下17号3番地の1

9052 その他 ヤマトタカハシ株式会社 本社管理部 敦賀市 坂下１７号３番地の１

9053 その他 ゆうかり 敦賀市 鞠山95-4

9054 その他 らいらっく 敦賀市 鞠山95-4

9055 その他 ララ整骨院 敦賀市 鋳物師町３－１２エボシビル１階

9056 その他 リハビリ特化型デイサービスR-style 敦賀市 白銀町10-15

9057 その他 リラクゼーション　うさぎ 敦賀市 清水町1-21-19 

9058 その他 れいなん森林組合二州支所 敦賀市 観音町1-1

9059 その他 レディース代行 敦賀市 岡山2丁目37-1-17

9060 その他 レンタカー配車センター 敦賀市 若葉町1丁目1661

9061 その他 ワカバ歯科医院 敦賀市 若葉町3丁目716

9062 その他 ワコー電機株式会社　営業所（電材） 敦賀市 昭和町2丁目5-5

9063 その他 亜紀マネジメント株式会社 敦賀市 昭和町1-3-2

9064 その他 粟野子育て支援センター 敦賀市 新和町1丁目3番10号

9065 その他 粟野児童クラブ 敦賀市 莇生野54-32-1

9066 その他 粟野保育園 敦賀市 莇生野54-32-1

9067 その他 粟野郵便局 敦賀市 莇生野９４－畑ヶ田１－９

9068 その他 医療法人　長村歯科医院 敦賀市 野神４０ー２５６ー４

9069 その他 医療法人　筍会　たけの子歯科 敦賀市 木崎20-15-1

9070 その他 医療法人幸仁会いちはし整形外科 敦賀市 櫛林9-9-6

9071 その他 医療法人川上医院 敦賀市 松原町1-39

9072 その他 一般社団法人たきざわ助産院産前産後の 敦賀市 三島町2－14－17

9073 その他 宇野耳鼻咽喉科医院 敦賀市 清水町2丁目17-1

9074 その他 駅前アクティブセンターステップ 敦賀市 白銀町10-13

9075 その他 越前かに職人甲羅組　通信販売事業部 敦賀市 福井県敦賀市蓬莱町９‐３

9076 その他 河坂自動車　敦賀インター店 敦賀市 中24-31

9077 その他 河端労務管理事務所 敦賀市 敦賀市木崎11号12番地

9078 その他 河島建築 敦賀市 木崎１３－３－２

9079 その他 河島整骨院 敦賀市 神楽町２丁目５－１２

9080 その他 介護タクシー　こばやし 敦賀市 砂流50-37-7

9081 その他 海遊塾とね 敦賀市 名子2-1-3

9082 その他 海陸タクシー 敦賀市 長沢6-2-2

9083 その他 海陸観光 敦賀市 本町２丁目１０－２

9084 その他 株式会社　ＤＥＬＴＡ 敦賀市 呉竹町１丁目39番17号　河村ビル1F　102

9085 その他 株式会社　NK機材 敦賀市 金山31号6番地5

9086 その他 株式会社 Ｔ・サポート 敦賀市 野神12-108

9087 その他 株式会社　イワイ 敦賀市 白銀町13－29

9088 その他 株式会社　かくだ 敦賀市 福井県敦賀市昭和町2丁目20-16

9089 その他 株式会社　サンキュー・タクシー 敦賀市 神楽町2－5－10

9090 その他 株式会社　ジー・アドバンス 敦賀市 原62-2-1

9091 その他 株式会社　タニグチ　　本　社 敦賀市 衣掛町529番地

9092 その他 株式会社　ツルガファミリー 敦賀市 砂流36-8-10

9093 その他 株式会社　ワコーサービス　本社 敦賀市 木崎54-19-1

9094 その他 株式会社　一心 敦賀市 高野54-4

9095 その他 株式会社　桶武製作所 敦賀市 昭和町１丁目９番１７号

9096 その他 株式会社　角谷興業 敦賀市 新和町2丁目21番8号

9097 その他 株式会社　楽ちん館 敦賀市 新松島町１番２２号

9098 その他 株式会社　近畿サーマル 敦賀市 松原町21-15

9099 その他 株式会社　川北技建 敦賀市 三島町2丁目1番24号

9100 その他 株式会社　中嶋機工 敦賀市 金山31号6番地10

9101 その他 株式会社　福井サーボ 敦賀市 昭和町2丁目2508番地

9102 その他 株式会社　堀居組 敦賀市 敦賀市蓬莱町１０番１７号

9103 その他 株式会社Interface 敦賀市 木崎67-10-2
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9104 その他 株式会社KYRACING 敦賀市 昭和町1丁目3-3

9105 その他 株式会社M.K工業 敦賀市 長谷13-1-9

9106 その他 株式会社ＭＹ　ＦＯＯＴ敦賀営業所 敦賀市 松島１３０－１６８－３　パーク松原５０１号

9107 その他 株式会社ＮＥＳＩ　敦賀事務所 敦賀市 白木２－１

9108 その他 株式会社Ｎｅｘｓｔ 敦賀市 金山89-3-6三谷ビル201

9109 その他 株式会社NKホールディング 敦賀市 金山31号6番地10

9110 その他 株式会社NOISY 敦賀市 三島33-17-1

9111 その他 株式会社ＮＹＵＴＥＣ 敦賀市 公文名34-37

9112 その他 株式会社Ｓ．Ｋ工業 敦賀市 松葉町19-2

9113 その他 株式会社ＴＡＳ 敦賀市 昭和町２丁目２-２２

9114 その他 株式会社ＴＲＵＳＳＴ． 敦賀市 堂５０号１番地の４

9115 その他 株式会社アイビックス敦賀支店 敦賀市 野神40号240番地

9116 その他 株式会社アキテック 敦賀市 三島町1丁目16番22号

9117 その他 株式会社あすか 敦賀市 山泉73-914-4

9118 その他 株式会社ウィルパックニシヤマ敦賀営業 敦賀市 道口37－9－10

9119 その他 株式会社エコシステム 敦賀市 古田刈66-1013

9120 その他 株式会社エンジョブ 敦賀市 長沢6-3-8

9121 その他 株式会社オーディオ渡辺 敦賀市 本町2丁目11-4

9122 その他 株式会社ガルツ 敦賀市 山泉7号15番地3

9123 その他 株式会社クーロス事務所 敦賀市 中央町２－１９－８

9124 その他 株式会社さちふる 敦賀事務所 敦賀市 中央町1-13-32M＆Mビル102

9125 その他 株式会社サン設備 敦賀市 元町16-19

9126 その他 株式会社タバタオートセンター 敦賀市 原23-6-1

9127 その他 株式会社ツクダ 敦賀市 津内町2丁目2-20

9128 その他 株式会社ツルガメンテナンス 敦賀市 山泉73-1313-8

9129 その他 株式会社トヨタレンタリース福井　敦賀 敦賀市 白銀町2-4

9130 その他 株式会社トライボシステム 敦賀市 石ヶ町7-1

9131 その他 株式会社トライボシステム サテライトオ 敦賀市 白銀町5-30　第2DNKビル1F

9132 その他 株式会社プラントサービス 敦賀市 和久野25-37

9133 その他 株式会社プラントテクノス 敦賀市 石ヶ町7-1

9134 その他 株式会社ベイ・クルーズ 敦賀市 野神15-5-13

9135 その他 株式会社ホンダ販売敦賀 敦賀市 木崎23-10

9136 その他 株式会社ミヤゲン 敦賀市 山泉7-15-3

9137 その他 株式会社リテック 敦賀市 公文名２２号松ノ木海道４‐９

9138 その他 株式会社塩浜工業　敦賀本店 敦賀市 観音町12-1

9139 その他 株式会社奥野不動産鑑定事務所 敦賀市 清水町２－１５－１７

9140 その他 株式会社花舎　本社工場 敦賀市 莇生野９４－２－６

9141 その他 株式会社岸組 敦賀市 昭和町1-2-42

9142 その他 株式会社協立技術工業 敦賀市 中央町２丁目10番22号

9143 その他 株式会社五葉物流　本社 敦賀市 若葉町3丁目115番地

9144 その他 株式会社光己工業 敦賀市 野神1-32-7

9145 その他 株式会社若狭物流　本社 敦賀市 桜町６－２６

9146 その他 株式会社昭和不動産 敦賀市 本町2-9-21

9147 その他 株式会社松山組 敦賀市 中１３－５－１

9148 その他 株式会社千田鉄工 敦賀市 公文名22-64-5

9149 その他 株式会社相続支援センター 敦賀市 中央町１－８－３３

9150 その他 株式会社増永組 敦賀市 津内町二丁目3-20

9151 その他 株式会社増田医科器械　敦賀営業所 敦賀市 山泉9号河原106番地

9152 その他 株式会社長吉組 敦賀市 開町9-2

9153 その他 株式会社日光モーター　本店 敦賀市 若葉町1丁目1628番地

9154 その他 株式会社日章土地 敦賀市 三島町2丁目1番4号

9155 その他 株式会社日本トータルサポート 敦賀市 清水町1丁目18-19

9156 その他 株式会社日本ピーエス 敦賀市 若泉町３番

9157 その他 株式会社日本ピーエステクノロジーズ 敦賀市 若泉町３番地

9158 その他 株式会社福井観光トラベルサービス嶺南 敦賀市 金山89-3-6三谷ビル203号

9159 その他 株式会社福井銀行 粟野支店 敦賀市 市野々町１丁目１１８番地

9160 その他 株式会社福井銀行 松島支店 敦賀市 呉竹町２丁目１２番１６号

9161 その他 株式会社福井銀行 敦賀支店 敦賀市 白銀町１１番地１号

9162 その他 株式会社福邦銀行 敦賀支店 敦賀市 白銀町10番22号

9163 その他 株式会社北陸サーマル 敦賀市 若葉町1-705

9164 その他 株式会社北陸銀行　敦賀支店 敦賀市 本町2-11-1

9165 その他 株式会社木崎商店 日本海魚街 敦賀市 木崎23-13

9166 その他 株式会社諭山商店 敦賀市 中24-20-4

9167 その他 株式会社鈴木事務所 敦賀市 中央町２丁目２２－４

9168 その他 株式会社髙山興業　敦賀営業所 敦賀市 野神40-217

9169 その他 ㈱建築工房天藤 敦賀市 谷口4-44-2
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9170 その他 ㈱山口工業 敦賀市 敦賀市津内85-5-1

9171 その他 丸山薬局 敦賀市 本町一丁目8-17

9172 その他 気比保育園 敦賀市 蓬莱町4-18

9173 その他 吉光歯科医院 敦賀市 道口46-1-1（岡山町2丁目）

9174 その他 吉田商店　敦賀営業所 敦賀市 平和町２０－３２

9175 その他 橘　設計システム一級建築士事務所 敦賀市 野神1号47番地

9176 その他 金井自動車工業株式会社 敦賀市 市野々町１丁目３５９番地

9177 その他 櫛川保育園 敦賀市 松島130-238(櫛川)

9178 その他 櫛林保育園 敦賀市 櫛林13-9-1

9179 その他 沓見児童クラブ 敦賀市 沓見70-6

9180 その他 沓見保育園 敦賀市 沓見68-1-1

9181 その他 窪田製作所 敦賀市 莇生野82-13-3（萩野町)

9182 その他 慶秀測量株式会社 敦賀市 昭和町二丁目17-15

9183 その他 健康センター　はぴふる 敦賀市 中央町2丁目16-52

9184 その他 原子力の科学館あっとほうむ 敦賀市 𠮷河37－1

9185 その他 公益財団法人若狭湾エネルギー研究セン 敦賀市 長谷64号52番地1

9186 その他 港工業株式会社 敦賀市 野神43－10

9187 その他 荒本一俊　税理士事務所 敦賀市 本町２丁目２－２１

9188 その他 合同会社　タケゴシ 敦賀市 津内町28号2番地11

9189 その他 合同会社HAIYA 敦賀市 本町1丁目4-14

9190 その他 黒河児童クラブ 敦賀市 御名70-9

9191 その他 黒河保育園 敦賀市 御名38-15

9192 その他 根尾歯科医院 敦賀市 古田刈６９－２０１７

9193 その他 堺法律事務所 敦賀市 新松島町１－２６　ヴァンヴェール２F

9194 その他 三島保育園 敦賀市 三島37-10-1

9195 その他 山形晃士郎税理士事務所 敦賀市 三島36-16-10

9196 その他 山口歯科医院 敦賀市 元町14-30

9197 その他 山本屋 敦賀市 敦賀市新保49-5-2

9198 その他 子育て総合支援センター 敦賀市 本町2丁目5番20号

9199 その他 歯科診療所　ななクリニック 敦賀市 開町3-35

9200 その他 児童文化センター 敦賀市 櫛川42号2番１

9201 その他 寺川建設工業株式会社 敦賀市 中央町二丁目１６番４５号

9202 その他 舎工房サクラ 敦賀市 三島町1丁目7-17

9203 その他 社会福祉事業　ふらっぷ 敦賀市 白銀町5-23　DNKﾋﾞﾙ1F

9204 その他 若狭機械工事株式会社 敦賀市 古田刈53-1-4

9205 その他 宗教法人　氣比神宮 神社・社務所 敦賀市 曙町11－68

9206 その他 小森商事㈱ 敦賀市 蓬莱町8-6

9207 その他 小浜ヤンマー株式会社　敦賀サービスセ 敦賀市 金山99-9-1

9208 その他 少年愛護センター 敦賀市 東洋町１－１

9209 その他 昭和技術工業株式会社 敦賀市 原25-5-1

9210 その他 松井測量 敦賀市 敦賀市莇生野79-9-1

9211 その他 松井板金店 敦賀市 公文名　５－１５５

9212 その他 松栄ホーム　敦賀展示場 敦賀市 木崎１４－１１

9213 その他 松栄ホーム　敦賀店 敦賀市 中央町１丁目５-５　アピタ敦賀店１Ｆ

9214 その他 松原のいろ　幸 敦賀市 鋳物師町12-16-5

9215 その他 松原児童クラブ 敦賀市 松島町28-40

9216 その他 松原児童館 敦賀市 松島町28番40号

9217 その他 松田鍼灸整骨院 敦賀市 本町1-10-30

9218 その他 信友建設株式会社 敦賀市 昭和町２－６－１

9219 その他 心と体のトータルアシストきよら 敦賀市 鋳物師町9－40

9220 その他 森輝夫税理士事務所 敦賀市 神楽町1丁目4-29

9221 その他 杉津下り売店 敦賀市 杉津73宮ヶ谷5

9222 その他 杉津郵便局 敦賀市 横浜１５－込袋１－６

9223 その他 清水産業株式会社　本社・山工場 敦賀市 山60号1-2

9224 その他 西児童クラブ 敦賀市 結城町8-6

9225 その他 西日本旅客鉄道株式会社　敦賀地域鉄道 敦賀市 鉄輪町1丁目2番69号

9226 その他 税理士法人ＴＡＣＴ 敦賀市 敦賀市結城町1番3号

9227 その他 税理士法人竹長会計 敦賀市 中央町1丁目8-33

9228 その他 設計工房　Mu 敦賀市 泉ケ丘町12-13

9229 その他 川口電気株式会社 敦賀市 木崎５１－３２

9230 その他 相互自動車 敦賀市 公文名30-11-1

9231 その他 代行運転たくみ 敦賀市 櫛川93-405-9

9232 その他 大谷歯科医院 敦賀市 津内町3丁目３－４６

9233 その他 大洋自動車 敦賀市 昭和町1-22-31

9234 その他 大洋潜水工事㈱ 敦賀市 野神4号6番地の1

9235 その他 大和流通(株) 敦賀市 昭和町1-11-2
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9236 その他 第２粟野児童クラブ 敦賀市 莇生野47-11

9237 その他 第２粟野南児童クラブ 敦賀市 山80-1-1(公文名）

9238 その他 第２中郷児童クラブ 敦賀市 羽織町34(坂下)

9239 その他 第２南児童クラブ 敦賀市 清水町１丁目10-40

9240 その他 第２咸新児童クラブ 敦賀市 井川33-12

9241 その他 第３粟野児童クラブ 敦賀市 莇生野87-6-7(萩野町)

9242 その他 第一生命保険株式会社　福井支社　新敦 敦賀市 三島33-18-12（三島三丁目）

9243 その他 男女共同参画センター 敦賀市 本町２丁目１番２０号

9244 その他 地域看護ステーションブルーバード 敦賀市 神楽町1-4-4キハラテナント1F

9245 その他 竹内内科クリニック 敦賀市 敦賀市砂流40-2-4

9246 その他 中央児童クラブ 敦賀市 野神40-249

9247 その他 中郷児童クラブ 敦賀市 道口24-2-1(岡山町２丁目）

9248 その他 中郷保育園 敦賀市 道口24-2-1(岡山町２丁目）

9249 その他 中郷郵便局 敦賀市 道口６２－５－３

9250 その他 中村　淳　税理士事務所 敦賀市 津内町２丁目１２番１８号

9251 その他 中村運輸株式会社　本社 敦賀市 桜町６－２６

9252 その他 中池見人と自然のふれあいの里 敦賀市 樫曲79号9番地

9253 その他 潮風物産 敦賀市 相生町14番15号

9254 その他 田中紙管株式会社敦賀工場 敦賀市 公文名3-20

9255 その他 田中信幸税理士事務所 敦賀市 新松島町４番２２号

9256 その他 東郷保育園 敦賀市 谷口20-3-4

9257 その他 東日本信用漁業協同組合連合会　敦賀支 敦賀市 蓬萊町17番19号

9258 その他 特別養護老人ホーム　渓山荘 敦賀市 中81-1-5

9259 その他 読売新聞敦賀販売店 敦賀市 津内町2丁目１３－１０

9260 その他 敦賀ＢＰ事業センター 敦賀市 道口6-20-2

9261 その他 敦賀ケアセンターかくだ 敦賀市 昭和町2丁目20-16

9262 その他 敦賀ダイハツ自動車株式会社 敦賀市 津内町3丁目２－７

9263 その他 敦賀タクシー株式会社 敦賀市 深川町10-2

9264 その他 敦賀ワークス株式会社 敦賀市 五幡31-5-1

9265 その他 敦賀駅前通郵便局 敦賀市 白銀町１３－４０

9266 その他 敦賀河内簡易郵便局 敦賀市 瀬河内8-25-1

9267 その他 敦賀海陸運輸株式会社 鞠山事務所 敦賀市 泉171号9

9268 その他 敦賀海陸運輸株式会社　長沢事務所 敦賀市 長沢6号2-2

9269 その他 敦賀海陸運輸株式会社　本社 敦賀市 桜町2-10

9270 その他 敦賀観光協会 敦賀市 神楽町2丁目2番4号

9271 その他 敦賀協栄建築株式会社 敦賀市 蓬莱町11

9272 その他 敦賀結城郵便局 敦賀市 結城町９－１

9273 その他 敦賀原子力館 敦賀市 明神町1番地

9274 その他 敦賀公証役場 敦賀市 中央町１－１３－３２　Ｍ＆Ｍビル１０１

9275 その他 敦賀昆布株式会社　岡山加工場 敦賀市 岡山1号210

9276 その他 敦賀斎苑 敦賀市 金山３号１番１

9277 その他 敦賀産業技術専門学院 敦賀市 道口19-2-1

9278 その他 敦賀市いこいの森 敦賀市 野坂80号15番地

9279 その他 敦賀市国民健康保険東浦診療所 敦賀市 大比田34-16-1

9280 その他 敦賀市国民健康保険疋田診療所 敦賀市 疋田11-9-1

9281 その他 敦賀市国民健康保険疋田診療所杉箸出張 敦賀市 杉箸109-17

9282 その他 敦賀市国民健康保険疋田診療所葉原出張 敦賀市 葉原９８-２１-１８

9283 その他 敦賀市清掃センター 敦賀市 櫛川８８－１－２

9284 その他 敦賀市地域包括支援センターなごみ 敦賀市 公文名1号6番

9285 その他 敦賀市福祉総合センター「あいあいプラ 敦賀市 東洋町4-1

9286 その他 敦賀市役所 敦賀市 中央町２丁目１番１号

9287 その他 敦賀市立子ども発達支援センターパラレ 敦賀市 櫛川41-2-3

9288 その他 敦賀児童館 敦賀市 舞崎町２丁目20-4

9289 その他 敦賀小売酒販組合 敦賀市 本町2丁目2番21号

9290 その他 敦賀松栄郵便局 敦賀市 松栄町１５－１２

9291 その他 敦賀松原郵便局 敦賀市 松原町７－９

9292 その他 敦賀信用金庫 粟野支店 敦賀市 市野々町１丁目２４０

9293 その他 敦賀信用金庫 松原支店 敦賀市 松島町２９－１８－１

9294 その他 敦賀信用金庫 中央町支店 敦賀市 中央町１丁目１３－１

9295 その他 敦賀信用金庫 本店営業部 敦賀市 本町１丁目１１－７

9296 その他 敦賀新和町郵便局 敦賀市 新和町２－１７－３

9297 その他 敦賀清掃工業有限会社 敦賀市 昭和町2丁目10-12

9298 その他 敦賀第一交通株式会社 敦賀市 相生町　18-20

9299 その他 敦賀中央税理士法人 敦賀市 本町１丁目６番１号

9300 その他 敦賀中央町郵便局 敦賀市 中央町１－１０－２０

9301 その他 敦賀美方消防組合消防本部 敦賀市 中央町２丁目１－２
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9302 その他 敦賀郵便局 敦賀市 元町１１－５

9303 その他 南児童クラブ 敦賀市 本町２丁目5-20

9304 その他 日光トラックスサービスセンター 敦賀市 道口14-7

9305 その他 日光レンタカー敦賀駅前店 敦賀市 白銀町1-12-102

9306 その他 日東電気株式会社 敦賀市 呉竹町1丁目38番5号

9307 その他 日本旅行ツーリスト 敦賀市 中央町２－４－１５

9308 その他 美容カイロエステPlaisir 敦賀市 莇生野９６－１６－５

9309 その他 疋田郵便局 敦賀市 疋田１１－８－５

9310 その他 武田左官工業所 敦賀市 櫛林1-4-6

9311 その他 福井キヤノン事務機㈱ 敦賀営業所 敦賀市 木崎7号11番２

9312 その他 福井ダイハツ　敦賀店 敦賀市 三島町２丁目１９－１８

9313 その他 福井トナミ運輸株式会社 敦賀市 羽織町13番地の3

9314 その他 福井トヨタ自動車株式会社　敦賀店 敦賀市 敦賀市野神15号4番7

9315 その他 福井トヨペット株式会社　敦賀店 敦賀市 清水町2-14-15

9316 その他 福井県基準寝具株式会社　敦賀工場 敦賀市 敦賀市関43

9317 その他 福井県国際交流嶺南センター 敦賀市 神楽町2丁目2-4 アクアトム2階

9318 その他 福井県自家用自動車協会　敦賀支部 敦賀市 敦賀市若泉町６（敦賀自動車会館内）

9319 その他 福井県信用漁業協同組合連合会　敦賀支 敦賀市 蓬莱町17-19

9320 その他 福井県民生活協同組合　敦賀支所 敦賀市 沓見109-29

9321 その他 福井県嶺南地区生コン協同組合　敦賀支 敦賀市 新松島町４－１３　内田ビル２階

9322 その他 福井小松フォークリフト敦賀営業所 敦賀市 野神23-11-1

9323 その他 福井倉庫株式会社敦賀営業所 敦賀市 莇生野７８号５番地の１

9324 その他 福井地方法務局敦賀支局 敦賀市 松栄町7番28号（敦賀地方合同庁舎）

9325 その他 福井南スバル自動車株式会社 敦賀市 若葉町２－１７５９

9326 その他 福井日産自動車株式会社 敦賀店 敦賀市 木崎２４－２１

9327 その他 北児童クラブ 敦賀市 曙町11-94

9328 その他 北陸綜合警備保障株式会社敦賀営業所 敦賀市 中央町1丁目10番12号

9329 その他 北陸労働金庫　敦賀支店 敦賀市 中央町2丁目16-42

9330 その他 明成工業 敦賀市 古田刈66-1103　ヴィラーチェ古田刈A202

9331 その他 優和総業株式会社 敦賀市 敦賀市山泉73-908

9332 その他 有）オブエレメンツテクニカル　本社 敦賀市 みどりｹ丘町141-15

9333 その他 有限会社　クラスター 敦賀市 結城町16-13

9334 その他 有限会社　コラボ 敦賀市 三島町１丁目３－２５

9335 その他 有限会社　たけなが保険企画 敦賀市 中央町1丁目8-33

9336 その他 有限会社　宮本組 敦賀市  公文名4-34-3

9337 その他 有限会社　金子工業 敦賀市 若葉町2－240

9338 その他 有限会社　山口オートサービス 敦賀市 金山３１-６-６

9339 その他 有限会社　山善工務店 敦賀市 敦賀市平和町16-23

9340 その他 有限会社　小河電気工業 敦賀市 野神15-9-3

9341 その他 有限会社 小畑鉄工 敦賀市 津内町2丁目13番11号

9342 その他 有限会社　松栄 敦賀市 公文名54-11-11

9343 その他 有限会社　成栄プラント 敦賀市 松葉町12-302

9344 その他 有限会社　前川設備 敦賀市 沓見16-10-3

9345 その他 有限会社　敦賀オート 敦賀市 野神１６－７－１

9346 その他 有限会社　敦賀ファミリー保険 敦賀市 砂流36-8-10

9347 その他 有限会社SOMEDAY 敦賀市 中央町2丁目19-32

9348 その他 有限会社ＴＭＣ 敦賀市 中央町１丁目８－３３

9349 その他 有限会社アクティ 敦賀市 公文名５－１８－４

9350 その他 有限会社エス・ダブリュー 敦賀市 結城町1-3

9351 その他 有限会社ケヒオート 敦賀市 木崎19-4-3

9352 その他 有限会社コウノ 敦賀市 栄新町8-6

9353 その他 有限会社ダイユー工業 敦賀市 公文名5-97

9354 その他 有限会社ラックスマン・エンタープライ 敦賀市 中１６－２－８

9355 その他 有限会社梶野商店 敦賀市 敦賀市平和町19-14

9356 その他 有限会社上杉鉄工所 敦賀市 関31-21-5

9357 その他 有限会社森崎地所 敦賀市 中央町2丁目10番22

9358 その他 有限会社川口水産 敦賀市 蓬莱町16-15

9359 その他 有限会社大平鉄筋 敦賀市 関42-2-1

9360 その他 有限会社北辰電気商会 敦賀市 清水町２丁目６－２３

9361 その他 裕子きものスタイル 敦賀市 小河17-15

9362 その他 利休運転代行社 敦賀市 三島町3丁目37-9

9363 その他 嶺南建設株式会社 敦賀市 呉竹町2丁目12番24号

9364 その他 和の家えがお 敦賀市 公文名1号6番

9365 その他 和の家ぬくぬく 敦賀市 公文名1号6番

9366 その他 咸新児童クラブ 敦賀市 谷口20-3-4

9367 その他 澤村歯科医院 敦賀市 白銀町4番19号
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9368 その他 糀谷整骨院 敦賀市 津内町3丁目8-26

9369 その他 藪原孝夫税理士事務所 敦賀市 敦賀市樫曲9-43

9370 その他 髙木商事株式会社 敦賀市 永大町無番地

9371 その他 (株)オーイング　小浜支店 小浜市 遠敷６丁目６０３－５

9372 その他 (株)若狭塗センター 小浜市 雲浜2丁目1-28

9373 その他 (有)ビック釣具店 小浜市 湯岡17-25-1

9374 その他 （有）小浜こふいん 小浜市 遠敷５丁目204-5

9375 その他 CoCo＊Beauty 小浜市 小浜市大手町7-4　2階

9376 その他 ＥＣＯＤＯＧ(エコドッグ) 小浜市 南川町１３－１８

9377 その他 Fleur 小浜市 生守

9378 その他 Honda Cars小浜 小浜店 小浜市 遠敷24-23

9379 その他 ISAMU電気工事 小浜市 和久里2-45-1

9380 その他 ＪＡ福井県　若狭基幹支店 小浜市 遠敷8-8-1

9381 その他 ＪＡ福井県　小浜支店 小浜市 遠敷8-8-1

9382 その他 ＪＡ福井県　小浜農機センター 小浜市 遠敷8-8-1

9383 その他 ＪＡ福井県　大手町支店 小浜市 大手町2-11

9384 その他 MOCOプランズ 小浜市 下竹原2-13

9385 その他 Pasha Lab. 小浜市 千種1-10-18　興産ビル101

9386 その他 Petit Fleur 小浜市 駅前町2-1ほおずきビル3F

9387 その他 REINAN 小浜市 青井22-31

9388 その他 REINANⅡ 小浜市 青井22-31

9389 その他 TAOTAO 小浜市 遠敷九丁目202-3

9390 その他 TOWA 小浜市 平野27-1-1

9391 その他 wamiles salon shuk蘭 小浜市 遠敷1-405

9392 その他 ＹＫ代行 小浜市 丸山第42号54番地の22

9393 その他 あゆみ 小浜市 大手町

9394 その他 あゆみ整骨院 小浜市 大手町8番33号

9395 その他 いちせクリニック 小浜市 南川町1-30

9396 その他 エステサロンKOKORO 小浜市 鯉川33-4-9

9397 その他 えん訪問看護ステーション小浜 小浜市 遠敷76-6-1

9398 その他 おあしす 小浜市 雲浜1-8-8

9399 その他 クリーンねっと若狭 小浜市 小浜市加斗37-7-5

9400 その他 コマツサービスエース若狭店 小浜市 多田11-6

9401 その他 サン・サンホーム小浜 小浜市 遠敷84-3-4

9402 その他 ソーシャルワークいきるば 小浜市 小浜市神宮寺25-6-1

9403 その他 ダスキン小浜 小浜市 生守4-33

9404 その他 ドキわくファーム小浜工場 小浜市 飯盛岩倉80-1

9405 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ小浜店 小浜市 遠敷24-38-2

9406 その他 トヨタカロ－ラ福井　株式会社　小浜店 小浜市 多田9-7

9407 その他 にしお内科クリニック 小浜市 南川町１２番８号

9408 その他 ニチコンワカサ株式会社 小浜市 多田35号1番地の1

9409 その他 ネッツトヨタ福井株式会社　小浜店 小浜市 遠敷５－５１４

9410 その他 はしづめ動物病院 小浜市 遠敷2丁目201-1

9411 その他 ビック釣具店 小浜市 湯岡17-25-1

9412 その他 ふらむはぁとヘルパーステーション 小浜市 遠敷7丁目301

9413 その他 ホクセイテック株式会社 小浜市 竜前５－１３－１

9414 その他 モリタ不動産 小浜市 小浜市木崎32-10-1

9415 その他 ヨネック 小浜市 羽賀4-1

9416 その他 ライフサポートセンターみそら支店 小浜市 和久里18-1

9417 その他 れいなん森林組合 小浜市 神宮寺5-30

9418 その他 わかさ動物病院 小浜市 府中16-6-3

9419 その他 ワコー電機株式会社　小浜営業所 小浜市 木崎32号中辻堂11-3

9420 その他 医療法人　丈久会　大下歯科医院 小浜市 大手町３ー７

9421 その他 井田設備工業（株） 小浜市 和久里17-12

9422 その他 永井司法書士事務所 小浜市 甲ヶ崎3－3－1

9423 その他 駅前野村歯科医院 小浜市 小浜市駅前町２－２

9424 その他 遠敷郵便局 小浜市 遠敷５－５２１

9425 その他 加斗郵便局 小浜市 加斗３９－１４

9426 その他 介護センター　みのり 小浜市 遠敷8-1-1

9427 その他 介護事業所　あゆみ 小浜市 大手町8-33

9428 その他 角本建築 小浜市 遠敷５０－１

9429 その他 株式会社　ストーリア 小浜市 生守42-31

9430 その他 株式会社　タニグチ　小浜営業所 小浜市 遠敷89号東下河原5-1

9431 その他 株式会社　ワコーサービス　小浜営業所 小浜市 小浜市和久里15-19-1

9432 その他 株式会社 岡組 小浜市 湯岡18-10-8

9433 その他 株式会社　若狭中央会計 小浜市 木崎３１－８－１　浜坂ビル１Ｆ
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9434 その他 株式会社 斉藤経営 小浜市 千種一丁目

9435 その他 株式会社　和晃建装 小浜市 遠敷89-21

9436 その他 株式会社ＯＫ運転代行 小浜市 小浜今宮102

9437 その他 株式会社Shell 小浜市 小浜住吉70-1

9438 その他 株式会社アイビックス若狭支店 小浜市 遠敷7丁目112

9439 その他 株式会社アオバ 小浜市 小浜市羽賀41-8-2

9440 その他 株式会社ウィルパックニシヤマ本社工場 小浜市 尾崎62－45

9441 その他 株式会社エクセルネット 小浜市 太良庄73-1

9442 その他 株式会社ケーブルテレビ若狭小浜 小浜市 小浜津島76-1

9443 その他 株式会社サンライフ 小浜市 福谷6-13-1

9444 その他 株式会社システムラン 小浜市 多田1-5-31

9445 その他 株式会社トヨタレンタリース福井　小浜 小浜市 駅前町14-20

9446 その他 株式会社ヒライ 小浜市 小浜清滝78-2

9447 その他 株式会社ふじ装美 小浜市 生守39-2

9448 その他 株式会社フナイワークス 小浜市 福谷8-12-1

9449 その他 株式会社マツ勘 小浜市 北塩屋16-5

9450 その他 株式会社光陽 小浜市 遠敷９丁目４０３番

9451 その他 株式会社若狭開発技術センター 小浜市 府中15号21番地1

9452 その他 株式会社杉本組 小浜市 遠敷８９号１９番地の１

9453 その他 株式会社大澤五右衛門商店 小浜市 川崎1丁目1-12

9454 その他 株式会社大澤五右衛門商店　鮮魚部 小浜市 川崎2丁目5-1

9455 その他 株式会社直組 小浜市 加茂15-39

9456 その他 株式会社日光モーター　小浜店 小浜市 和久里19-8-2

9457 その他 株式会社福井銀行 小浜支店 小浜市 千種１丁目１番１０号

9458 その他 株式会社福井銀行 東小浜支店 小浜市 遠敷５４号１番地１０

9459 その他 株式会社福邦銀行 小浜支店 小浜市 千種1丁目2番1号

9460 その他 株式会社明光建商小浜支店 小浜市 遠敷10丁目806-1

9461 その他 株式会社澤田調査設計 小浜市 野代7-23

9462 その他 岩﨑事務所 小浜市 駅前町８－５

9463 その他 宮川郵便局 小浜市 加茂１５－４１－１

9464 その他 京福コンサルタント株式会社 本社 小浜市 多田11-2-1

9465 その他 県民せいきょう小浜きらめき　介護タク 小浜市 遠敷９丁目501番地

9466 その他 個人事業主 小浜市 木崎33-25-1  フレグランス木崎102

9467 その他 公益社団法人　若狭シルバー人材セン 小浜市 遠敷84-3-4

9468 その他 公益社団法人小浜法人会 小浜市 大手町５－３２

9469 その他 口名田郵便局 小浜市 中井２２－南本２０－１

9470 その他 国立若狭湾青少年自然の家 小浜市 田烏区大浜

9471 その他 三津井証券株式会社　小浜支店 小浜市 駅前町7-6

9472 その他 三福タクシー株式会社＜三福観光バス＞ 小浜市 千種２丁目１－１３

9473 その他 山本電気工事株式会社 小浜市 遠敷7丁目303番地

9474 その他 司法書士田中政哉事務所 小浜市 遠敷十丁目８０６番地の２

9475 その他 芝浦自販機株式会社 小浜工場 小浜市 駅前町１３－１０

9476 その他 若狭高等学校 小浜市 千種１－６－１３

9477 その他 小浜ＢＰ事業センター 小浜市 遠敷24-35-1

9478 その他 小浜カーサービス株式会社 小浜市 小浜貴船72

9479 その他 小浜マイカー販売株式会社 小浜市 遠敷8丁目702-1

9480 その他 小浜ヤンマー株式会社　建機リースセン 小浜市 和久里9-1-10

9481 その他 小浜ヤンマー株式会社　本店 小浜市 和久里31-3-3

9482 その他 小浜海産物株式会社営業事務所 小浜市 川崎2丁目1-1

9483 その他 小浜玉前郵便局 小浜市 小浜玉前５５－３

9484 その他 小浜今富郵便局 小浜市 和久里９－１－２７

9485 その他 小浜市まちの駅 小浜市 小浜白鬚１１１番１

9486 その他 小浜市漁業協同組合 小浜市 川崎３－１６

9487 その他 小浜事業所 小浜市 加斗56-61-1

9488 その他 小浜住吉郵便局 小浜市 小浜住吉８

9489 その他 小浜上田建材株式会社 小浜市 和久里９－１－８

9490 その他 小浜信用金庫 駅通り支店 小浜市 小浜酒井8-6

9491 その他 小浜信用金庫 西津支店 小浜市 湊9-50-1

9492 その他 小浜信用金庫 東小浜支店 小浜市 遠敷20-1-2

9493 その他 小浜信用金庫 本店 小浜市 大手町9-20

9494 その他 小浜製綱株式会社　本社 小浜市 多田3号10番地

9495 その他 小浜西津郵便局 小浜市 北塩屋３－中道４－１

9496 その他 小浜大手町郵便局 小浜市 大手町２ー１７

9497 その他 小浜中央青果（株） 小浜市 川崎２丁目5-3

9498 その他 小浜郵便局 小浜市 一番町１－１

9499 その他 新平野郵便局 小浜市 平野２８－２７

144 ページ



No. 業種 施設・店舗名 住所

9500 その他 森下建材有限会社 小浜市 千種1-3-26

9501 その他 大樹測量設計株式会社 小浜市 生守２２－８

9502 その他 大飯生コン株式会社 小浜市 加斗　86-15-3

9503 その他 大和交通株式会社　本社営業所 小浜市 遠敷8-502-12

9504 その他 第一生命保険株式会社　福井支社　小浜 小浜市 千種1-8-11

9505 その他 中名田郵便局 小浜市 下田３３－１１－１

9506 その他 田烏簡易郵便局 小浜市 田烏第36-37

9507 その他 田中コンタクトレンズ 小浜市 遠敷10丁目601-1

9508 その他 東日本信用漁業協同組合連合会　若狭支店 小浜市 川崎３丁目１６番地

9509 その他 内外海郵便局 小浜市 甲ケ崎１０－２１－４

9510 その他 箸匠せいわ 小浜市 竜前6-2

9511 その他 富士測量設計株式会社 小浜市 多田第1号5番地31

9512 その他 福井ダイハツ　小浜店 小浜市 遠敷２５中検見坂５－３

9513 その他 福井トヨタ自動車株式会社　小浜店 小浜市 南川町17番16号

9514 その他 福井トヨペット株式会社　小浜店 小浜市 遠敷25-14-1

9515 その他 福井缶詰株式会社 小浜市 川崎1-1-3

9516 その他 福井県自家用自動車協会　小浜支部 小浜市 小浜市湯岡８－１１－９

9517 その他 福井県信用漁業協同組合連合会　若狭支 小浜市 川崎3-16

9518 その他 福井県農業共済組合　若狭支所 小浜市 遠敷町49-1-2

9519 その他 福井県嶺南地区生コン協同組合 小浜支部 小浜市 遠敷9丁目６０５番地

9520 その他 福井地方法務局小浜支局 小浜市 後瀬町7番10号（小浜地方合同庁舎）

9521 その他 北陸労働金庫　小浜支店 小浜市 小浜市後瀬町1-6

9522 その他 有限会社　ファースト企画 小浜市 竹原28-54-1

9523 その他 有限会社　大道プロパン 小浜市 小浜多賀79

9524 その他 有限会社　島長商店 小浜市 駅前町１４番１５号

9525 その他 有限会社アルファプラン 小浜市 南川町2-11

9526 その他 有限会社オフィス芝田 本店 小浜市 大手町３－８

9527 その他 有限会社カワベ・コーポレーション まる 小浜市 南川町19-4

9528 その他 有限会社三松 小浜市 駅前町3-13

9529 その他 有限会社三宝企画 小浜市 駅前町1-15 

9530 その他 有限会社市村ソーイング 小浜市 生守１２ー４１

9531 その他 有限会社成瀬鉄筋 小浜市 国分49-4

9532 その他 有限会社服部自動車 小浜市 湯岡11-9

9533 その他 旅職人よこやま 小浜市 伏原29-11-6-2Ｆ

9534 その他 鍼灸治療院 newmee 小浜市 多田14-5-5

9535 その他  株式会社 建世 大野市 春日3丁目20-7

9536 その他 （株）吉島組 大野市 春日３－２０－９

9537 その他 (株)大野貿易 大野市 牛ヶ原98号13-1

9538 その他 (有)こだま衛生社 大野市 高砂町10-3

9539 その他 （有）シャーク運転代行サービス 大野市 城町5-16

9540 その他 （有）ハート 大野市 犬山9-1-1

9541 その他 (有)マルダイ自工 大野市 吉７－３－１

9542 その他 （有）阿部産業 大野市 篠座町1-55

9543 その他 （有）加藤左官工業 大野市 弥生町11-8

9544 その他 （有）坂本エンジニアリング 大野市 新庄15-1-1

9545 その他 (有)大野オート商会 大野市 美川町6－16

9546 その他 （有）白山やまぶどう農園 大野市 落合2-24

9547 その他 (有)伏見屋設備 大野市 陽明町2丁目807

9548 その他 （有）木村商店 大野市 春日３丁目２番１９号

9549 その他 (有)矢田商店 大野市 中荒井1-407

9550 その他 arch esthetic 大野市 明倫町11-8

9551 その他 auショップ大野 大野市 友江１３－４－４

9552 その他 ima.managememt 大野市 中野町3-4-18

9553 その他 ＪＡ福井県　奥越基幹支店 大野市 中挾1-1301

9554 その他 ＪＡ福井県　九頭竜出張所 大野市 朝日26-21-1

9555 その他 ＪＡ福井県　上庄精米工場 大野市 中据47-15-1

9556 その他 ＪＡ福井県　大野西支店 大野市 下舌32-19-2

9557 その他 ＪＡ福井県　大野東支店 大野市 上野82-16-1

9558 その他 ＪＡ福井県　大野南支店 大野市 稲郷29-5-1

9559 その他 ＪＡ福井県　大野北支店 大野市 水落町7-7 

9560 その他 ＪＡ福井県　中挾出張所 大野市 中挾1-1301

9561 その他 Neuf 大野市 清水118-6-1

9562 その他 ＮＰＯ法人九頭竜化石研究会 大野市 朝日26-20-1

9563 その他 Smile plus 大野市 美里町105-3 美里アパート102

9564 その他 アロマサロンHEAL's 大野市 国時町1008-1

9565 その他 いずみタクシー 大野市 朝日16-7-4
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9566 その他 インテリアヤマウチ 大野市 上麻生嶋20-12-5

9567 その他 ウィズ社労士事務所 大野市 美川町5-3

9568 その他 エイ・ジェイ・テックス株式会社 大野市 大野市菖蒲池50-58

9569 その他 エステ＆カイロ　リレア 大野市 福井県大野市清瀧125-6

9570 その他 オートパルおくえつ 大野市 中保21-10

9571 その他 おくえつ訪問看護ステーション 大野市 春日173-7-1

9572 その他 オフィスホリタ 大野市 春江町針原32-27

9573 その他 カーテック大野株式会社 大野市 東中野１丁目４０１番地

9574 その他 カイロプラクティック&エステＴＡＩＹ 大野市 陽明町4丁目709-3

9575 その他 ギフト館　秀幸 大野市 鍬掛17-17-1　ショッピングモールVIO内

9576 その他 キラキラの町 大野市 大野市要町1-13

9577 その他 くつろぎの家 大野市 中据12-17

9578 その他 グループホーム　くつろぎ 大野市 中据12-17

9579 その他 グループホームくつろぎ 大野市 中据１２－１７

9580 その他 グループホームけいあい 大野市 牛ヶ原１５４－１－１

9581 その他 グループホーム一乗ハイム 大野市 明倫町６－１９

9582 その他 コーポめいりん 大野市 明倫町６－１９

9583 その他 コーポ花山 大野市 牛ヶ原154-1-1

9584 その他 こぶし整骨院 大野市 東中町405

9585 その他 コマツサービスエース大野店 大野市 中津川14

9586 その他 さくら電機 大野市 春日94-17

9587 その他 サンベース（株） 大野市 東中野１丁目204

9588 その他 シャーク代行 大野市 城町5-16

9589 その他 シャルレ 大野市 下麻生嶋48-33

9590 その他 しんそう福井 大野市 中野３６－１６－２

9591 その他 スカイ　ミズカミ 大野市 陽明町2丁目1024

9592 その他 スターランドさかだに振興会 大野市 蓑道１－４

9593 その他 スター代行 大野市 春日3丁目2ー15

9594 その他 セイワ工業 大野市 大野市若杉町1116番地

9595 その他 デイサービスくつろぎの家 大野市 中据１２－１７

9596 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ大野店 大野市 東中野1-511

9597 その他 トヨタカロ－ラ福井　株式会社　大野店 大野市 中野9-19-1

9598 その他 トリミングサロン　Conocono 大野市 飯降14-10

9599 その他 なかほ犬と猫の病院 大野市 中保9-12-15

9600 その他 ネッツトヨタ福井株式会社　大野店 大野市 中挟１－１

9601 その他 バッファ×バッファ 大野市 中荒井町1丁目306

9602 その他 ビーハラ大野 大野市 牛ヶ原154-1-1

9603 その他 ビハーラ大野 大野市 牛ヶ原154-1-1

9604 その他 フクイセイシ株式会社 大野市 北御門27-1

9605 その他 フラワーサークル 花ごころ 大野市 本町7の5

9606 その他 プロショップ長岡 大野市 篠座68-15-1

9607 その他 ペットハウス　ノンノン 大野市 東中野2-224

9608 その他 ヘルパーのこうめいさん 大野市 明倫町６－１９

9609 その他 ほっと地域リハビリセンター大野 大野市 月美町1005

9610 その他 まことケアプランセンター 大野市 中荒井町2丁目806

9611 その他 まこと苑 大野市 中荒井町2丁目806

9612 その他 マツダ商事株式会社 大野市 月美町12-14

9613 その他 麻那姫湖青少年旅行村 大野市 中島

9614 その他 みずぐち整骨院 大野市 有明町9-3

9615 その他 道の駅九頭竜 大野市 朝日26-30-1

9616 その他 ミルク工房奥越前 大野市 六呂師169字東上谷野

9617 その他 めいりん 大野市 明倫町6-19

9618 その他 モリナガ有限会社 大野市 日吉町２４－４

9619 その他 リラクゼーションルーム K 大野市 元町14-2

9620 その他 ルンビニー花園 大野市 牛ヶ原１５４－１－１

9621 その他 ルンビニー花山 大野市 牛ヶ原１５４－１－１

9622 その他 ワイズ代行 大野市 中荒井第12号64番地

9623 その他 伊藤撚糸 大野市 中保17-46-1

9624 その他 医療法人鳥山医院 大野市 有明町4-18

9625 その他 井尾建設 大野市 吉6-10-1

9626 その他 一乗ハイツ　ヘルパーステーション 大野市 牛ヶ原154-1-1

9627 その他 一乗ハイツ　訪問看護ステーション 大野市 牛ヶ原154-1-1

9628 その他 一乗ハイツデイサービスセンター 大野市 牛ヶ原１５４－１－１

9629 その他 一乗ハイツヘルパーステーション 大野市 牛ヶ原１５４－１－１

9630 その他 一乗ハイツ居宅介護支援事業所 大野市 牛ヶ原１５４－１－１

9631 その他 一乗ハイツ居宅支援事業所 大野市 牛ヶ原154-1-1

146 ページ



No. 業種 施設・店舗名 住所

9632 その他 一乗ハイツ訪問看護ステーション 大野市 牛ヶ原１５４－１－１

9633 その他 一乗ハイツ訪問入浴事業所 大野市 牛ヶ原154-1-1

9634 その他 一乗ハイム 大野市 明倫町6-19

9635 その他 一般社団法人福井県交通安全協会奥越支 大野市 南新在家32-1-4

9636 その他 稲山織物株式会社 大野市 春日64-50

9637 その他 印牧歯科医院 大野市 美川町5-9

9638 その他 羽生建築工業 大野市 中据16-20

9639 その他 羽生広告店 大野市 下据32-9-1

9640 その他 益茂証券株式会社　大野支店 大野市 弥生町3-11

9641 その他 越前信用金庫 ゆい出張所 大野市 天神町1-1-1（役所内）

9642 その他 越前信用金庫 三番支店 大野市 本町8-6

9643 その他 越前信用金庫 春日支店 大野市 春日3丁目1-30

9644 その他 越前信用金庫 東　支店 大野市 陽明町2丁目125

9645 その他 越前信用金庫 本店 大野市 日吉町2-19

9646 その他 奥越前まんまるサイト 大野市 南六呂師169-124

9647 その他 横田建設株式会社 大野市 春日3丁目18-9

9648 その他 横田秀俊法律事務所 大野市 城町８番６号

9649 その他 下穴馬郵便局 大野市 朝日１７－４－１

9650 その他 下田整体 大野市 日吉町

9651 その他 介護センター　テラルのほほえみ 大野市 中挟1-1404

9652 その他 介護タクシーたいよう 大野市 幸町2-15

9653 その他 介護老人福祉施設ビハーラ大野 大野市 牛ヶ原１５４ー１－１

9654 その他 株式会社　CHUNAN 大野市 清瀧130字12番地1

9655 その他 株式会社　あまや製材 大野市 中野３－８－１

9656 その他 株式会社　看板印刷屋 大野市 大和町５－６

9657 その他 株式会社　三南 大野市 東大月14-27-1

9658 その他 株式会社　清水設備 大野市 大和町4-3

9659 その他 株式会社　西日本開発 大野市 大野市美川町2-16

9660 その他 株式会社　長田工務店 大野市 開発16-6

9661 その他 株式会社 東協 大野市 五條方28-7

9662 その他 株式会社　八光 大野市 中野57-1-8

9663 その他 株式会社　立平木工所 大野市 中野5-81-1

9664 その他 株式会社HMコンサルティング 大野市 城町8番6号

9665 その他 株式会社Leap 大野市 落合2-30

9666 その他 株式会社Yokota Office 大野市 城町8-6

9667 その他 株式会社いろは 大野市 陽明町1-1207

9668 その他 株式会社ウスイモータース 大野市 有明町12-11

9669 その他 株式会社エツミ光学 大野市 中据32-10-7

9670 その他 株式会社サカエ広告 大野市 大和町5-6

9671 その他 株式会社ジェフティ 大野市 中野20-18-1

9672 その他 株式会社タカダ 大野市 友江12-23-3

9673 その他 株式会社タニコーテック 大野市 大野市下丁8-1-1

9674 その他 株式会社トヨタレンタリース福井　大野 大野市 中津川29-4-1

9675 その他 株式会社ベスト工房 大野市 下麻生嶋111-1-1

9676 その他 株式会社マエガワ 大野市 桜塚町101

9677 その他 株式会社ミズホ　大野工場 大野市 上舌30字御城山

9678 その他 株式会社ミズホ　中野工場 大野市 中野5号81-1

9679 その他 株式会社メンテナンスナカムラ 大野市 春日2-3-3

9680 その他 株式会社ワイジェイ 大野市 牛ヶ原９６－１５

9681 その他 株式会社安間鉄工所 大野市 菖蒲池50-32-2

9682 その他 株式会社松屋アールアンドディ 大野市 鍬掛20－1－2

9683 その他 株式会社森写真館 大野市 日吉町19-5

9684 その他 株式会社福井グリーンパワー 大野市 七板第41号2番地

9685 その他 株式会社福井銀行 三番通出張所 大野市 要町３番１４号

9686 その他 株式会社福井銀行 大野支店 大野市 明倫町８番１２号

9687 その他 株式会社北陸銀行　大野支店 大野市 元町7-22

9688 その他 株式会社明光建商奥越営業所 大野市 中津川31-12-1

9689 その他 ㈱橋本代理店 大野市 弥生町4-9

9690 その他 ㈱松浦印刷所 大野市 陽明町2丁目401

9691 その他 丸栄電工株式会社 大野市 陽明町三丁目１１０４番地

9692 その他 丸城清酢有限会社 大野市 大野市蕨生78-4

9693 その他 亀井賢治司法書士・行政書士事務所 大野市 陽明町４丁目８０５番地

9694 その他 協同組合　中部研修機構 大野市 月美町10-7

9695 その他 金森幸子行政書士事務所 大野市 美川町４番４号

9696 その他 九岡歯科医院 大野市 春日1－8－7

9697 その他 経費老人ホーム一乗ハイツ 大野市 牛ヶ原154-1-1
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9698 その他 軽費老人ホーム　一乗ハイツ 大野市 牛ヶ原１５４－１－１

9699 その他 源平酒造株式会社 大野市 要町1-33

9700 その他 個人事業主 大野市 大野市上麻生嶋20-12-5

9701 その他 個人事業主 大野市 大野市右近次郎28-32

9702 その他 広瀬歯科医院 大野市 元町6-2

9703 その他 高宮写真館 大野市 大和町２ー２０

9704 その他 高見軽天 大野市 下据43-1

9705 その他 合同会社YokotaTrust 大野市 泉町7-20

9706 その他 合同会社YSJ大野事務所 大野市 美川町5-3

9707 その他 阪谷郵便局 大野市 伏石２５－１

9708 その他 山一織物株式会社 大野市 大和町5-3

9709 その他 山二工業株式会社 大野市 春日161-12-1

9710 その他 山本総合会計事務所 大野市 美川町5-3

9711 その他 識別大公開 大野市 城町5-16

9712 その他 篠島歯科医院 大野市 春日1-3-13

9713 その他 車工房きはら 大野市 蕨生136-6-2

9714 その他 女性専門整体DreaMy 大野店 大野市 日吉町19-2

9715 その他 匠建設計株式会社 大野市 美川町１１－２０

9716 その他 小規模多機能めいりん 大野市 明倫町６－１９

9717 その他 上庄（福）郵便局 大野市 稲郷２９－６－２

9718 その他 上庄代行 大野市 城町5-16

9719 その他 上村美装 大野市 東中17-1-1

9720 その他 真名川株式会社 大野市 吉28字下河原2

9721 その他 清和カーセンター 大野市 清和町７１２

9722 その他 誓念寺デイサービス 大野市 錦町4-17

9723 その他 税理士法人ONE 大野市 陽明町3-905

9724 その他 前田電気株式会社 大野市 中保２１－１２

9725 その他 村下工務店 大野市 下麻生嶋８１－４

9726 その他 大喜タクシー 大野市 天神町3-22

9727 その他 大橋撚糸有限会社 大野市 菖蒲池26-15

9728 その他 大南建設工業株式会社 大野市 中荒井町１－８２１

9729 その他 大福運送（株） 大野市 水落町8-20

9730 その他 大野タクシー 大野市 弥生町1-14

9731 その他 大野ツーリスト 大野市 幸町1番1号

9732 その他 大野パッキング株式会社 大野市 大野市上野57-1-1

9733 その他 大野衛生設備株式会社 大野市 東中町301

9734 その他 大野開発工業株式会社 大野市 中野５５―６０

9735 その他 大野観光自動車（株） 大野市 中野57-11-2

9736 その他 大野機料株式会社 大野市 大野市日吉町１３－６

9737 その他 大野元町郵便局 大野市 元町８－１２

9738 その他 大野市健保養施設内「こりとり処」 大野市 南新在家26-101

9739 その他 大野春日郵便局 大野市 春日３－２０－１８

9740 その他 大野商工会議所 大野市 明倫町3-37

9741 その他 大野神明郵便局 大野市 弥生町６－４

9742 その他 大野繊維株式会社 大野市 糸魚町１－２

9743 その他 大野大橋簡易郵便局 大野市 中野9高町23

9744 その他 大野中野郵便局 大野市 本町７－２

9745 その他 大野童子丸郵便局 大野市 中挾１－１４０９

9746 その他 大野物流センター 大野市 中野5-70-1

9747 その他 大野郵便局 大野市 陽明町２－２１０

9748 その他 大和ブロック建設工業（株） 大野市 大和町3-20

9749 その他 第一生命保険株式会社　福井支社　大野 大野市 大和町2-17

9750 その他 第二工場 大野市 土布子第4号24番地15

9751 その他 中村建築 大野市 水落町3-6

9752 その他 中野化成㈱ 大野市 中野町３丁目4-3

9753 その他 中野工場 大野市 東中野１丁目２１４番地

9754 その他 仲村屋 大野市 幸町2-20

9755 その他 忠南環境株式会社 大野市 清瀧130字12番地1

9756 その他 田中モータース 大野市 右近次郎40-82-2

9757 その他 土田電機 大野市 元町4-14

9758 その他 島田ファーム 大野市 中野町3-1-31

9759 その他 道の駅　越前おおの　荒島の郷 大野市 蕨生137-21-1

9760 その他 徳山孝晴税理士事務所 大野市 大野市新庄5-3

9761 その他 日本観光公社 大野市 明倫町10-20

9762 その他 農事組合法人アバンセ乾側 大野市 牛ヶ原103-25-1

9763 その他 尾﨑正孝税理士事務所 大野市 大野市日吉町１番８号
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9764 その他 富田郵便局 大野市 上野６９－５－１

9765 その他 福井ダイハツ　大野店 大野市 東中野２丁目８０５

9766 その他 福井トヨタ自動車株式会社　大野店 大野市 中津川31字脇の田

9767 その他 福井トヨペット株式会社　大野店 大野市 中津川31-15

9768 その他 福井環境エコノス株式会社 大野市 月美町９－１４

9769 その他 福井県自家用自動車協会　大野・勝山支 大野市 大野市天神町２－７

9770 その他 福井日産自動車株式会社 大野店 大野市 東中野１丁目５０９

9771 その他 福井和泉スキー場 大野市 朝日前坂27

9772 その他 福美塗装 大野市 堂本23-6

9773 その他 宝慶寺いこいの森 大野市 宝慶寺16-11

9774 その他 北陸労働金庫　奥越支店 大野市 友江13-4-1

9775 その他 木こりん工房　結の小屋 大野市 田野5-3

9776 その他 木下カイロプラクティック 大野市 美川町3-13

9777 その他 有限会社　シャーク運転代行サービス 大野市 城町5-16

9778 その他 有限会社　丸進工務店 大野市 篠座３８－１４１－１

9779 その他 有限会社　久保工務店 大野市 土打70-17-1

9780 その他 有限会社　西川建築設計事務所 大野市 糸魚町1番45号

9781 その他 有限会社　西川工務店 大野市 横枕1-11-25

9782 その他 有限会社　明光電業 大野市 東中野二丁目901番地

9783 その他 有限会社ウィズアセット 大野市 美川町5-3

9784 その他 有限会社セカンドゲート　大野営業所 大野市 新庄6-30-1

9785 その他 有限会社興栄測量建設 大野市 横枕22-20-1

9786 その他 有限会社九頭竜電子工業 大野市 篠座大門上64－26

9787 その他 有限会社黒川ブロー工業所 大野市 塚原１３－２０

9788 その他 有限会社松田金物店　菖蒲池営業所 大野市 菖蒲池48-13-3

9789 その他 有限会社松田金物店　本店 大野市 元町7-20

9790 その他 有限会社上庄モータース 大野市 中据20-30

9791 その他 有限会社真栄ガラス 大野市 美川町1-5

9792 その他 有限会社生田設備 大野市 15-32

9793 その他 有限会社石田産業 大野市 水落町5-22

9794 その他 有限会社友高室内装飾 大野市 日吉町5-13

9795 その他 有限会社和光 大野市 下丁８－１２－１

9796 その他 林広告 大野市 国時町307

9797 その他 六呂師高原簡易郵便局 大野市 南六呂師39-1-2

9798 その他 和泉前坂家族旅行村 大野市 朝日前坂6-23

9799 その他 （株）大善建設 事務所 勝山市 荒土町堀名中清水7字7-1

9800 その他 （株）澤組 勝山市 旭毛屋町1008

9801 その他 (有)D.T.S 勝山市 シモタカジマ12-1-1

9802 その他 ARCS 勝山市 滝波町1丁目966－1

9803 その他 ＪＡ福井県　勝山菊集出荷場 勝山市 猪野口31-2

9804 その他 ＪＡ福井県　勝山中支店 勝山市 滝波町5-701

9805 その他 ＪＡ福井県　勝山南支店 勝山市 旭毛屋町111

9806 その他 ＪＡ福井県　勝山北支店 勝山市 荒土町伊波27-8-1

9807 その他 K.かわさき 勝山市 元町1-9-21-4

9808 その他 Naka House 勝山市 郡町2-1-30

9809 その他 SHIMADA巧業 勝山市 長山町1-2-3-8

9810 その他 あある介護タクシー 勝山市 元町1丁目14-5

9811 その他 アリュールプラス 勝山市 元町3丁目7ー26

9812 その他 あん鍼堂 勝山市 野向町聖丸25-6-1

9813 その他 エスケイファクトリー　スノーピット 勝山市 滝波町5丁目1003-1

9814 その他 ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝアウラ 勝山市 沢町1丁目2-8

9815 その他 越前石材 勝山市 旭町1丁目405

9816 その他 エムビー商事有限会社 勝山市 旭町1丁目1番56号

9817 その他 オクエツ観光株式会社 勝山市 郡町2丁目

9818 その他 かつやま恐竜の森　公園管理事務所 勝山市 村岡町寺尾51-11

9819 その他 かつやま恐竜の森 かつやまディノパーク 勝山市 村岡町寺尾51-11

9820 その他 株式会社大善建設 勝山市 荒土町堀名中清水7-1-1

9821 その他 カリーノ企画 勝山市 平泉寺町平泉寺170-112

9822 その他 ギギliving 勝山市 下高島12-2-2

9823 その他 きくや 勝山市 片瀬50字1-1越前大仏門前町

9824 その他 きのした歯科医院 勝山市 元町１－９－２２

9825 その他 ギャオポン合同会社 勝山市 本町2丁目2-25

9826 その他 クリーンサービス北越 勝山市 元町3-2-6

9827 その他 グリーン開発株式会社 勝山市 滝波町5丁目320

9828 その他 グループホームはなみずき 勝山市 勝山市立川町1t丁目11-24

9829 その他 ケアサポート花水木 勝山市 毛屋町710
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9830 その他 ケイテー株式会社 勝山市 昭和町1丁目10-18

9831 その他 個人事業主 勝山市 勝山市遅羽町比島14-11

9832 その他 こだまツーリスト 勝山市 滝波町４－１０１

9833 その他 こばやし歯科医院 勝山市 沢町2丁目9-2

9834 その他 サカエ工業株式会社 勝山市 旭町2丁目2-1-2

9835 その他 さくら荘デイサービスセンター 勝山市 勝山市北谷町中尾第13号16番地

9836 その他 さくら荘居宅介護支援センター 勝山市 勝山市北谷町中尾第13号16番地

9837 その他 シャディTADA 勝山市 福井県勝山市荒土町新保4-132

9838 その他 シルバーケア九頭竜 勝山市 平泉寺町岩ケ野第４２号６１番地

9839 その他 スナック　ローズ 勝山市 沢町2-7-27

9840 その他 瀬戸レース㈱ 勝山市 昭和町3-2-58

9841 その他 大師山　清大寺 勝山市 片瀬50字1番地

9842 その他 大福交通㈲ 勝山市 下高島12-1-1

9843 その他 滝本ふぁーむ 勝山市 平泉寺町平泉寺170-112

9844 その他 たにうちメディカル 勝山市 郡町1-2-51

9845 その他 デイサービスセンターよしの 勝山市 勝山市北谷町中尾第13号16番地

9846 その他 デイサービスはなみずき 勝山市 勝山市立川町1丁目11-24

9847 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ勝山店 勝山市 元町1-7-28

9848 その他 とちき整体院 勝山市 9元町1丁目9-218

9849 その他 トラストプロ合同会社 勝山市 北郷町檜曽谷第8号4番地

9850 その他 ニッサン建機(有) 勝山市 荒土町新保6-106

9851 その他 ニッサン建機有限会社 勝山市 荒土町新保6-106

9852 その他 ネジアート 勝山市 遅羽町比島14‐24

9853 その他 のむき風の郷 勝山市 野向町龍谷2－21－1

9854 その他 聖山商店 勝山市 昭和町1丁目8-29

9855 その他 福井worldpress部 勝山市 北郷町東野39-19-1

9856 その他 福井銀行勝山支店 勝山市 元町1-10-40

9857 その他 福井県農業協同組合勝山北支店 勝山市 勝山市荒土町伊波27-8-1

9858 その他 福井県農業協同組合勝山中支店 勝山市 勝山市滝波町5-701

9859 その他 福井県農業協同組合勝山農機センター 勝山市 勝山市荒土町伊波29-20

9860 その他 福井県農業協同組合勝山配送センター 勝山市 勝山市滝波町5-612

9861 その他 福井県農業協同組合勝山南支店 勝山市 勝山市旭毛屋111

9862 その他 ますか建築デザイン 勝山市 沢町2-2-7

9863 その他 道の駅　恐竜渓谷かつやま 勝山市 荒土町松ヶ崎1-17

9864 その他 山の駅よろっさ 勝山市 北谷町河合26-2-1

9865 その他 (有)黒田 勝山市 芳野町2丁目1-32

9866 その他 ユニット型地域密着型 特別養護老人ホー 勝山市 勝山市北谷町中尾第13号16番地

9867 その他 リラクゼーションハウス　ARONA 勝山市 長山町1丁目4-11

9868 その他 伊藤歯科医院 勝山市 勝山市本町2-12-34

9869 その他 一般社団法人勝山健康福祉協会 勝山市 栄町3-4-5

9870 その他 羽越工業株式会社 勝山市 遅羽町蓬生17-9

9871 その他 越前信用金庫 こおり支店 勝山市 郡町1丁目273

9872 その他 越前信用金庫 たていし支店 勝山市 元町2丁目19-17

9873 その他 越前信用金庫 勝山支店 勝山市 昭和町1丁目1-1

9874 その他 越前信用金庫 北郷支店 勝山市 北郷町伊知地54-38-13

9875 その他 奥越ライフサポート 勝山市 沢町2丁目７－２７

9876 その他 横山建築 勝山市 大袋48-19

9877 その他 横川製菓 勝山市 栄町, 3丁目5-42

9878 その他 笠松中小企業診断士事務所 越前大仏前オ 勝山市 片瀬町1-402

9879 その他 株式会社　Ｔーｗｏｒｋｓ 勝山市 旭毛屋町4110

9880 その他 株式会社　タイセー 勝山市 遅羽町蓬生17-9

9881 その他 株式会社　啓 勝山市 勝山市昭和町3-1-40

9882 その他 株式会社　山岸機工 勝山市 郡町３丁目４１８番地

9883 その他 株式会社　滝本ホンダ 勝山市 勝山市荒土町新保4-123

9884 その他 株式会社　坪内建設 勝山市 勝山市本町２丁目８－１８

9885 その他 株式会社　野田電機　勝山工場 勝山市 勝山市荒土町松ヶ崎７－１０８

9886 その他 株式会社SIGNCORRECT 勝山市 郡町２丁目３９

9887 その他 株式会社エヌ・ビー・ワイ 勝山市 立川町２－２－１２

9888 その他 株式会社カサ川本社工場 勝山市 北郷町森川３６－１

9889 その他 株式会社ガレージM 勝山市 郡町１－１－１４

9890 その他 株式会社ソーイングセーコウ 勝山市 滝波町1丁目224番地

9891 その他 株式会社ナガイモータース 勝山市 郡町２丁目１５６

9892 その他 株式会社ニットク　片瀬工場 勝山市 片瀬10-1

9893 その他 株式会社ラコーム 勝山市 滝波町1丁目218

9894 その他 株式会社奥越衛生社 勝山市 郡町２－３－８

9895 その他 株式会社島建 勝山市 荒土町布市１２－２７
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9896 その他 株式会社巴カンパニー 勝山市 長山町2-6-80

9897 その他 株式会社福井銀行 勝山支店 勝山市 元町１丁目１０番４０号

9898 その他 株式会社福邦銀行 勝山支店 勝山市 元町1丁目18番11号

9899 その他 株式会社北陸銀行　勝山支店 勝山市 本町2-5-11

9900 その他 株式会社鷲田商会 勝山市 芳野町１－１－１３

9901 その他 ㈱一本義久保本店 勝山市 沢町1丁目3番1号

9902 その他 ㈱グリーンサラダ 勝山市 元町1-11-5

9903 その他 ㈱ランプヤ商店 勝山市 栄町1丁目5-15

9904 その他 協和自動車商会 勝山市 芳野町２丁目１－４８

9905 その他 九頭竜ワークショップいずみの郷 勝山市 平泉寺町岩ケ野第４２号６１番地

9906 その他 九頭竜ワークショップしずかの郷 勝山市 平泉寺町岩ケ野第４２号６１番地

9907 その他 九頭竜ワークショップ就労支援事業所 勝山市 平泉寺町岩ケ野第４２号６１番地

9908 その他 九頭竜ワークショップ上野の郷 勝山市 平泉寺町岩ケ野第４２号６１番地

9909 その他 九頭龍砕石株式会社 勝山市 遅羽町蓬生32字榎木嶋94-2

9910 その他 元禄スタジオ 勝山市 元町2-13-28

9911 その他 個人事業主 勝山市 沢町1丁目5-5

9912 その他 個人事業主 勝山市 長山町2丁目6ー4

9913 その他 個人事業主 勝山市 遅羽町大袋48-19

9914 その他 個人事業主 勝山市 遅羽町大袋48-19

9915 その他 個人事業主 勝山市 片瀬18-13

9916 その他 個人事業主 勝山市 沢町二丁目5-8

9917 その他 古家左官工業所 勝山市 滝波町１丁目845－5

9918 その他 荒土郵便局 勝山市 荒土町北新在家２１－１４

9919 その他 合同会社ふじた板金工業所 勝山市 旭町２丁目６－５１

9920 その他 合同会社プラスアルファ・ラボラトリー 勝山市 片瀬町1丁目402 勝山市市民交流センター303号室

9921 その他 合同会社田中モータース 勝山市 滝波町4丁目703

9922 その他 山一食品株式会社 勝山市 勝山市猪野9-13

9923 その他 山岸機業株式会社 勝山市 立川町２丁目２－４０

9924 その他 山岸機業株式会社 勝山市 元町３丁目2-15

9925 その他 山岸殖産株式会社 勝山市 元町３丁目２－１５

9926 その他 歯科医院シラサキ 勝山市 旭町１－６－６５

9927 その他 鹿谷郵便局 勝山市 鹿谷町本郷１７－３

9928 その他 勝山元町郵便局 勝山市 元町２－１５－１７

9929 その他 勝山交通 勝山市 滝波町4-101

9930 その他 勝山自動車株式会社 勝山市 滝波町５丁目７０８

9931 その他 勝山滝波郵便局 勝山市 滝波町３－３０７

9932 その他 勝山沢郵便局 勝山市 沢町２－３－９

9933 その他 勝山電子工業株式会社 勝山市 立川町2-2-8

9934 その他 勝山郵便局 勝山市 本町２－１０－２０

9935 その他 勝山立石郵便局 勝山市 元町３－２－４

9936 その他 小原星の駅 勝山市 北谷町小原

9937 その他 松川介護タクシー 勝山市 荒土町妙金島4-34

9938 その他 松村歯科 勝山市 昭和町1-6-1

9939 その他 松村整骨院・鍼灸院 勝山市 本町1丁目2-15

9940 その他 松文産業株式会社 勝山市 旭町1丁目1-56

9941 その他 森電気管理事務所 勝山市 平泉寺町岩ヶ野12-18

9942 その他 神明神社 勝山市 元町1-19-24

9943 その他 成器工業㈲ 勝山市 旭町2-1-11

9944 その他 成器工業有限会社 勝山市 勝山市旭町2丁目1番11号

9945 その他 西田和史行政書士事務所 勝山市 滝波町3丁目815

9946 その他 税理士法人スマート 勝山市 沢町2丁目９－１４

9947 その他 石畝歯科医院 勝山市 元町1-4-30

9948 その他 大手研磨 勝山市 栄町3-6-35

9949 その他 大福交通有限会社 勝山市 下高島12-1-1

9950 その他 竹内ガラス 勝山市 旭町2-1-1

9951 その他 中原塗装 勝山市 郡町1丁目2-14

9952 その他 朝日印刷株式会社 勝山市 昭和町3丁目2-63-1

9953 その他 長坂保険事務所 勝山市 栄町　４－３－５２－６

9954 その他 田上整骨院 勝山市 郡町2-5-6

9955 その他 田村　佐智子 勝山市 平泉寺町平泉寺56-41

9956 その他 島田巧業 勝山市 昭和町３－１－４３

9957 その他 特別養護老人ホームさくら荘 勝山市 勝山市北谷町中尾第13号16番地

9958 その他 白木興業株式会社 勝山市 芳野町2丁目3-31

9959 その他 美容カイロサロンLumiere 勝山市 鹿谷町志田12-10

9960 その他 福井県立勝山高等学校 勝山市 昭和町２丁目３－１

9961 その他 福井新聞勝山販売店 勝山市 昭和町１丁目8-25
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9962 その他 平泉寺郵便局 勝山市 平泉寺町平泉寺１１５－１６

9963 その他 芳沢製作所 勝山市 村岡町浄土寺41-19

9964 その他 北郷郵便局 勝山市 北郷町東野２４田倉島８１

9965 その他 野向簡易郵便局 勝山市 野向町龍谷２ー１２

9966 その他 悠悠いきいき倶楽部　ちゃま 勝山市 郡町1-2-51

9967 その他 有限会社　トミタ塗装 勝山市 元町1-4-28

9968 その他 有限会社　ユキチ産業 勝山市 沢町2丁目11-8

9969 その他 有限会社　岩佐電機製作所 勝山市 福井県勝山市滝波町4-1230

9970 その他 有限会社　共栄電設 勝山市 滝波町3丁目1136番地2

9971 その他 有限会社　恐竜不動産 勝山市 村岡町滝波21-2-1メゾン2 12号室

9972 その他 有限会社　北八建設 勝山市 沢町2丁目11-8

9973 その他 有限会社　陽藤電設 勝山市 片瀬町1-116

9974 その他 有限会社サイト建設 勝山市 鹿谷町西光寺27-1

9975 その他 有限会社愛宕繊維 勝山市 芳野町1-8-26

9976 その他 有限会社丸山工務店 勝山市 郡町3-412

9977 その他 有限会社森山機料店 勝山市 栄町４-3-61

9978 その他 ㈲鷲田金物住設 勝山市 沢町1丁目5-8

9979 その他 髙野建築板金 勝山市 郡町1-3-12

9980 その他 （株）ショクセイ 鯖江市 熊田町17-4-3

9981 その他 （株）マコト眼鏡 鯖江市 丸山町2-5-16

9982 その他 （株）蒲商会 鯖江市 神中町2-501-47

9983 その他 （株）乾レンズ 鯖江市 丸山町　1-3-31

9984 その他 （株）佐々木土建 鯖江市 熊田町16-67-1

9985 その他 (株)大橋モータース 鯖江市 東鯖江4丁目1-6

9986 その他 (有)ナカムラモータース 鯖江市 有定町1丁目14-11

9987 その他 (有)ホームクリーン福井　サイエンス 鯖江市 三六町2丁目3-8

9988 その他 （有）岸本機料店 鯖江市 東鯖江４－２－８

9989 その他 （有）彩明 鯖江市 水落町4-11-4

9990 その他 (有)上田精工 鯖江市 有定３丁目4-21

9991 その他 （有）不動建設 鯖江市 糺町44-28

9992 その他 ６line 鯖江市 水落町1丁目6-23

9993 その他 6line 鯖江市 水落町1-6-23

9994 その他 arce. 鯖江市 14-1-14

9995 その他 auショップ鯖江 鯖江市 小黒町１丁目12-9

9996 その他 banana design 鯖江市 五郎丸町20-23-2

9997 その他 BICYCLE SHOP ついんず 鯖江市 神明町３丁目4-41

9998 その他 BIKE SERVICE TANK 鯖江市 神明町3丁目4-43

9999 その他 BlueRose 鯖江市 神明町5丁目4-64-1バードウイング・セルバA103

10000 その他 BODY KARAT 鯖江店 鯖江市 有定町３－１－１ワイプラザ鯖江店内

10001 その他 car produce ROC 鯖江市 東鯖江2丁目7-28

10002 その他 coco 鯖江市 二丁掛町7-8-31

10003 その他 Cuore 鯖江市 川去町

10004 その他 Datsumo KARAT 鯖江店 鯖江市 有定町３－３－１

10005 その他 Eyelash KARAT 鯖江店 鯖江市 有定町３－１－１ワイプラザ鯖江店内

10006 その他 FACE KARAT 鯖江店 鯖江市 有定町３－１－１ワイプラザ鯖江店内

10007 その他 faith 鯖江市 鳥羽1丁目13-16

10008 その他 FAケアサポート株式会社 鯖江市 住吉町1丁目2-23

10009 その他 FA観光サポート 鯖江市 小黒町１丁目９－２２

10010 その他 Fujikon corporation株式会社 鯖江市 神中町1-5-22

10011 その他 HacoaDIRECTSTORE 福井店 鯖江市 西袋町503

10012 その他 IDEAWORKS 鯖江市 新横江1-4-6

10013 その他 ＪＡ福井県　ローンセンター 鯖江市 桜町2-2-8

10014 その他 ＪＡ福井県　河和田出張所 鯖江市 西袋町39-4-1

10015 その他 ＪＡ福井県　鯖江西支店 鯖江市 大倉町21-1

10016 その他 ＪＡ福井県　鯖江中央支店 鯖江市 上河端町18-6

10017 その他 ＪＡ福井県　鯖江東支店 鯖江市 落井町50-1-1

10018 その他 ＪＡ福井県　鯖江北支店 鯖江市 杉本町8-3-1

10019 その他 ＪＡ福井県　舟津支店 鯖江市 桜町2-2-8

10020 その他 ＪＡ福井県　神明支店 鯖江市 神明町1-8-1

10021 その他 ＪＡ福井県　丹南基幹支店 鯖江市 上河端町18-6

10022 その他 KAZUKI 鯖江市 水落町1-12-10

10023 その他 ＫＢＳ 鯖江市 下野田町20-1-8

10024 その他 Ｋｒｏｍ 鯖江市 丸山町3丁目2-5-3

10025 その他 le diamant -ル ディアモン- 鯖江市 四方谷26-8-1

10026 その他 LOOSEY株式会社 鯖江市 川島町4-22-54

10027 その他 Men's KARAT 鯖江店 鯖江市 有定町３－１－１ワイプラザ鯖江店内
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10028 その他 nail salon view 鯖江市 神明町2丁目2-34-1

10029 その他 nova.net 鯖江市 神明町２丁目6-3

10030 その他 NPO法人たんなん夢レディオFM 鯖江市 鯖江市本町2丁目2番16号

10031 その他 office Photo Style 鯖江市 水落町2-27-20-5

10032 その他 One Heart　リハビリの家 鯖江市 川島町19-14

10033 その他 ＯＮＥＬＩＮＥ 鯖江市 神中町3-1-11

10034 その他 ONELINE 鯖江市 神中町3-1-11

10035 その他 oogen 鯖江市 本町2-2-20

10036 その他 opt duo Inc. 鯖江市 北中町５３９

10037 その他 POLA　Embellir wish 鯖江市 宮前２丁目２－６－５

10038 その他 SABAE土田光行政書士事務所 鯖江市 糺町25-12-2糺野ビル3階

10039 その他 SAI'S PERFORMANCE 鯖江市 石田上町１-４-１

10040 その他 SE7EN 鯖江市 鯖江市丸山町１－３－１８

10041 その他 shima optics 鯖江市 杉本町35-99

10042 その他 STBT健康開発 鯖江市 幸町2－1－18

10043 その他 STUDIO frutist Arisa 鯖江市 深江町8-2

10044 その他 T.style 鯖江市 杉本町35-94-2

10045 その他 T・works 鯖江市 神明町

10046 その他 ＴＭＲ株式会社 鯖江市 鳥羽３丁目１３番４６号

10047 その他 Tukitote 鯖江市 石田上町21-11-7

10048 その他 アート労務 鯖江市 鯖江市本町3-1-3小谷ビル2階

10049 その他 アイデアルホーム 鯖江市 柳町4丁目11-21

10050 その他 アイデアルホーム　テナントビル 鯖江市 柳町4丁目11-21

10051 その他 アイディッシュ株式会社 鯖江市 鯖江市片山町8-7

10052 その他 アイテック株式会社 鯖江市 神中町２丁目６－８

10053 その他 アイリンクス有限会社 鯖江市 新横江1丁目118番

10054 その他 アクアショップふくい 鯖江市 水落町14-14-1

10055 その他 あさざわ動物病院 鯖江市 神明町4-6-29

10056 その他 アスカドライバーS S 鯖江市 鯖江市石田上町42ー23

10057 その他 アスラボさばえ 鯖江市 小黒町１丁目８－８－１

10058 その他 アトラス　鯖江店 鯖江市 鯖江市小黒町1丁目8-8-1

10059 その他 アパマンショップ鯖江店 鯖江市 日の出町2-1　鯖江駅前ビル1F

10060 その他 アプローズ 鯖江市 本町一丁目3-15

10061 その他 アルテック福井株式会社 鯖江市 石田上町46-7

10062 その他 あるとべんりや 鯖江市 船津町一丁目6-5

10063 その他 イタクラ保険事務所 鯖江市 横江町　２丁目　５－２

10064 その他 いなみ歯科医院 鯖江市 幸町２丁目５－４

10065 その他 ウィズ中央堂　本店 鯖江市 三六町2丁目2-3

10066 その他 ウエルズ株式会社 鯖江市 神中町１丁目５－８

10067 その他 ウラセ株式会社 鯖江市 神中町２－７－４０

10068 その他 うるしギャラリー久右衛門 鯖江市 河和田町16-12

10069 その他 エクネス株式会社 鯖江市 鯖江市上河端町 36-4-3 2階

10070 その他 エステール　鯖江店 鯖江市 下河端町16-16-1　ｱﾙ・ﾌﾟﾗｻﾞ鯖江 1F

10071 その他 エステティック シェアラ鯖江店 鯖江市 下河端町16-16-1

10072 その他 エステティックジュビランMa・Room 鯖江市 尾花町7-4

10073 その他 エストプライム株式会社 鯖江市 田所町3-4-4

10074 その他 エム・ネットワーク株式会社 鯖江市 神中町２丁目６０５番地３２

10075 その他 おおつじ社労士オフィス 鯖江市 糺町１０７－２

10076 その他 おかい呉服店 鯖江市 石田下町１８－３２－２

10077 その他 おそうじ本舗　鯖江神中店 鯖江市 三六町1-14-10　2F

10078 その他 おそうじ本舗越前新町店 鯖江市 丸山町3丁目3-17

10079 その他 おそうじ本舗越前新町店 鯖江市 杉本町17-8-20

10080 その他 おたからや　ワイプラザ鯖江店内 鯖江市 有定町３－１－１ワイプラザ鯖江店内

10081 その他 オフィス　飯星 鯖江市 鯖江市新横江2丁目８－２３

10082 その他 オプティック坂田 鯖江市 小泉町28-1-23

10083 その他 オプトメイク福井 鯖江市 神中町2丁目501-18

10084 その他 おもしろ環境実験隊　事務所 鯖江市 宮前2丁目 15-11-3

10085 その他 オリエント眼鏡株式会社 鯖江市 吉江町101

10086 その他 オリガミ社ホールディングス株式会社 鯖江市 三六町２丁目5-11

10087 その他 カーズラボサバエ 鯖江市 西大井町12-27-3

10088 その他 かえりやま整骨院 鯖江市 本町2-3-3

10089 その他 カネリョウ漆器製造 鯖江市 河和田町26-7-1

10090 その他 カマカズ医院 鯖江市 鯖江市日の出町5-4

10091 その他 カラーアート水上 鯖江市 下新庄町17-13-1

10092 その他 ガレージ　サイトウ 鯖江市 漆原町17-5

10093 その他 きたお歯科 鯖江市 水落町2丁目16-1
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10094 その他 くぼたクリニック 鯖江市 糺町３０－２－１

10095 その他 グラシコ株式会社 鯖江市 石田上町44-29

10096 その他 クラシス株式会社 鯖江市 下河端町1701

10097 その他 クラシス株式会社　CADセンター 鯖江市 鯖江市下河端町1601

10098 その他 グラスガーデン 鯖江市 神中町2-907-1

10099 その他 クリエーションスタジオ 鯖江市 糺町４５－４４

10100 その他 クリ英ター永和株式会社 鯖江市 吉江町11-10

10101 その他 グループホームつつじ 鯖江市 水落町3丁目6-33

10102 その他 ケアハウス鯖江「つつじ苑」 鯖江市 水落町3丁目6-34

10103 その他 ケイ・トレンタ建築設計事務所 鯖江市 宮前１－７－２０

10104 その他 コウノデザイン室 鯖江市 小黒町1丁目13-18

10105 その他 個人事業主 鯖江市 西山町11-5

10106 その他 個人事業主 鯖江市 平井町14-3-22

10107 その他 サービス付き高齢者向け住宅　hanaテラ 鯖江市 三六町２丁目7-5

10108 その他 サイトーバンキン㈱ 鯖江市 柳町4丁目2-25

10109 その他 サイト建設株式会社 鯖江市 鯖江市住吉町2-2-13

10110 その他 サイト建設株式会社　本社 鯖江市 鯖江市住吉町2-2-13

10111 その他 さいん工房 鯖江市 福井県鯖江市糺町１２－４－２

10112 その他 さかい歯科 鯖江市 鯖江市東鯖江１丁目5-21

10113 その他 サバエ・ポリマー 鯖江市 東米岡2丁目3-7

10114 その他 サバエセンイ株式会社 鯖江市 新横江1丁目2-17

10115 その他 サバエリサイクル協同組合 鯖江市 福井県鯖江市三尾野出作町7-6-1

10116 その他 サンアイ技研株式会社 鯖江市 神中町2-3-12

10117 その他 サンエー光学株式会社 鯖江市 神中町1-5-22

10118 その他 サンドーム北動物霊苑 鯖江市 新横江1-816

10119 その他 シーマ代行2 鯖江市 杉本町5-3-23

10120 その他 ジュビランkuu 鯖江市 柳町2丁目10-2 1F

10121 その他 じゅん介護タクシ－ 鯖江市 川去町９－７－５

10122 その他 シンクス株式会社 鯖江市 戸口町第１７号１３番地

10123 その他 スキーム 鯖江市 下河端町67-27

10124 その他 スバルショップ鯖江　冨士自動車株式会 鯖江市 糺町40-47

10125 その他 すまいコネクト株式会社 鯖江市 本町１丁目１－９煙安ビル１階

10126 その他 すまいるケアサポート 鯖江市 住吉町1丁目1-9

10127 その他 スリムサロン笑音 鯖江市 当田町11－７－１１

10128 その他 セイコーオプチカル　株式会社 鯖江市 有定町３丁目6-12

10129 その他 セイブ運輸有限会社　本社営業所 鯖江市 当田町　12-1-1

10130 その他 ゼン•アソシエイツ 鯖江市 糺町21-3-7

10131 その他 タイヨー電子株式会社　石田工場 鯖江市 石田上町16-7

10132 その他 タイヨー電子株式会社　本社 鯖江市 平井町20-3

10133 その他 タナカフォ－サイト株式会社 鯖江市 東鯖江4丁目4-15

10134 その他 つつじの家 鯖江市 水落町3丁目6-22

10135 その他 つつじ小児科・内科クリニック 鯖江市 柳町1-7-14

10136 その他 デイサービス　えくぼ園 鯖江市 鯖江市杉本町15号1番地１

10137 その他 ディスカバレンタカー 鯖江市 中野町18-27

10138 その他 でぐち歯科クリニック 鯖江市 神明町1-502-2

10139 その他 テクノワープ株式会社 本社工場 鯖江市 鯖江市吉谷町５－１３

10140 その他 でんきランドはやし 鯖江市 下野田町３４－１－１０

10141 その他 ドクタームセン株式会社 鯖江市 柳町3丁目4-7

10142 その他 とくはし接骨院 鯖江市 当田町２０-２８-２

10143 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟさばえ店 鯖江市 北野町14-7

10144 その他 とびさかタクシー 鯖江市 小黒町1-3-4

10145 その他 トリガーポイント療法　KAZUKI 鯖江市 水落町1-12-10

10146 その他 とり清　食品加工場 鯖江市 鯖江市鳥羽1丁目10-21 ザ・レジェンド202

10147 その他 トレンドスマイル 鯖江市 吉谷町163

10148 その他 ナチュラル 鯖江市 舟枝町3-118

10149 その他 ナノ・ブレイン本社試験室・事務室 鯖江市 平井町57-5-13

10150 その他 ネッツトヨタ福井株式会社　鯖江店 鯖江市 下河端町５０４

10151 その他 ハードオフ鯖江 鯖江市 下河端13-4-1

10152 その他 ハートフル 鯖江市 鳥羽町1-4-13

10153 その他 ピーハウス 鯖江市 長泉寺町１丁目2-43

10154 その他 ヒカリ運転代行サービス 鯖江市 小黒町１丁目３ー２６

10155 その他 ひかる歯科医院 鯖江市 鳥羽2-2-21-2-1

10156 その他 ひまわり運転代行 鯖江市 鯖江市

10157 その他 ヒロカイロプラクティック院 鯖江市 三六町１－４－１２

10158 その他 ファイブ運転代行 鯖江市 横越町１２－４５

10159 その他 フェイスデジタル株式会社 鯖江市 福井県鯖江市御幸町2丁目404番
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10160 その他 フォーナ138 鯖江市 桜町１丁目３－８

10161 その他 ふくしま歯科医院 鯖江市 下河端町3-6-11

10162 その他 フクダ企画 鯖江市 有定町2丁目3-9

10163 その他 ブックオフ鯖江 鯖江市 下河端13-4-1

10164 その他 フレアスラべリア　鯖江丸山店 鯖江市 丸山町1丁目3-302

10165 その他 プレハウス工業 鯖江市 鯖江市上氏家町１４－１－４

10166 その他 へいりん堂 鯖江市 小泉町２６－６－１３

10167 その他 ヘルパーステーション　穂のか　たんな 鯖江市 中野町73-13

10168 その他 ホームビルダー幸建 鯖江市 漆原町1-1-1

10169 その他 ホームファシリティー 鯖江市 吉江町13-9-12

10170 その他 ほそい矯正歯科クリニック 鯖江市 旭町3丁目6-16

10171 その他 ほほえみ訪問介護センター 鯖江市 桜町２丁目9-32

10172 その他 ほりい接骨院 鯖江市 三六町1-7-15

10173 その他 ホンダカーズ鯖江東 鯖江市 戸口町１７－１０

10174 その他 マークルDSC 鯖江市 熊田町25-45

10175 その他 マイホームデザイン 鯖江市 鳥羽1丁目10-13

10176 その他 マキ精工 鯖江市 新横江2-6-15

10177 その他 ミエダ仮設 鯖江市 福井県鯖江市冬島町17-1-13

10178 その他 ミカミ工業 鯖江市 7-8-22

10179 その他 みずかみ建築 鯖江市 漆原町14-4-2

10180 その他 三橋商店 鯖江市 神明町1丁目5-6

10181 その他 むらた 鯖江市 石田上町43－19

10182 その他 めがね修理再生工房　鈴木眼鏡工業㈱ 鯖江市 東鯖江2丁目817-1

10183 その他 メディカルサロン祥 鯖江市 宮前２丁目2-16-4

10184 その他 もみつぼ5　８号線鯖江店 鯖江市 新横江１丁目８－８１３

10185 その他 ゆう歯科クリニック 鯖江市 水落町２丁目２９０６

10186 その他 ユニックス株式会社 鯖江市 神中町2丁目4-15

10187 その他 ヨコヤマ写真館 鯖江市 旭町1-7-7

10188 その他 ヨシダ工業株式会社 鯖江市 有定町2-11-24

10189 その他 よしむら整骨院 鯖江市 旭町２－３－８

10190 その他 リコシェ 鯖江市 鯖江市糺町25-8-1 ラフィーネ・アン303

10191 その他 リセットルーム　グルービー 鯖江市 三六町2丁目5-17　小林ビル2F

10192 その他 リハビリセンター王山 鯖江市 旭町1-3-22

10193 その他 リンカーン　ファーム 鯖江市 つつじヶ丘町15-10

10194 その他 レイナ 鯖江市 下河端町16-16-1　アルプラザ鯖江1F

10195 その他 レッツ・アイかわもと 鯖江市 宮前2-327-2

10196 その他 ワタナベオフィス 鯖江市 神中町3-7-3

10197 その他 わたなべ整骨院 鯖江市 横江町1丁目7-24

10198 その他 安田保険サービス株式会社 鯖江市 水落町1-5-35

10199 その他 医療法人　ポプラ歯科医院 鯖江市 柳町１－１０－１０

10200 その他 医療法人　齋藤歯科医院 鯖江市 神中町 2-4-27

10201 その他 医療法人柳沢医院 鯖江市 三六町1丁目2-50

10202 その他 運転代行ネオセブン 鯖江市 西袋町230

10203 その他 益茂証券株式会社　鯖江支店 鯖江市 日の出町2-1

10204 その他 越前観光株式会社　鯖江本部 鯖江市 平井町16-3-2

10205 その他 岡野コンクリート株式会社 鯖江市 神明町3丁目3-5

10206 その他 乙部工芸 鯖江市 別司町４２－１０－２

10207 その他 河野税理士事務所 鯖江市 鯖江市住吉町1丁目10-17

10208 その他 河和田郵便局 鯖江市 河和田町２０－４－１

10209 その他 会社アネスティ・コーポレーション 鯖江市 川去町7-8-4

10210 その他 快活CLUB鯖江店 鯖江市 五郎丸町312

10211 その他 角谷龍史公認会計士事務所 鯖江市 日の出町6-25

10212 その他 笠島自動車商会 鯖江市 水落町１丁目４―23

10213 その他 株式会社　A-take 鯖江市 下河端1301

10214 その他 株式会社　A-take 鯖江市 下河端1308

10215 その他 株式会社　MC works 鯖江市 大倉町17-2-3

10216 その他 株式会社　TM　　ほけんの窓口　鯖江 鯖江市 北野町　1-8-6-1

10217 その他 株式会社　インフェルドオプチカ 鯖江市 神中町2-6-3

10218 その他 株式会社　エクセル眼鏡 鯖江市 神中町2丁目320-3

10219 その他 株式会社　オリエンタルモード 鯖江市 西袋町708番地

10220 その他 株式会社　カーセンターしみず 鯖江市 桜町2丁目9-22

10221 その他 株式会社　カワモリ 鯖江市 河和田町2-30-2

10222 その他 株式会社 コレクト 鯖江市 深江町９番１０号

10223 その他 株式会社　ササマタ 鯖江市 中野町49-7

10224 その他 株式会社　セーケン 鯖江市 上氏家町26-4-2

10225 その他 株式会社 トーキン 鯖江市 神中町2丁目5-27-1
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10226 その他 株式会社　ニッセイ 鯖江市 田所町108-2

10227 その他 株式会社　プラス設計開発 鯖江市 平井町1-8-8

10228 その他 株式会社　マネジメント東信 鯖江市 有定町1丁目6-29

10229 その他 株式会社 わどう 鯖江市 日の出町7-42

10230 その他 株式会社　井波木材 鯖江市 川島町36-110

10231 その他 株式会社　一鐡 鯖江市 福井県鯖江市鳥井町12-3-4

10232 その他 株式会社　五十嵐造林 鯖江市 糺町39-37-8

10233 その他 株式会社　伍代工務店 鯖江市 下野田町25-7-2

10234 その他 株式会社　晃 和 建 設 鯖江市 三六町２丁目３番２４－３号

10235 その他 株式会社　鯖江営繕 鯖江市 鯖江市別所町14号30番地

10236 その他 株式会社　青山光学 鯖江市 丸山町3丁目6-16

10237 その他 株式会社　曽明漆器店 鯖江市 西袋町67-13-3

10238 その他 株式会社　大越プラレンズ　事務所 鯖江市 35号93番地

10239 その他 株式会社　田中化成 鯖江市 西袋町39-7-1

10240 その他 株式会社　田中教作商店 鯖江市 神中町2丁目9-5

10241 その他 株式会社　東信自動車 鯖江市 有定1丁目6-29

10242 その他 株式会社　福井プラン 鯖江市 住吉町1丁目2-20

10243 その他 株式会社　福井熱処理 鯖江市 杉本町38-5

10244 その他 株式会社　本間金型製作所 鯖江市 下河端町８２０

10245 その他 株式会社　木村土木企画 鯖江市 二丁掛5-5-25

10246 その他 株式会社　髙晋　本店営業所 鯖江市 水落町5-20-1

10247 その他 株式会社A-take 鯖江市 下河橋1301

10248 その他 株式会社BLESS 本社 鯖江市 北野町12-13　スイート北野1F

10249 その他 株式会社casa 鯖江市 鯖江市当田町10-2-1

10250 その他 株式会社CFCデザイン 鯖江市 福井県鯖江市舟津町1-4-11

10251 その他 株式会社Ｋ・Ｆ・Ｆ 鯖江市 神明町3丁目5

10252 その他 株式会社ＫＧＳ 鯖江市 御幸町2-4-17

10253 その他 株式会社ＫｉＫｉ鯖江店 鯖江市 川去町7-2-7

10254 その他 株式会社PALACE FRONT 鯖江市 住吉町1-12-15

10255 その他 株式会社Rainbow Bridge 鯖江市 下新庄町53-26

10256 その他 株式会社ＴＡＮＡＢＥ 鯖江市 鳥羽町１１０－１１

10257 その他 株式会社UPLAN 鯖江市 西袋町541番地

10258 その他 株式会社アートテクノロジー 鯖江市 上河端町６－１－３３

10259 その他 株式会社アートファイネックス 鯖江本社 鯖江市 福井県鯖江市上河端町第6号1番地33

10260 その他 株式会社アートホールディングス 鯖江市 上河端町6-1-33

10261 その他 株式会社アイゼン　本社 鯖江市 上鯖江1丁目10-12

10262 その他 株式会社アイビス高島　第二工場 鯖江市 石田下町11-8

10263 その他 株式会社アイビス高島　本社工場 鯖江市 石田下町36-3-5

10264 その他 株式会社アサヒオプティカル 鯖江市 下河端町47-26

10265 その他 株式会社ヴィンネットワーク 鯖江市 北野町１丁目１３－２

10266 その他 株式会社エイビーシーツーリスト　本店 鯖江市 日の出町2-1

10267 その他 株式会社エムケー機工 鯖江市 小黒町1丁目15-3

10268 その他 株式会社オーエムエンジニアリング 鯖江市 水落町1-14-21

10269 その他 株式会社オートショップ福井　丹南配送 鯖江市 鯖江市住吉3丁目1-24

10270 その他 株式会社ガード 鯖江市 平井町５－６－３

10271 その他 株式会社カナダニ 鯖江市 河和田町22-14-1

10272 その他 株式会社カナダニ 鯖江市 福井県鯖江市東鯖江１丁目５ ５１８ １

10273 その他 株式会社キミコン本社 鯖江市 小泉町２６－６－４

10274 その他 株式会社キャンパック 鯖江市 糺町２３－１－９

10275 その他 株式会社クリエイトスリー 鯖江市 三六町１－１－４０

10276 その他 株式会社ケミックスエンジニアリング 鯖江市 東鯖江4丁目7-10

10277 その他 株式会社コード 鯖江市 福井県 鯖江市 冬島町１７－１－２１

10278 その他 株式会社ここいーよ 鯖江市 つつじケ丘町６－１

10279 その他 株式会社コンベックス 鯖江市 丸山町3丁目4-23

10280 その他 株式会社サカエマーク 鯖江市 丸山町4-1-45

10281 その他 株式会社サントラベル 鯖江市 有定町１丁目１０番８号

10282 その他 株式会社サンフレッシュ 鯖江市 中野町109－24

10283 その他 株式会社サンルックス 鯖江市 丸山町3-5-25

10284 その他 株式会社シー・アンド・エム 鯖江市 福井県鯖江市御幸町1丁目301-19

10285 その他 株式会社ジェイバックス 鯖江市 吉江町１２－３５－２

10286 その他 株式会社ジゴスペック 鯖江市 神明町2-2-18

10287 その他 株式会社シマノ 鯖江市 神中町

10288 その他 株式会社ゼロコーポレーション 鯖江市 平井町42-2

10289 その他 株式会社ディーエム 鯖江市 つつじヶ丘町4-2

10290 その他 株式会社ドリームクリエイト 鯖江市 東鯖江２丁目９－１６

10291 その他 株式会社パワーユニオン 鯖江市 神中町2丁目911
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10292 その他 株式会社ビービーシー 鯖江市 吉谷町１５－１１２

10293 その他 株式会社ヒライケ 鯖江市 北野町2丁目905番地

10294 その他 株式会社フクオカラシ 鯖江市 柳町４丁目４－４

10295 その他 株式会社ふくしま 鯖江市 神中町２丁目６-45

10296 その他 株式会社フクシン 鯖江市 糺町29-13-2

10297 その他 株式会社プロダクト・マイスター 鯖江市 糺町２１－１

10298 その他 株式会社ホプニック研究所 鯖江市 下野田町27-46

10299 その他 株式会社マツダプラスチック 鯖江市 当田町9-1

10300 その他 株式会社マルサンアイ 鯖江市 神中町２－８－６４

10301 その他 株式会社ミドリ防災 鯖江市 吉江町717

10302 その他 株式会社ユウシ 鯖江市 中野町46-47-1

10303 その他 株式会社リリーフ 鯖江市 有定町2丁目2-22

10304 その他 株式会社ルワン 鯖江市 丸山町2丁目3ー6

10305 その他 株式会社ワカヤマ 鯖江市 石田下町43-6-1

10306 その他 株式会社安藤建設 鯖江市 上戸口町71-14

10307 その他 株式会社栄新 鯖江市 丸山町4-7-4

10308 その他 株式会社奥田精工 鯖江市 漆原町２１－５

10309 その他 株式会社加藤工芸 鯖江市 下河端町97-134

10310 その他 株式会社角谷会計 鯖江市 日の出町６－２５

10311 その他 株式会社丸栄建築設計事務所 鯖江市 西山町204

10312 その他 株式会社丸山久右衛門商店 鯖江市 河和田町21-4

10313 その他 株式会社岩佐 鯖江市 水落町44-48

10314 その他 株式会社宮本測量建設 鯖江市 上鯖江2丁目7-20

10315 その他 株式会社窪田プラスチック 鯖江市 横江町1丁目5-13

10316 その他 株式会社鯖江工業所　生産センター 鯖江市 下河端町710番

10317 その他 株式会社鯖江工業所　本社 鯖江市 下野田町26-1-1

10318 その他 株式会社三維 鯖江市 神中町1－6－9

10319 その他 株式会社三工光学 鯖江市 北野町2丁目13－12

10320 その他 株式会社山翔工業 鯖江市 松成町3-76-3

10321 その他 株式会社星和ケミカル　鯖江倉庫 鯖江市 冬島町13-12-1

10322 その他 株式会社清水組 鯖江市 鳥羽町２２－５２

10323 その他 株式会社石本石材　お墓の展示館 鯖江市 定次町23-3

10324 その他 株式会社沢田佐治兵衛漆器店 鯖江市 河和田町17-8-1

10325 その他 株式会社竹内ビロード工業 鯖江市 川島町２９－４３

10326 その他 株式会社竹内機料商店 鯖江市 三六町1丁目6-13

10327 その他 株式会社藤本鉄工所 鯖江市 大倉町19－1－1

10328 その他 株式会社特機サービス 鯖江市 柳町3-3-10

10329 その他 株式会社日世 鯖江市 上鯖江1-10-12

10330 その他 株式会社白崎コーポレーション 鯖江市 石生谷町11-23

10331 その他 株式会社美装ジャパン 鯖江市 平井町42-2-16

10332 その他 株式会社浜野メッキ 鯖江市 鯖江市神中町2-6-27

10333 その他 株式会社富士屋　本社事務所 鯖江市 御幸町1丁目2-21

10334 その他 株式会社冨士土建 鯖江市 水落町第14号７番地

10335 その他 株式会社福井銀行 ふくぎんプラザ鯖江 鯖江市 下河端町１６字下町１６番１　アル・プラザ鯖江２階

10336 その他 株式会社福井銀行 河和田支店 鯖江市 西袋町３９号１番地の３

10337 その他 株式会社福井銀行 鯖江支店 鯖江市 旭町３丁目６番４号

10338 その他 株式会社福井銀行 住吉支店 鯖江市 住吉町１丁目１１番１５

10339 その他 株式会社福井銀行 神明支店 鯖江市 三六町２丁目４０３番１号

10340 その他 株式会社福井銀行 東鯖江支店 鯖江市 東鯖江２丁目７番２３号

10341 その他 株式会社福岡 鯖江市 定次町27-1-2

10342 その他 株式会社福岡組 鯖江市 下新庄町58-1-2

10343 その他 株式会社福邦銀行 鯖江支店 鯖江市 新横江1丁目6番16号

10344 その他 株式会社福邦銀行 神明支店 鯖江市 三六町1丁目5番16号

10345 その他 株式会社北成 鯖江市 石田下町37-11-2

10346 その他 株式会社北陸ＳＴＤ 鯖江市 五郎丸町24-19ＴＨＣビル2階南

10347 その他 株式会社北陸STD　川去工場 鯖江市 川去町7-4-5

10348 その他 株式会社北陸銀行　鯖江支店 鯖江市 本町4-8-23

10349 その他 株式会社北陸銀行　神明支店 鯖江市 三六町2-5-12

10350 その他 株式会社牧野会計労務コンサルタント 鯖江市 川去町39-43-1

10351 その他 ㈱ニシザワハウジング 鯖江市 上河端町41-13-5

10352 その他 ㈱吉田眼鏡 鯖江市 神中町2丁目4番10号

10353 その他 ㈱佐々木モーター 鯖江市 神明町３丁目１０－１４

10354 その他 ㈱佐々木モーター　販売センター 鯖江市 丸山町２丁目５－１５

10355 その他 ㈱北陸フードシステムズ　本社事務所 鯖江市 水落町2丁目30-23

10356 その他 丸金繊維株式会社 鯖江市 石田上町24-23

10357 その他 喜水電気 鯖江市 船枝町8-4
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10358 その他 祈りの館　橋本佛壇 鯖江市 下野田町22-7-4

10359 その他 吉江郵便局 鯖江市 吉江町１－１６

10360 その他 吉川郵便局 鯖江市 田村町１－６－１

10361 その他 吉村畳店 鯖江市 幸町1丁目１－１２

10362 その他 久保プラスチック 鯖江市 西袋町２３０

10363 その他 玉村眼鏡製作所 鯖江市 幸町1-4-22

10364 その他 粂治郎 鯖江市 片山町1-9

10365 その他 芸人　高橋昌宏 鯖江市 柳町4丁目6-37

10366 その他 月読 鯖江市 糺町44-29-2

10367 その他 原野機工 鯖江市 柳町1丁目９－１

10368 その他 個人事業主 鯖江市

10369 その他 個人事業主 鯖江市 上河端町

10370 その他 個人事業主 鯖江市 杉本町31-38

10371 その他 個人事業主 鯖江市 つつじヶ丘町19-2

10372 その他 個人事業主 鯖江市 石田上町2-14-10

10373 その他 個人事業主 鯖江市 つつじヶ丘町

10374 その他 個人事業主 鯖江市 水落町１丁目14-23

10375 その他 個人事業主 鯖江市 鯖江市水落町1-6-23

10376 その他 古代匠　　畠中 鯖江市 河和田町12-43-1

10377 その他 功勢機設株式会社 鯖江市 杉本町32-107-5

10378 その他 工房＆ギャラリー　もりのすみか 鯖江市 丸山町３丁目２－５－４

10379 その他 高間土地開発株式会社 鯖江市 糺町２５－１２－２

10380 その他 高橋　ニット 鯖江市 鳥羽1丁目341

10381 その他 高橋フォートスタジオ 鯖江市 水落町4丁目6-3

10382 その他 高島質店 鯖江市 水落町3丁目10-25

10383 その他 合資会社高田製作所 鯖江市 田村町1-13

10384 その他 合同会社　ＡＪＭ 鯖江市 柳町1丁目10-12　第三窪田ビル１Ｆ

10385 その他 合同会社ＳＡＣＨＩ 鯖江市 丸山町１丁目3-11

10386 その他 合同会社SunFlower 鯖江市 水落町2-2906ゆう歯科クリニック内

10387 その他 合同会社Ｔａo 鯖江市 舟枝町3-118

10388 その他 合同会社ジャパンインペックス 鯖江市 吉江町717

10389 その他 豪企画 鯖江市 小泉町29-1-6

10390 その他 左近経営事務所 鯖江市 神中町３丁目２－１

10391 その他 坂下誠一税理士事務所 鯖江市 深江町4-18

10392 その他 鯖江タクシー株式会社 鯖江市 本町１丁目2-10

10393 その他 鯖江旭町郵便局 鯖江市 旭町１－６－１３

10394 その他 鯖江環境整備事業協同組合 鯖江市 西山町11-7

10395 その他 鯖江環境整備事業協同組合 鯖江市 鯖江市西山町11-7

10396 その他 鯖江交通株式会社 鯖江市 田村町3-4

10397 その他 鯖江高速レンタカー有限会社 鯖江市 田村町5-52

10398 その他 鯖江高速観光（株） 鯖江市 上野田町4-1-1

10399 その他 鯖江高速観光株式会社　本社 鯖江市 上野田町4-1-1

10400 その他 鯖江桜郵便局 鯖江市 桜町２－９０５

10401 その他 鯖江商工会議所 鯖江市 本町3丁目2-12

10402 その他 鯖江精機株式会社　熊田工場 鯖江市 熊田町５－１

10403 その他 鯖江西部ふれあいセンター 鯖江市 大倉町21-1

10404 その他 鯖江鳥羽町郵便局 鯖江市 鳥羽３－２－１

10405 その他 鯖江東部ふれあいセンター 鯖江市 中野町73-13

10406 その他 鯖江郵便局 鯖江市 水落町１－２－２８

10407 その他 鯖精マシンサービス株式会社 鯖江市 石田上町5-3-1

10408 その他 三崎デンタル・ラボラトリー 鯖江市 住吉町３丁目14-20

10409 その他 山口商店株式会社 鯖江市 幸町2丁目1-5

10410 その他 山清工業株式会社 鯖江市 鯖江市中野町第257号8番地２

10411 その他 山谷オフィス 鯖江市 水落町8-24-1

10412 その他 山壁産業㈱事務所 鯖江市 神中町2丁目501-15

10413 その他 山本医療器械店 鯖江市 水落町２－６－２０

10414 その他 山本運輸株式会社 鯖江市 鯖江市御幸町２丁目404

10415 その他 山本運輸株式会社　鳥羽物流センター 鯖江市 鳥羽町43-15-1

10416 その他 自家用自動車協会　鯖丹支部 鯖江市 鯖江市水落町１丁目１－１３

10417 その他 自宅 鯖江市 住吉町

10418 その他 七宝加工　レイズ 鯖江市 丸山町

10419 その他 漆工房仁右エ門 鯖江市 北中町２４－９－１

10420 その他 若山行政書士事務所 鯖江市 新横江1-5-29

10421 その他 手賀精工株式会社 鯖江市 有定町1-6-14

10422 その他 酒伊編織株式会社 鯖江市 桜町2丁目1-5

10423 その他 酒井ニット 鯖江市 中野町109－25
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10424 その他 酒井ロー付 鯖江市 川島町31-49

10425 その他 酒井化学工業株式会社 鯖江市 川去町３２字２－１

10426 その他 酒井商店 鯖江市 鯖江市川島町26ー110

10427 その他 住宅工房　平池 鯖江市 中野町20-121

10428 その他 春日堂整復院 鯖江市 吉谷町16-32

10429 その他 純福音鯖江教会 鯖江市 御幸町3丁目5-14-2

10430 その他 小原流 ikebana salon 鯖江市 小黒町1丁目3-52-1

10431 その他 庄栄堂美術 鯖江市 長泉寺町1丁目3-9

10432 その他 松原蝶製作有限会社 鯖江市 北野町1丁目1-20

10433 その他 松田研磨 鯖江市 莇生田町25-1

10434 その他 上本レース株式会社本社工場 鯖江市 東清水町

10435 その他 食協同組合 鯖江市 水落町14-14-1

10436 その他 新横江簡易郵便局 鯖江市 鯖江市定次町2-24

10437 その他 森歯科医院 鯖江市 水落町１丁目５－３２－１

10438 その他 神明郵便局 鯖江市 神明町１－２－１７

10439 その他 杉本工業株式会社 鯖江市 福井県鯖江市中野町249-2-18

10440 その他 菅谷製作所 鯖江市 丸山町2丁目3－10

10441 その他 是則北陸運輸株式会社 鯖江営業所 鯖江市 鳥羽町43-6-1

10442 その他 西部染色株式会社 鯖江市 下野田町３４－１２

10443 その他 青山眼鏡株式会社 鯖江市 神中町2-3-30

10444 その他 斉藤司法書士事務所 鯖江市 本町1丁目3-26 キミズ本町ビル1F

10445 その他 税理士法人川中経営 鯖江市 本町４丁目１０の７

10446 その他 石本眼鏡有限会社 鯖江市 下新庄町４８－３７

10447 その他 赤尾研磨 鯖江市 二丁掛町32-19

10448 その他 川口小児科医院 鯖江市 桜町2丁目8-22

10449 その他 川畑歯科医院 鯖江市 本町１－１－１２

10450 その他 曽我整体院 鯖江市 東清水町7-12-4

10451 その他 相互タクシー 鯖江市 桜町３丁目１－１

10452 その他 相互ビニール化成株式会社 鯖江市 平井町61-5

10453 その他 太陽商会 鯖江市 小黒町１丁目１１－１５

10454 その他 大音師漆器店 鯖江市 莇生田町１５－１－１

10455 その他 大成精工株式会社 鯖江市 石田上町第12号1番地の3

10456 その他 大東産業 鯖江市 神明町３丁目７－４１

10457 その他 第一生命保険株式会社　福井支社　鯖江 鯖江市 小黒町2-1-21

10458 その他 第一生命保険株式会社　福井支社　武生 鯖江市 下司町2-4　メゾンドールイズモヤ2F

10459 その他 滝川設備 鯖江市 鳥羽3-2-15

10460 その他 瀧ヶ花運送株式会社 事務所 鯖江市 下野田町7-4

10461 その他 脱毛サロン　エピノン鯖江店 鯖江市 鯖江市小黒１丁目8-8-1

10462 その他 丹羽眼鏡工業株式会社 鯖江市 沢町21-4-1

10463 その他 丹南ケーブルテレビ　さばえスタジオ 鯖江市 本町2-2-16

10464 その他 丹南サプライセンター 鯖江市 糺町39-61-1

10465 その他 丹南高等学校 鯖江市 熊田町10-7

10466 その他 竹内オフィス 鯖江市 落井町52-10-1

10467 その他 竹内サイクル 鯖江市 三六町2-5-15

10468 その他 竹内光学工業株式会社 鯖江市 杉本町35-150-1

10469 その他 中河郵便局 鯖江市 中野町６－１３

10470 その他 長谷川建設（株） 鯖江市 石田上町18-26

10471 その他 鳥羽中レディース整骨院 鯖江市 神明町5-4-57

10472 その他 津田クリニック 鯖江市 平井町43-1-3

10473 その他 田中建設株式会社　事務所 鯖江市 舟枝町4号102番地

10474 その他 田中漆工 鯖江市 鯖江市西袋町

10475 その他 田中信之建築設計 鯖江市 神明町３ー２ー26

10476 その他 田中段ボール工業株式会社 鯖江市 宮前二丁目3-42

10477 その他 田中忠織物株式会社 鯖江市 神中町2丁目9－41

10478 その他 渡辺産業株式会社 鯖江市 神明町2丁目1-14

10479 その他 土田接骨院 鯖江市 下野田町２６－１９－３

10480 その他 東方堂鍼灸治療院 鯖江市 水落町２－１４－１４

10481 その他 東陽コーポレーション 鯖江市 戸口町19-1-2

10482 その他 東陽歯科クリニック 鯖江市 鯖江市　中野町　12～11

10483 その他 筒井建築板金 鯖江市 落井町26-26

10484 その他 藤田光学株式会社 鯖江市 神中町1-5-22

10485 その他 内田漆器店 鯖江市 別司町48-22

10486 その他 日光商事 鯖江市 東米岡2丁目1の8の2

10487 その他 日本旅行ワールド鯖江店 鯖江市 有定町3-1-1

10488 その他 売ッチャリ買ッチャリ ハイブリッド専門 鯖江市 水落町2-3011

10489 その他 八田経編株式会社 鯖江市 中野町115-10
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10490 その他 八福 鯖江市 上河端町68-2-25

10491 その他 飛坂漆器　株式会社 鯖江市 河和田町28-4

10492 その他 美容カイロエステサロンLyric 鯖江市 東鯖江2-4-4

10493 その他 富士書店 鯖江市 本町1-1-20

10494 その他 冨士経編株式会社 鯖江市 上河端町５－１－６

10495 その他 冨本オフィス 鯖江市 柳町１丁目８－１６－１

10496 その他 冨本内装 鯖江市 柳町1-8-16-1

10497 その他 福井ランゲージアカデミー鯖江 鯖江市 神中町１－５－２２

10498 その他 福井教育図書株式会社 鯖江市 水落町４－８－１６

10499 その他 福井県農業共済組合　本所 鯖江市 横越町18-41-1

10500 その他 福井県民生活協同組合　丹南支所 鯖江市 中野町32字56番地1

10501 その他 福井県立鯖江青年の家 鯖江市 上野田町19-1

10502 その他 福井信用金庫 河和田支店 鯖江市 片山町７－５－１

10503 その他 福井信用金庫 吉川支店 鯖江市 田村町上町田５－３

10504 その他 福井信用金庫 鯖江営業部 鯖江市 横江町２丁目１－７

10505 その他 福井信用金庫 鯖江本町支店 鯖江市 本町３丁目２－４４

10506 その他 福井信用金庫 神中支店 鯖江市 神中町２丁目３－３９

10507 その他 福井信用金庫 神明支店 鯖江市 三六町２丁目３－３

10508 その他 福井信用金庫 北野支店 鯖江市 北野町１丁目４－１７

10509 その他 福井新聞　鯖江東販売店 鯖江市 莇生田町13-19

10510 その他 福田歯科 鯖江市 本町4-2-5

10511 その他 福田土木株式会社 鯖江市 吉谷町45-123

10512 その他 片上郵便局 鯖江市 吉谷町１０２－４－１

10513 その他 補陀落山　十王寺 鯖江市 下新庄町８５－２８－２

10514 その他 峰田土建株式会社 鯖江市 御幸町４丁目６番１７号

10515 その他 放課後等デイサービス　ハナテラス 鯖江市 三六町２丁目7-5

10516 その他 豊酒造株式会社 鯖江市 下野田町38-70

10517 その他 豊郵便局 鯖江市 下野田町３１－４９

10518 その他 北荘仏壇店 鯖江市 深江町１０－４

10519 その他 北中山郵便局 鯖江市 落井町３９－２１－１

10520 その他 北陸技術サービス株式会社 鯖江市 二丁掛町14-3-1

10521 その他 北陸綜合保険 鯖江市 鳥羽2丁目1-14

10522 その他 北陸電機株式会社 鯖江市 水落町7-22-2

10523 その他 牧野 鯖江市 石田上町43-19

10524 その他 堀川漆器 鯖江市 川島町66-10-1

10525 その他 堀野シーリング 鯖江市 水落町1丁目7-16

10526 その他 末本ビニール工芸 鯖江市 水落町4－5－16

10527 その他 無限運転代行 鯖江市 糺町15-2-13

10528 その他 明治牛乳　北鯖江販売所 鯖江市 米岡町112

10529 その他 明治牛乳北鯖江販売所 鯖江市 米岡町

10530 その他 明石釣具店 鯖江市 長泉寺町1丁目3-9

10531 その他 木下工業（株） 鯖江市 四方谷町5-15

10532 その他 柳町竹内歯科 鯖江市 柳町4丁目8-24

10533 その他 有限会社　アイビ 事業所 鯖江市 西番町6-44

10534 その他 有限会社　みらい 鯖江市 上河端町39-98-1

10535 その他 有限会社　ヤマケン自工 鯖江市 下新庄町27-5

10536 その他 有限会社　リ・フレッシュ　本社 鯖江市 長泉寺町２丁目３－６

10537 その他 有限会社　介護サポート翼 鯖江市 新横江2丁目2-14

10538 その他 有限会社　共栄 鯖江市 鯖江市下氏家町22-2-1

10539 その他 有限会社　高田建築事務所 鯖江市 本町4丁目1-5

10540 その他 有限会社　昭和自動車 鯖江市 片山町9-1

10541 その他 有限会社　新菱 鯖江市 下野田町30-19-3

10542 その他 有限会社　土田保険事務所 鯖江市 深江町5-15

10543 その他 有限会社　梅田工務店 鯖江市 四方谷町15-115-1

10544 その他 有限会社　不動建設 鯖江市 糺町44－28

10545 その他 有限会社　末広 鯖江市 水落町2丁目27-27

10546 その他 有限会社アーム・イワイ 鯖江市 別司町50-2

10547 その他 有限会社イー・プラス 鯖江市 つつじヶ丘町10番4号

10548 その他 有限会社ウチダ工業所 鯖江市 下新庄町63-33

10549 その他 有限会社カトーモータース 鯖江市 小黒町１丁目１０－１３

10550 その他 有限会社グレイス 鯖江市 日の出町5-8

10551 その他 有限会社サバエ防災 鯖江市 西山町12-4

10552 その他 有限会社テクノスター 鯖江市 川島町30-25

10553 その他 有限会社ファイン 鯖江市 下河端町517

10554 その他 有限会社マーベル 鯖江市 水落町1丁目1703番

10555 その他 有限会社ミヤシタオプトメーク 鯖江市 柳町２丁目８－２４
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10556 その他 有限会社ユーアイメガネ 鯖江市 別司町31-22

10557 その他 有限会社三都テック 鯖江市 鯖江市神中町2-5-16

10558 その他 有限会社沼田工業 鯖江市 当田13-3-7

10559 その他 有限会社虹の家 鯖江市 水落町2丁目12-20

10560 その他 有限会社北陸ベンディング 鯖江市 舟枝町5-13-4

10561 その他 粒﨑幸夫税理士事務所 鯖江市 丸山町１丁目3-11

10562 その他 林眼鏡 鯖江市 四方谷町４－２９－４

10563 その他 （医）横垣クリニック あわら市 横垣18-11

10564 その他 （株）サカイエステック　あわら営業所 あわら市 井江葭29-156

10565 その他 (有)高橋タクシー あわら市 二面41-25-2

10566 その他 （有）三善機械 あわら市 下金屋17-3-1

10567 その他 AKI急送 あわら市 宮前6-4-2

10568 その他 bliss あわら市 東山35-10

10569 その他 FIVE5 あわら市 あわら市大溝1丁目12-21

10570 その他 ＨＫシステム あわら市 市姫３丁目１９－１６

10571 その他 INDI あわら市 横垣41-40

10572 その他 ＪＡ福井県　あわらLPG住設センター あわら市 中浜4-9

10573 その他 ＪＡ福井県　あわらフルーツセンター あわら市 牛山25-55

10574 その他 ＪＡ福井県　あわら総合物流センター あわら市 山室33-88

10575 その他 ＪＡ福井県　あわら農機センター あわら市 国影15-1

10576 その他 ＪＡ福井県　芦原支店 あわら市 国影15-40-1

10577 その他 ＪＡ福井県　金津支店 あわら市 自由ケ丘一丁目1-5

10578 その他 ＪＡ福井県　坂井園芸センター あわら市 牛山25-55

10579 その他 ＪＡ福井県　波松支店 あわら市 波松69-26

10580 その他 JPライン株式会社 あわら市 大溝2-6-15

10581 その他 JPライン株式会社 あわら市 二面46-19-1

10582 その他 Ｊネットレンタカー　あわら湯のまち駅 あわら市 温泉3丁目502-8

10583 その他 Office Mizukami あわら市 花乃杜1-5-16

10584 その他 PARAFUSE.FUKUI.CHIHO あわら市 芦鶴168はやぶさ103

10585 その他 PRIME あわら市 下金屋30-65-8

10586 その他 YAOタクシー あわら市 河間2-8-9

10587 その他 あわら温泉芦湯 あわら市 温泉１－２０３

10588 その他 あわら観光　株式会社 あわら市 市姫5丁目17-20

10589 その他 あわら交通(有) あわら市 布目3-37

10590 その他 あわら交通(有)レンタカー部 あわら市 布目3-37

10591 その他 あわら市商工会芦原支所 あわら市 二面２丁目７０１

10592 その他 あわら市商工会本所 あわら市 市姫１丁目９－２１

10593 その他 あわら湯のまち広場内伝統芸能館 あわら市 温泉１－２０３

10594 その他 あわら複合ケアサービス あわら市 あわら市二面2丁目302

10595 その他 エージング株式会社 あわら市 矢地20-5-2

10596 その他 エスストア あわら市 中浜32-2

10597 その他 エムケープラン あわら市 青ノ木38-19

10598 その他 エル・ユニオン京都　福井営業所 あわら市 花乃杜1-28-23

10599 その他 おがわ接骨院 あわら市 市姫2丁目16-26

10600 その他 オフィス　ＮＡＫＡＨＡＲＡ あわら市 二面15-20-19 2号棟

10601 その他 オフィス　NISHINO あわら市 自由ケ丘2-2-7

10602 その他 かつら歯科クリニック あわら市 大溝1ー5ー10

10603 その他 ギフト和久 あわら市 花乃杜4丁目1-3

10604 その他 クスリのキューピー あわら市 二面34-35-1

10605 その他 クリーンねっと金津 あわら市 矢地9-5-1

10606 その他 グループホーム とものいえ あわら市 あわら市二面2丁目302

10607 その他 ケアハイツ芦原　居宅介護支援事業所 あわら市 横垣18-11

10608 その他 ケアハイツ芦原　特定施設入居者生活介 あわら市 横垣18-11

10609 その他 ケアハイツ芦原　訪問介護事業所 あわら市 横垣18-11

10610 その他 ケアハウス　ニコニコ村 あわら市 あわら市井江葭50‐16

10611 その他 ケンゾーサービス山崎健造 あわら市 あわら市西温泉2-505

10612 その他 こなかや食品 あわら市 自由が丘1-7-7

10613 その他 さかの歯科クリニック あわら市 大溝2-34-7

10614 その他 サロンド エル あわら市 温泉5-716

10615 その他 ジャパンルーフ株式会社 あわら市 上番33-6

10616 その他 シャルレ あわら市 河間13-2

10617 その他 ショートステイみんなの家 あわら市 福井県あわら市大溝3-4-32

10618 その他 セレモニープラザあわら あわら市 権世43-7-5

10619 その他 タイヨー電子株式会社　あわら事業所 あわら市 伊井5

10620 その他 デイサービスみんなの家 あわら市 福井県あわら市春宮2-29-17

10621 その他 デイサービスみんなの家、みんなの家大 あわら市 大溝3-4-32、春宮2-19-17
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10622 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ金津店 あわら市 大溝3-5-5

10623 その他 ナオ建設株式会社 あわら市 大溝2丁目13-3

10624 その他 ながた接骨院 あわら市 下番23-2-14

10625 その他 なるざ Step あわら市 あわら市二面2丁目211

10626 その他 バッグの山義 あわら市 市姫5丁目1-31

10627 その他 ピース代行 あわら市 花乃杜1-27-1-507

10628 その他 ビギンリゾートギャラリー あわら市 市姫4-6-50

10629 その他 ひまわりタクシー あわら市 二面61-3-3

10630 その他 フェニックス代行 あわら市 田中々31-25-1

10631 その他 ブレーンズパック株式会社 あわら市 市姫四丁目6-44

10632 その他 ボードセンター森建材 あわら市 春宮2-7-36

10633 その他 ほり運転代行 あわら市 山十楽7-10

10634 その他 みんなの家 大溝 あわら市 福井県あわら市大溝3-4-32

10635 その他 ヤギカンバン株式会社 あわら市 花乃杜2-16-15

10636 その他 ゆのまち整骨院 あわら市 二面44-20-14

10637 その他 ヨシカワ写真館 あわら市 春宮1-9-35

10638 その他 リハビリスタジオなるざの森 あわら市 あわら市二面2丁目301

10639 その他 レンゴーロジスティクス(株)　金津営業 あわら市 自由が丘1-8-10

10640 その他 旭観光バス株式会社 あわら市 高塚12-5

10641 その他 芦原メロン苑 あわら市 あわら市井江葭50‐18

10642 その他 芦原運輸株式会社本社・従業員休憩所 あわら市 下番34-6-2

10643 その他 芦原温泉観光案内社 あわら市 温泉1-402

10644 その他 芦原温泉旅館協同組合 あわら市 あわら市舟津48-19-1

10645 その他 芦原湯の町観光旅館案内所（有） あわら市 温泉1-402

10646 その他 芦原郵便局 あわら市 二面４－５０２

10647 その他 芦原旅行観光 あわら市 熊坂129－11－2

10648 その他 伊井簡易郵便局 あわら市 伊井15-4-1

10649 その他 伊井工場 あわら市 伊井１５－１－１

10650 その他 伊藤嘉規税理士事務所 あわら市 花乃杜１丁目２３ー１

10651 その他 医療法人 千壽会 あわら市 花乃杜1丁目2-39

10652 その他 一般社団法人あわら市観光協会 あわら市 二面３３－１－５

10653 その他 永井電気 あわら市 大溝一丁目25-8

10654 その他 下村写真館 あわら市 温泉1-406

10655 その他 柿原簡易郵便局 あわら市 柿原第40-5

10656 その他 角谷木材建設株式会社 あわら市 あわら市矢地第2号28番地

10657 その他 株式会社　KHF あわら市 東田中9-36

10658 その他 株式会社 ハロープリント あわら市 春宮三丁目19-15

10659 その他 株式会社　レイホク三協 本社 あわら市 市姫1-12-15

10660 その他 株式会社　共栄電子　金津事業所 あわら市 伊井5字

10661 その他 株式会社　共栄電子　古屋石塚事業所 あわら市 古屋石塚22字堂越111番3

10662 その他 株式会社　共栄電子 本社事業所 あわら市 菅野70-1-18

10663 その他 株式会社　山田組 あわら市 中浜1-12

10664 その他 株式会社　昇光家具 あわら市 古屋石塚22-102-1

10665 その他 株式会社　松木商会 あわら市 春宮一丁目9-50

10666 その他 株式会社　瀬川機工 あわら市 市姫5丁目16-21

10667 その他 株式会社　美・SOIL あわら市 布目3-37

10668 その他 株式会社　福井クリーン・システム あわら市 中川32-4-1

10669 その他 株式会社　牧野電工 あわら市 大溝１－１６－８

10670 その他 株式会社HIT あわら市 上番３３－６

10671 その他 株式会社KAWASAKI あわら市 堀江十楽1-42-1

10672 その他 株式会社NSP. あわら市 稲越31-6

10673 その他 株式会社ＳＨＩＮＤＯ あわら市 伊井11-1-1

10674 その他 株式会社TAVISTORY あわら市 上番33-40

10675 その他 株式会社アートエンブ あわら市 清王1-63-1

10676 その他 株式会社イーノ あわら市 下番12-10

10677 その他 株式会社インパクト　本店 あわら市 大溝３－７－２６

10678 その他 株式会社エムエー電機 あわら市 大溝一丁目２８－７

10679 その他 株式会社クナプラス　本社 あわら市 柿原６３－８５－１

10680 その他 株式会社グリーンシェルター あわら支店 あわら市 北潟59-18-4

10681 その他 株式会社グリーンモータース あわら市 田中々6-1-1

10682 その他 株式会社コーペ あわら市 古屋石塚22字堂越111番3

10683 その他 株式会社スプランドゥール あわら市 大溝１丁目１６－６

10684 その他 株式会社タロウワークス あわら市 大溝2丁目6-11

10685 その他 株式会社トヨタレンタリース福井　あわ あわら市 春宮1-8-14

10686 その他 株式会社トラスト22 あわら市 花乃杜５丁目５－１１４４

10687 その他 株式会社ドラフト あわら市 福井県あわら市清王１８－１０
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10688 その他 株式会社トラベルハート あわら市 大溝2丁目35-21

10689 その他 株式会社トラベル福井 あわら市 自由ヶ丘２丁目25-24

10690 その他 株式会社パワーユニオン金津 あわら市 伊井６－１１－３

10691 その他 株式会社ぼん あわら市 市姫５丁目1-39

10692 その他 株式会社モーショントラスト あわら市 柿原46-1-1

10693 その他 株式会社ワントレーディング あわら市 花乃杜1丁目24-6

10694 その他 株式会社芦原事務所 あわら市 北潟53-70

10695 その他 株式会社岩美物流 あわら市 北疋田2-17-1

10696 その他 株式会社江口ガラス あわら市 大溝1-11-22

10697 その他 株式会社三和テクノ あわら市 古屋石塚22-111-1

10698 その他 株式会社山崎建具店 あわら市 春宮2-10-38

10699 その他 株式会社土田　MADOショップあわら店 あわら市 市姫4丁目6-40

10700 その他 株式会社東山グリーンツーリズム あわら市 東山47－54

10701 その他 株式会社日本海ラス あわら市 滝22-10

10702 その他 株式会社福井銀行 芦原支店 あわら市 温泉１丁目３０１番地

10703 その他 株式会社福井銀行 金津支店 あわら市 大溝２丁目３１番５号

10704 その他 株式会社福邦銀行 金津支店 あわら市 市姫2丁目25番22号

10705 その他 株式会社北島工務店 あわら市 市姫四丁目6番35号

10706 その他 株式会社北陸銀行　芦原支店 あわら市 温泉1-523

10707 その他 株式会社北陸銀行　金津支店 あわら市 春宮2-4-1

10708 その他 菊川登記測量事務所 あわら市 花乃杜四丁目11番13号

10709 その他 吉岡整骨院・鍼灸院 あわら市 市姫4-25-11

10710 その他 吉崎郵便局 あわら市 吉崎１－８０８

10711 その他 久野印刷株式会社 あわら市 舟津47-47

10712 その他 橋本機工　株式会社　金津工場 あわら市 市姫4-20-7

10713 その他 金津サンホーム あわら市 花乃杜3-22-12

10714 その他 金津相互タクシー あわら市 市姫4丁目9番9号

10715 その他 金津郵便局 あわら市 市姫３－２２－１

10716 その他 金津旅行会 あわら市 春宮1-9-34

10717 その他 建築板金　坂本建装 あわら市 あわら市花乃杜1丁目9-18

10718 その他 個人事業主 あわら市 田中々4-2-1

10719 その他 個人事業主 あわら市 市姫2-24-1

10720 その他 後藤建材 あわら市 田中々23-18-1

10721 その他 後藤建設株式会社 あわら市 大溝3-5-10

10722 その他 細呂木郵便局 あわら市 滝６－２０－１

10723 その他 坂井森林組合 あわら市 御簾尾第15号6番地

10724 その他 坂井北部土地改良区 あわら市 二面１-１０

10725 その他 山岸農園 あわら市 大溝１－１９－３６

10726 その他 市姫タクシー あわら市 市姫4-19-11

10727 その他 志賀建設 あわら市 大溝2-38-21

10728 その他 社会福祉法人　つぐみ福祉会　あわら事 あわら市 山室72-98

10729 その他 小木電機有限会社 あわら市 角屋第6号38番地

10730 その他 庄田板金工業 あわら市 下番53-16-2

10731 その他 織物開発センター あわら市 矢地２ー１

10732 その他 新日本海トラック株式会社 あわら市 自由ヶ丘1-8-10

10733 その他 杉田建設興業株式会社 あわら市 青ノ木４６－４

10734 その他 清水事務所 あわら市 北潟38-26-3

10735 その他 西島木材株式会社 あわら市 市姫5-6-33

10736 その他 青ノ木工場 あわら市 青ノ木35-1

10737 その他 斉藤接骨院 あわら市 温泉５丁目１４１１

10738 その他 第一建設株式会社 あわら市 市姫4-2-18

10739 その他 竹屋モータース あわら市 田中々1-4

10740 その他 中西総合運輸　株式会社 あわら市 熊坂125宇13-1

10741 その他 中部陸運株式会社本社営業所 あわら市 あわら市菅野70-1

10742 その他 朝倉梨栗園 あわら市 城3-33

10743 その他 津谷織物株式会社 あわら市 春宮２丁目１０－３

10744 その他 辻刺繍 あわら市 矢地13ー10

10745 その他 坪江郵便局 あわら市 中川１６－３

10746 その他 東工　株式会社 あわら市 古屋石塚22-111-1

10747 その他 湯の町メロン苑 あわら市 あわら市二面42-20

10748 その他 藤野厳九郎記念館 あわら市 温泉１－２０３

10749 その他 八田経編株式会社 あわら市 東善寺町5-10

10750 その他 美骨サロン　ＳＵＮ あわら市 椚17-10

10751 その他 菱光サイジング株式会社 金津工場 あわら市 大溝1-23-5

10752 その他 福井コンサルティングオフィス あわら市 北潟209-76-4

10753 その他 福井トヨペット株式会社　あわら店 あわら市 下番53-15
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10754 その他 福井県自家用自動車協会　あわら・三国 あわら市 あわら市横垣３９－５－４３

10755 その他 福井県立金津高等学校 あわら市 市姫４－５－１

10756 その他 福井信用金庫 芦原支店 あわら市 温泉３丁目９０６

10757 その他 福井信用金庫 金津支店 あわら市 春宮１丁目１１－８

10758 その他 福井新聞金津販売店 あわら市 あわら市春宮3-2-16

10759 その他 平本商事有限会社 あわら市 市姫２丁目３０－３３

10760 その他 訪問介護事業所ケアサービスつるかめ あわら市 市姫二丁目1番10号

10761 その他 北越建設株式会社 あわら市 舟津１丁目１２番地1

10762 その他 北潟郵便局 あわら市 北潟４１－２

10763 その他 北島合名会社 あわら市 下番32-4

10764 その他 北風建設 あわら市 あわら市田中々32-22-5

10765 その他 北陸労働金庫　金津支店 あわら市 あわら市市姫4-1-18

10766 その他 堀川製茶有限会社 あわら市 山十楽8-17

10767 その他 本荘郵便局 あわら市 中番１１西町出３－５

10768 その他 麻莉庵 あわら市 舟津45-21-1 t-モールビル内

10769 その他 野坂マッサージ あわら市 二面15-20-71

10770 その他 有限会社 ハートブレーン あわら市 古屋石塚11-16

10771 その他 有限会社　温泉タクシー あわら市 温泉4丁目918

10772 その他 有限会社　清水保険事務所 あわら市 花乃杜２－１２－２６

10773 その他 有限会社　谷正 あわら市 牛ノ谷9-7-1

10774 その他 有限会社　竹田材木店 あわら市 福井県あわら市北潟257-7-3

10775 その他 有限会社 竹内鉄工 あわら市 清王37ｰ42

10776 その他 有限会社　定方モータース あわら市 菅野42-10

10777 その他 有限会社 福田商店 あわら市 横垣39-1-4

10778 その他 有限会社　奉仕堂 あわら市 中番15-27

10779 その他 有限会社エリオス機械設計事務所 あわら市 大溝三丁目5-41

10780 その他 有限会社オートサービス上野 あわら市 北

10781 その他 有限会社サクライオート あわら市 春宮２丁目６番１号

10782 その他 有限会社タツカワ あわら市 伊井６－１１－１

10783 その他 有限会社ミカミ あわら市 谷畠18-31-1

10784 その他 有限会社高原電機 あわら市 市姫１－１－２２

10785 その他 有限会社山崎モータース あわら市 北潟５９－２３－１

10786 その他 有限会社上野鉄工 あわら市 自由ヶ丘1-3-15

10787 その他 有限会社竹内工作所 あわら市 熊坂３３‐１２‐１

10788 その他 有限会社中本木工 あわら市 滝63-14-1

10789 その他 有限会社坪田鉄工 あわら市 あわら市牛ノ谷8-4

10790 その他 有限会社福田商店 あわら市 横垣-39-1-4

10791 その他 有料老人ホーム　ケアハイツ芦原 あわら市 横垣18-11

10792 その他 旅館大社長 あわら市 堀江十楽3ー8ー3

10793 その他 齊藤社労士・行政書士事務所 あわら市 西温泉1-608

10794 その他 (仮称)千福町マンション新築工事 越前市 千福町305番地

10795 その他 （株）　ｶ-ﾎﾞ武生店 越前市 日野美2-1

10796 その他 (株)MOCLAS 越前市 国高1丁目1-9国高ハイツ1F

10797 その他 （株）STエーケン 越前市 春日野町10-13-1

10798 その他 （株）加藤機料 越前市 村国２－４－２２

10799 その他 （株）若越チエア製作所 越前市 上太田町44-5

10800 その他 （株）上嶋組 越前市 北町55-59

10801 その他 （株）福井新聞ＰＲセンター　武生支社 越前市 蓬莱町3-7

10802 その他 (株)箕輪漆行 越前市 朽飯町11-25

10803 その他 （株）木だて家 越前市 粟田部町32-15-1

10804 その他 (有)サンウッド 越前市 畷町1-2-11

10805 その他 (有)ハゥ・ｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 越前市 家久町1-39-1

10806 その他 (有)押田屋トーヨー住器 越前市 小野谷町4-3-1

10807 その他 (有)山﨑板金工業 越前市 中津山町23-9-5

10808 その他 (有)内藤機械 越前市 池ノ上町57-3-1

10809 その他 （有）武生松源商店 越前市 小野谷町4-3-6

10810 その他 ４star 越前市 蓬莱町2-21

10811 その他 Ange 越前市 高瀬1-23-9

10812 その他 APB株式会社　武生工場 越前市 庄田町31-1-5

10813 その他 Arkasプランニング 越前市 芝原2丁目9-14-6A

10814 その他 Birthday 越前市 矢船町

10815 その他 CALM eyelash&beauty 越前市 八幡1-21-16

10816 その他 CIELO 越前市 広瀬町86-1-21

10817 その他 CloudBrain 越前市 京町1-1-9

10818 その他 coco-moe 9 越前市 小野谷町33-23

10819 その他 CoeurRiche 越前市 姫川一丁目8-22
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10820 その他 Design Photo Studio モノカラ 越前市 京町1-2-7

10821 その他 DOG care SALON  Merry 越前市 姫川１－４－１６

10822 その他 DOG'S SALON VOWWOW 越前市 芝原5-4-16

10823 その他 dogsalonpiko 越前市 芝原4-8-14

10824 その他 esthetique KARAT 武生店 越前市 片屋町48-1-3YAビル1階

10825 その他 Honda Cars越前 ㈱ホンダショップ武生 越前市 中央二丁目7-14

10826 その他 ＪＡ越前たけふ　味真野支店 越前市 池泉町1-19

10827 その他 ＪＡ越前たけふ　王子保支店 越前市 今宿町5-6-9

10828 その他 ＪＡ越前たけふ　王子保支店移動店舗車 越前市 今宿町5-6-9

10829 その他 ＪＡ越前たけふ　基幹中央支店 越前市 平出二丁目2-33

10830 その他 ＪＡ越前たけふ　基幹東部支店 越前市 塚町56-22-1

10831 その他 ＪＡ越前たけふ　北日野支店 越前市 帆山町8-19

10832 その他 ＪＡ越前たけふ　コンサルティングセン 越前市 平出二丁目104

10833 その他 ＪＡ越前たけふ　西部支店 越前市 堀町11-14-1

10834 その他 ＪＡ越前たけふ　本店 越前市 本多二丁目10-22

10835 その他 ＪＡ越前たけふ　西部支店移動店舗車 越前市 堀町11-14-1

10836 その他 ＪＡ越前たけふ　北日野支店移動店舗車 越前市 帆山町8-19

10837 その他 ＪＡ越前たけふ　味真野支店移動店舗車 越前市 池泉町1-19

10838 その他 ＪＡ福井県　今立支店 越前市 野岡町11-8

10839 その他 J運転代行 越前市 押田１丁目３－２１

10840 その他 Kiratt武生店 越前市 塚町1-7

10841 その他 Ｋ－ＰＬＡＮ株式会社 越前市 家久町４６－２０

10842 その他 Love for Mission 越前市 粟田部町26－6

10843 その他 Moanail 越前市 宮谷町57-1-1

10844 その他 mooRoom(むぅルーム) 越前市 余川町31-11

10845 その他 neX design 越前市 粟田部町22-18-5

10846 その他 ＮＰＯ法人エンジェル・キッズ 越前市 府中1丁目11-2

10847 その他 N建築計画 越前市 氷坂町2-3-7

10848 その他 Petspace Glanz 越前市 芝原5-13-36

10849 その他 POLA エステIN和 越前市 平出２－４－８

10850 その他 Re. 越前市 横市町34-14-1

10851 その他 RYO-MA運転代行 越前市 新町8-25-1

10852 その他 SMILEY STORE 越前市 片屋町26-1

10853 その他 SO-YAⅦ運転代行 越前市 南一丁目5-3

10854 その他 STAND.事務所 越前市 妙法寺町３０４

10855 その他 toiro nail atelier 越前市 稲寄町19-3-1

10856 その他 UJフィーリング 越前市 稲寄町13-6

10857 その他 YamamotoDentalClinic 越前市 元町1-12

10858 その他 あいぜん訪問介護センター 越前市 広瀬町131-23

10859 その他 アイタカハウス工房 越前市 越前市

10860 その他 アオバフォト 越前市 南二丁目2-1

10861 その他 赤ちゃんデパート　コマヤ 越前市 家久町102-3-3

10862 その他 浅井園 越前市 幸町4-12

10863 その他 アシュラワークス株式会社 越前オフィス 越前市 芝原1-17-4

10864 その他 アスリード協同組合中部支部 越前市 千福町381番地

10865 その他 アトリエヤマダ 越前市 北山町58-22-17

10866 その他 アビタシオーネ 越前市 横市町第28号14番地1

10867 その他 アロマMei 越前市 余田町1-2-34

10868 その他 アンティエ 越前市 芝原2丁目14-6-2

10869 その他 アントレ・ベニヤ 越前市 押田二丁目10-65

10870 その他 いえとち本舗　越前店 越前市 芝原４丁目１０番１８号

10871 その他 いけだ歯科 越前市 粟田部町50-41

10872 その他 いしかわ接骨院 越前市 家久町100－11－4

10873 その他 いずみ観光バス 越前市 家久町54-13-2

10874 その他 いちはし内装 越前市 東庄境町1-3

10875 その他 いちばん介護デイサービスセンター 越前市 瓜生町31-1

10876 その他 いちばん介護居宅介護支援事業所 越前市 福井県越前市瓜生町31-1

10877 その他 いちばん介護福祉用具貸与事業所 越前市 福井県越前市瓜生町31-1

10878 その他 いちばん介護訪問介護事業所 越前市 福井県越前市瓜生町31-1

10879 その他 一般財団法人　越前たけふ農業公社（武 越前市 平出二丁目2-33

10880 その他 いづみ観光バス株式会社 越前市 家久町54-13-2

10881 その他 イロハ工業有限会社 越前市 四郎丸町30-6-8

10882 その他 インテリジェントサービス 越前市 京町一丁目１－３

10883 その他 魚利商店 越前市 京町一丁目1-12

10884 その他 エイブルネットワーク越前店 越前市 村国3丁目65-7

10885 その他 エーアールエーアイ 越前市 常久町７－１９－３
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10886 その他 エクスト化成有限会社 越前市 今宿町17-1-1

10887 その他 エコクラフト 越前市 村国三丁目6番８

10888 その他 エステIN美 越前市 松森町19-4-1

10889 その他 エステティークカラット　武生店 越前市 片屋町48-1-3YAビル1階

10890 その他 エステティック　ジュビラン　アンビエ 越前市 稲寄町25-1-5

10891 その他 エステティック　ジュビラン　聖la 越前市 国高1-1-9 国高ハイツ2F

10892 その他 エストプライム株式会社　武生物流セン 越前市 小野谷町4-3-14

10893 その他 エムゴルド合同会社　福井オフィス 越前市 芝原5-21-33-1

10894 その他 エムティコーポレーション 越前市 葛岡町8-10-1

10895 その他 大浦自動車㈱ 越前市 帆山町14-13-2

10896 その他 オーエス事業協同組合　今立講習所 越前市 矢放町１４ー２３

10897 その他 オーエス事業協同組合　本部 越前市 矢放町14-23

10898 その他 オートランド　ウエジマ 越前市 新町9-4-2

10899 その他 オステオパシー施術室北野 越前市 若竹町12-8

10900 その他 カークリニック21 越前市 家久町46-12-1

10901 その他 カーセンター 越前市 北府二丁目6-4

10902 その他 カーブース・エム 越前市 瓜生町29-5-3

10903 その他 カイロプラクティック総癒館　越前南院 越前市 東千福町8-15　東千福町ビル１Ｆ

10904 その他 風ものがたり 越前市 京町一丁目4-33

10905 その他 カト吉板金株式会社 越前市 新堂町29-56

10906 その他 株式会社アイシン福井 越前市 池ノ上町38

10907 その他 ガレージONS 越前市 片屋町

10908 その他 キャトルサービス 越前市 赤谷町20-7

10909 その他 キューレックス株式会社 越前市 八幡二丁目４－５

10910 その他 くどう歯科医院 越前市 高瀬1-7-15

10911 その他 グループホームらいふ 越前市 横根町12-4-1

10912 その他 グループホームらくらく 越前市 稲寄町12-8-5

10913 その他 クレア 越前市 稲寄町24-1-15

10914 その他 ケアファースト株式会社いちばん介護 越前市 瓜生町31-1

10915 その他 けい歯科医院 越前市 上太田町49-7-2

10916 その他 こいずみデンタルクリニック 越前市 松森町１１１

10917 その他 個人事業主 越前市 高瀬１－１７－４６

10918 その他 個人事業主 越前市 村国3-54-3

10919 その他 個人事業主　 越前市 家久町75-18-1 ディアコート1-2

10920 その他 コマツサービスエース丹南店 越前市 塚町6-2

10921 その他 コワーキングスペースＬＡＭＰ 越前市 府中1丁目6-10

10922 その他 近藤タタミ店 越前市 本町3-39

10923 その他 サカイ介護タクシー 越前市 新保１丁目5－10

10924 その他 サカエニット工場 越前市 北府二丁目１９番２０号

10925 その他 さくら観光(株) 越前市 豊町９－１８

10926 その他 指物屋上坂 越前市 平和町1-29

10927 その他 さとういきいきクリニック 越前市 府中1丁目4－20

10928 その他 サロン　月～Luna～ 越前市 本多1丁目12-3

10929 その他 さわやか整骨院 越前市 安養寺町87-30

10930 その他 サンキョウテクノスタッフ 越前市 幸町１－２ オノダニビル武生5F

10931 その他 サンスイ機工株式会社　本社 越前市 千福町68-5

10932 その他 サンズマイク 越前市 安養寺町96－25

10933 その他 シーマ代行3 越前市 朽飯町5-22

10934 その他 しきぶ運転代行 越前市 横市朝4-16

10935 その他 シビルスポーツ　株式会社 越前市 平出1-1-23

10936 その他 ジュエリータイム　ムラタ 越前市 国府二丁目17-13

10937 その他 ショートステイいちばん星 越前市 瓜生町31-1

10938 その他 しらやま学童クラブ 越前市 都辺町24-2 白山小学校体育館内

10939 その他 シンケン産業㈱ 越前市 越前市塚原町24-6-7

10940 その他 スター装飾 越前市 野岡町40-8

10941 その他 ゼブラ運転代行アルファ 越前市 矢放町21-4-2

10942 その他 センチュリー21　Eうの 越前市 押田2丁目10-70　Ｅうのビル1階

10943 その他 センチュリープラザ 越前市 府中１丁目２番３号

10944 その他 セントラルキッチン　まごころ工房 越前市 横市町39-8-3

10945 その他 ダイコー建装株式会社 越前市 国高2丁目325-11

10946 その他 タカニ産業　株式会社 越前市 タカニ産業　株式会社

10947 その他 タカ塗装 越前市 5丁目11-18

10948 その他 タク運転代行 越前市 真柄町25-68

10949 その他 タケウチ建装 越前市 家久町92-16

10950 その他 たけふクリニック 越前市 村国３-1-12

10951 その他 武生タクシー 越前市 府中一丁目12-29
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10952 その他 タケフ管材株式会社 越前市 大屋町55-2-1

10953 その他 たけふ生協歯科診療所 越前市 芝原5丁目8-1-1

10954 その他 タケフ都市開発株式会社 越前市 府中1-2-3

10955 その他 ダスキン武生支店 越前市 家久町53-16

10956 その他 タナカ工業株式会社 越前市 南2丁目1-36

10957 その他 タニオ保険株式会社 越前市 京町1-6-13

10958 その他 タマヤサイクルショップ 越前市 京町一丁目5-32

10959 その他 デイサービスセンターオアシス 越前市 堀川町3-14

10960 その他 デイサービスパワーリハビリアイ 越前市 本多１丁目１２－３

10961 その他 テックランド越前店 越前市 越前市瓜生町40字山王3

10962 その他 ときわ運転代行 越前市 広瀬町131-3

10963 その他 とことんこだわるお墓やさん　宝木石材 越前市 芝原三丁目1-5

10964 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟえちぜん店 越前市 高木町37字1-4

10965 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ武生店 越前市 芝原3丁目4-20

10966 その他 トヨタカロ－ラ福井　株式会社　武生店 越前市 新保町6-7

10967 その他 トラベルエース北陸 越前市 国高２丁目４２－７

10968 その他 中山カメラ 越前市 北府四丁目5-26

10969 その他 なるほど住まい館 越前市 四郎丸町31-2-9

10970 その他 ナルミ板金塗装 越前市 南1-1-22

10971 その他 ナルミ鈑金塗装 越前市 南1-1-22

10972 その他 にわ屋雫 越前市 塚町28-25-1

10973 その他 ネッツトヨタ福井株式会社　武生店 越前市 横市町４－１－１

10974 その他 ノザキモーター 越前市 四郎丸町５９－４

10975 その他 バイクショップ　モトクラブ 越前市 押田2-10-5

10976 その他 ハイネスワーク協同組合 越前市 都辺町29-8

10977 その他 はせがわ歯科 越前市 野岡町20-10-1

10978 その他 ハッポー化学工業株式会社　本社 越前市 大虫町3-1

10979 その他 ハヤシ整骨院 越前市 広瀬町142-4-7

10980 その他 はやし内科外科 越前市 若竹町7-5

10981 その他 はんこの笠島 越前市 神明町１－７

10982 その他 ハンコ卸売センター越前店 越前市 家久町55-4-2

10983 その他 ぱんなのしゃしんやさん 越前市 今宿町5-15-2

10984 その他 ぴーぷるファン 越前市 帆山町5-31-1

10985 その他 ビコロール株式会社 越前市 武生柳町14-7

10986 その他 ヒノ運転代行 越前市 村国3丁目35-1

10987 その他 びゅ～てぃぱぁく　和奏（わおん） 越前市 あおば町3-7

10988 その他 ひらい医院 越前市 新町8-1-11

10989 その他 フォーシーズン協同組合　監理組合 越前市 芝原５丁目4-16

10990 その他 フォーブルのむらⅡ 越前市 横根町30-2-7

10991 その他 フォーブルのむらZERO 越前市 下太田町21-9-9

10992 その他 ふぉと　みどり 越前市 府中１－２－３センチュリープラザ1階

10993 その他 フォト808ヤマモト 越前市 桂町5-18

10994 その他 フォトスタジオハッピードア　シピィ店 越前市 新町7-8-1　SIPY2F

10995 その他 ふくい労基教育センター 越前市 粟田部町81-2

10996 その他 福鉄観光社 越前市 北府二丁目6-4

10997 その他 フジ．デンタルラボ 越前市 22-10-2

10998 その他 フジアルテ株式会社 越前市 芝原4-7-33

10999 その他 フジモト接骨院 越前市 芝原2-3-25

11000 その他 ブックオフ武生 越前市 押田1丁目3-5

11001 その他 仏壇の山下屋 越前市 横市町35-31-1

11002 その他 ベビーマッサージまゆ 越前市 下平吹町31-1-24

11003 その他 ベロ亭陶芸ギャラリー 越前市 牧町16-7

11004 その他 ベン・ホームズ 越前市 本保町19-7-1

11005 その他 ポーラ  　エステイン セラビア 越前市 味真野町7-7-20

11006 その他 ほぐし処。しろいうさぎ。 越前市 常久町6–5

11007 その他 ほけん蔵たけふ 越前市 押田１－２－１

11008 その他 ほっとライフサポートセンター 越前市 高木町55-11-18

11009 その他 ほっと地域リハビリセンター 越前市 高木町55-11-11

11010 その他 ほっと地域包括ケアセンター 越前市 高木町111-2

11011 その他 ホワイトニングサロンKiratt 武生店 越前市 塚町1-7

11012 その他 まちづくり武生株式会社 越前市 蓬莱町5-18

11013 その他 マルイチセーリング株式会社 越前市 赤坂町33-8-1

11014 その他 マルカワみそ株式会社 越前市 杉崎町12-62

11015 その他 マルツ運輸株式会社 越前市 不老町第8号10番地

11016 その他 マルヨシ電気株式会社 越前市 室谷町16-6-2

11017 その他 みおっくファーム 越前市 南小山町5-26
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11018 その他 みずたに歯科クリニック 越前市 長土呂町7-20-2

11019 その他 ミツカワ株式会社 越前市 五分市町18-8

11020 その他 ミナミ卓球用品 越前市 本保町25-2

11021 その他 めぐみ歯科クリニック 越前市 本保町24-26-1

11022 その他 もみほぐし＆ネイルCasa 越前市 芝原3-6-30師田ビル2F

11023 その他 ヤシロ代行 越前市 本多1-9-16

11024 その他 ヤマシナ地建 越前市 小松2丁目11-2

11025 その他 ヤマダ整骨院 越前市 平出2-20-22

11026 その他 ヤマトタクシー株式会社 越前市 粟田部町35-４-12

11027 その他 ユニテック 越前市 南二丁目１１番１９号

11028 その他 ラピスラズリグループ 越前市 四郎丸町31-1-22

11029 その他 ラル介護タクシー 越前市 越前市塚町28-36-9

11030 その他 リラクゼーションサロンフローラ 越前市 村国3丁目55-2

11031 その他 レッツサービス付き高齢者向け住宅 越前市 越前市横根町１０－７

11032 その他 レッツデイサービス横根 越前市 横根町12-4-1

11033 その他 レッツデイサービス新保 越前市 新保1-5-2

11034 その他 レッツ居宅介護支援センター 越前市 新保1-5-2

11035 その他 レッツ定期巡回ステーション 越前市 横根町12-4-1

11036 その他 レッツ訪問介護ステーション 越前市 横根町12-4-1

11037 その他 レッツ訪問看護事業所 越前市 新保1-5-2

11038 その他 レンゴーロジスティクス（株）福井営業 越前市 瓜生町１８－１

11039 その他 ワープロセンターホープ 越前市 東千福町21-4

11040 その他 わくら 越前市 松森町25-19-1

11041 その他 ワコー電機株式会社武生営業所 越前市 横市町代10号3-3

11042 その他 愛錠ロックサービス 越前市 芝原5丁目6-23

11043 その他 愛錠ロックサービス 越前市 横市町28-14-1武生楽市1F

11044 その他 旭日繊維株式会社 越前市 粟田部町５号４４番地

11045 その他 安久建築事務所 越前市 片屋町48-1-3

11046 その他 伊藤オフィス 越前市 大手町4-10

11047 その他 伊藤鉄筋株式会社 越前市 大手町3-2-1

11048 その他 伊藤電化 越前市 深草１丁目１６－１７

11049 その他 医療法人　せいじ矯正歯科クリニック 越前市 福井県越前市横市町1-5-7

11050 その他 井上リボン工業株式会社 越前市 千原町2-6

11051 その他 井上工務店 越前市 越前市山室町40-10-2

11052 その他 一期介護タクシー 越前市 妙法寺町615

11053 その他 一般財団法人　今立中央病院 越前市 粟田部町33-1

11054 その他 一般社団法人　武生医師会 越前市 中央１丁目9番9号

11055 その他 一般社団法人REFORMATION 越前市 国高2丁目42-5-1

11056 その他 一般社団法人福井県交通安全協会丹南支 越前市 余田町2-1-1

11057 その他 宇野電機株式会社 越前市 村国一丁目2番7号

11058 その他 運転代行ゆき 越前市 芝原5-14-54

11059 その他 英伸装業（株） 越前市 文京二丁目8-4

11060 その他 越ナイフ 越前市 東千福町23-40

11061 その他 越前いきいき健康館 越前市 越前市高瀬二丁目4番22号

11062 その他 越前セラミカ 越前市 池ノ上町5-12

11063 その他 越前海事事務所 越前市 片屋町６ー５

11064 その他 越前管工事業協同組合 越前市 横市町第21号7番地の1

11065 その他 横山電設　株式会社 越前市 村国4-17-1

11066 その他 王子保郵便局 越前市 今宿町３－１３－５

11067 その他 岡本郵便局 越前市 岩本町１０－１５

11068 その他 下内縫製 越前市 越前市三ツ口町12-2

11069 その他 加藤接骨院 越前市 越前市東千福町7-26

11070 その他 河野電気 越前市 平出一丁目１－６８

11071 その他 介護タクシーもも 越前市 西庄境町10-26-1

11072 その他 角オフィス 越前市 戸谷町76-31-12

11073 その他 角鉄工所 越前市 広瀬町131-17

11074 その他 楽らく　越前南店 越前市 東千福町10-19

11075 その他 楽喜Lucky　松井　久美 越前市 国高2丁目42-5-1

11076 その他 株)府中土地建物 越前市 小松2-2-27

11077 その他 株式会社  アシスト 越前市 国高１丁目２－１

11078 その他 株式会社　YSJ 越前市 千福町592-5

11079 その他 株式会社　アトムジャパン 越前市 国高1丁目２－１

11080 その他 株式会社　エアーテック．グラド 越前市 四郎丸町2-4-11

11081 その他 株式会社 サン・ヒッター 越前市 国高１丁目１０－８

11082 その他 株式会社　シャトル 越前市 家久町87

11083 その他 株式会社　タニグチオート 越前市 北山町6-14-2
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11084 その他 株式会社　ディプロ 越前市 国高１丁目3-3

11085 その他 株式会社　モンスター 越前市 堀川町4-36

11086 その他 株式会社　越前たけふファーム 越前市 本多2丁目１０－２２

11087 その他 株式会社　河坂自動車 越前市 越前市東千福町21-29

11088 その他 株式会社　賀川 越前市 矢船町8-8-1

11089 その他 株式会社　柿谷商店 越前市 矢放町7-9-5

11090 その他 株式会社　丸越タクシー 越前市 府中１丁目4-35

11091 その他 株式会社　橋本商店 越前市 妙法寺町22

11092 その他 株式会社　国高防災 越前市 塚町３４－１０

11093 その他 株式会社　黒崎打刃物 越前市 池泉町19

11094 その他 株式会社 山岸和紙店 越前市 定友町23-7-1

11095 その他 株式会社　山口エンジニア 越前市 粟田部町81-5-3

11096 その他 株式会社 宗近 越前市 北町45-63-1

11097 その他 株式会社　小形ニット　事務所 越前市 北町１２号２３番地

11098 その他 株式会社 松井鋼業 越前市 国高2丁目42-6-5

11099 その他 株式会社　新和モータース 越前市 千福町１３１

11100 その他 株式会社　森　田 越前市 四郎丸町65-1

11101 その他 株式会社　神輿 越前市 家久町102-2-9

11102 その他 株式会社　赤堀 越前市 野岡町５－９

11103 その他 株式会社　即今 越前市 蓬莱町4-17

11104 その他 株式会社 竹内工務店 越前市 上太田町50-7-1

11105 その他 株式会社　中西工務店 越前市 家久町90-34-1

11106 その他 株式会社　南越モータース 越前市 粟田部町53-10

11107 その他 株式会社　日野あられ 越前市 稲寄町7-7-1

11108 その他 株式会社　片岡産業 越前市 塚町34-38

11109 その他 株式会社　保険蔵 越前市 押田1丁目2-1

11110 その他 株式会社　北信リース 越前市 村国２丁目1-11

11111 その他 株式会社　本間金型製作所　本社工場 越前市 野岡町44-10

11112 その他 株式会社　未來住建 越前市 帆山町19-7-3

11113 その他 株式会社　箕輪漆行 越前市 北坂下町5-7

11114 その他 株式会社　木原 越前市 大虫町7-2

11115 その他 株式会社　龍泉刃物 越前市 池ノ上町49-1-5

11116 その他 株式会社A mbiente武生店 越前市 稲寄町25-1-5

11117 その他 株式会社ＣＳミタムラ 越前市 庄田町28-8-2

11118 その他 株式会社ＦＯカンパニー 越前市 高瀬一丁目3-10

11119 その他 株式会社KYモータース 越前市 安養寺町89-26

11120 その他 株式会社la・kura 越前市 粟田部４０－２

11121 その他 株式会社NJS・E&M　越前営業所 越前市 府中一丁目１３－７

11122 その他 株式会社SAI 越前市 家久町80-2-1

11123 その他 株式会社ＳＡＩ 越前市 粟田部町71-8-8

11124 その他 株式会社ＳＡＩ　越前営業所 越前市 家久町80-2-1

11125 その他 株式会社ＳＡＩ　倉庫 越前市 北府二丁目18字南中江8番15

11126 その他 株式会社SAI　第1ヤード 越前市 粟田部町71-10-8

11127 その他 株式会社TOP 越前市 福井県越前市今宿町第20号1番地

11128 その他 株式会社TOPホールディングス 越前市 今宿町第20号1番地

11129 その他 株式会社アイシン福井・サービス矢放部 越前市 矢放町13-2-1矢放部品センター

11130 その他 株式会社アイビックス　越前支店 越前市 新保二丁目２－２２

11131 その他 株式会社いーの越前 越前市 福井県越前市今宿町第20号1番地

11132 その他 株式会社イガラシ 元町店 越前市 元町2-31

11133 その他 株式会社ウエキグミ　本社 越前市 越前市府中３丁目9番1号

11134 その他 株式会社ウノコーポレーション 越前市 家久町105-27

11135 その他 株式会社エーアンドエー 越前市 領家町26-40

11136 その他 株式会社エクリ 越前市 豊町6-16

11137 その他 株式会社エスエルケイ　本社 越前市 千福町68-5

11138 その他 株式会社エヌビーシー福井EMS 越前市 家久町40-1-1

11139 その他 株式会社エムケー機工　武生支店 越前市 家久町105字新田38-1

11140 その他 株式会社オーシンエムエルピー 越前市 矢放町１４ー２３

11141 その他 株式会社オーディオテクニカフクイ 越前市 87-1

11142 その他 株式会社キヨエイビルド 越前市 新町８－６

11143 その他 株式会社ササキ工業 越前市 矢船町１－２－３

11144 その他 株式会社サン・マネジメント　本社 越前市 千福町68-5

11145 その他 株式会社システム・プロモーション　事 越前市 3-5-42

11146 その他 株式会社スラムダンク 越前市 北町31-38-5

11147 その他 株式会社ダイエイ 越前市 白崎町73-1-3

11148 その他 株式会社タケフ営繕 越前市 千福町２０７

11149 その他 株式会社タナベ住建 越前市 瓜生町28-17
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11150 その他 株式会社タマヤ 越前市 瓜生町4-12-3

11151 その他 株式会社ツダ 越前市 不老町４－１６

11152 その他 株式会社ディプロ 越前市 国高1丁目3-3

11153 その他 株式会社トヨタレンタリース福井　越前 越前市 芝原5-13-21

11154 その他 株式会社トライアド 越前市 武生柳町14-7

11155 その他 株式会社ビッグ・エイト 越前市 向新保町12－5

11156 その他 株式会社ヒラノ印刷 越前市 小野谷町4-3-12

11157 その他 株式会社ファミリー 越前市 家久町５４－１－１

11158 その他 株式会社フクイ・ペーパー 越前市 五分市町22-0

11159 その他 株式会社ふじや食品 越前市 矢船町1-7-1

11160 その他 株式会社マエケン　本社 越前市 36-2

11161 その他 株式会社みずの 越前市 家久町107-3-3

11162 その他 株式会社ミタムラ 越前市 若竹町8-16

11163 その他 株式会社モンゼン 越前市 矢放町13-8-5

11164 その他 株式会社ヤマダデンキ　越前店 越前市 瓜生町40字山王3

11165 その他 株式会社ユー・トラベル福井 越前市 府中2-7-21

11166 その他 株式会社ロータスサービス　本社 越前市 千福町68-5

11167 その他 株式会社ワイズホームサービス 越前市 三ツ口町125-8

11168 その他 株式会社賀川 越前市 矢船町

11169 その他 株式会社鎌仁商店 越前市 小野谷町14-1-2

11170 その他 株式会社関組　本社 越前市 粟田部町6-26

11171 その他 株式会社岩本 越前市 西庄境町19-8-1

11172 その他 株式会社高野組 越前市 新町８－１

11173 その他 株式会社佐々木合成 越前市 北町７５－４２－１

11174 その他 株式会社紙一 越前市 家久町93-1-14

11175 その他 株式会社小形ニット　瓜生工場 越前市 瓜生町32-3-2

11176 その他 株式会社小木会計事務所 越前市 堀川町5-12

11177 その他 株式会社松浦機械製作所武生工場 越前市 今宿町10-1-1

11178 その他 株式会社上坂経営センター 越前市 赤坂町4-1

11179 その他 株式会社森田 越前市 四郎丸町65-1-6

11180 その他 株式会社成田鉄工所 越前市 家久町56-11-1

11181 その他 株式会社大虫電工 越前市 岡本町第15号1番地10

11182 その他 株式会社中井総合建築 越前市 千福町86番地

11183 その他 株式会社田中地質コンサルタント 越前市 国高二丁目324-7

11184 その他 株式会社日本トータルサポート　越前営 越前市 家久町80-2-1

11185 その他 株式会社日本トータルサポート　倉庫 越前市 家久二丁目17番

11186 その他 株式会社板倉設備 越前市 越前市小松一丁目8-35

11187 その他 株式会社菱川モータース 越前市 小松1丁目７－１３

11188 その他 株式会社武生環境保全　本社 越前市 家久町第2号45-1

11189 その他 株式会社福井環境分析センター 越前市 北府二丁目１番５号

11190 その他 株式会社福井銀行 岡本支店 越前市 新在家町１１号１３番地

11191 その他 株式会社福井銀行 今立支店 越前市 野岡町３１号３番地の１

11192 その他 株式会社福井銀行 村国支店 越前市 村国２丁目１０番２８号

11193 その他 株式会社福井銀行 武生支店 越前市 蓬莱町１番１号

11194 その他 株式会社福井銀行 武生西支店 越前市 文京２丁目３番２６号

11195 その他 株式会社福井銀行 武生北支店 越前市 芝原３丁目６番３３号

11196 その他 株式会社福井銀行 味真野支店 越前市 清水頭町１号４６番地の１

11197 その他 株式会社福電 越前市 越前市中央 １－２－４

11198 その他 株式会社福邦銀行 今立支店 越前市 粟田部町第15号34番地3

11199 その他 株式会社福邦銀行 武生支店 越前市 天王町3番33号

11200 その他 株式会社北陸銀行　今立支店 越前市 粟田部町第26-1

11201 その他 株式会社北陸銀行　武生支店 越前市 蓬莱町6-27

11202 その他 株式会社北陸銀行　武生東出張所 越前市 国高2-44-4-1

11203 その他 株式会社北陸油化 本社 越前市 大塩町３０－９－３

11204 その他 株式会社北陸油化 本店 越前市 庄町４０－１－１

11205 その他 株式会社明光建商　本社 越前市 葛岡町7-16-1

11206 その他 株式会社絆ジャパン 越前市 塚町306

11207 その他 ㈱アルネット企画 越前市 宮谷町47-6-6

11208 その他 ㈱カーショップ宇野商事 越前市 葛岡町7-7-1

11209 その他 ㈱国府印刷社 越前市 北府二丁目11-16

11210 その他 ㈱ユー・トラベル福井 越前市 府中二丁目7-21

11211 その他 看護小規模多機能ホームひだまり 越前市 本多１丁目８－４１

11212 その他 管理本部 越前市 上太田町29-15-1

11213 その他 観光・匠の技案内所 越前市 府中一丁目2-3

11214 その他 観光農園どんぐり山 越前市 中山町11-1-1

11215 その他 関本電設株式会社 越前市 北町２２－６
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11216 その他 丸岡土地家屋調査士事務所 越前市 蓬莱町６－１６　アークビル２階

11217 その他 丸共ニット株式会社 越前市 五分市町18-4

11218 その他 丸幸せんい株式会社 越前市 小野谷町4-1-13

11219 その他 丸高コンクリート工業株式会社 越前市 矢船町1-6

11220 その他 丸山鉄工建設㈱ 越前市 村国3丁目23-9

11221 その他 丸山表具店 越前市 野岡町10-1-10

11222 その他 丸二紙器工業所 越前市 粟田部町51-13-1

11223 その他 岸本建材 越前市 四郎丸町4-2-13

11224 その他 岩瀬工業株式会社 越前市 家久町71-15

11225 その他 岩堀歯科クリニック 越前市 平和町9－3

11226 その他 菊川整骨院 越前市 村国3-20-6

11227 その他 吉田産業 越前市 稲寄町13-3-3

11228 その他 吉野（福）郵便局 越前市 本保町１３－１－１

11229 その他 宮地商店 越前市 氷坂町24-5-10

11230 その他 宮本歯科クリニック 越前市 村国3丁目３４－１

11231 その他 京都きもの専門学院武生教室 越前市 下太田町１０－８－１４

11232 その他 協力会社　笹 越前市 福井県越前市家久町49-17-3

11233 その他 橋本整形クリニック 越前市 東千福町23-16

11234 その他 近江化工株式会社 福井工場 越前市 塚町54-6

11235 その他 近江商店 越前市 京町１丁目5-19

11236 その他 近江鉄工株式会社 越前市 今宿町27-35-1

11237 その他 金巻紙工所 越前市 高瀬1-3-18

11238 その他 熊野餅店 越前市 大滝町28-12

11239 その他 桑原心療内科クリニック 越前市 府中2-3-22　やわらぎビル2階

11240 その他 月岡医院 越前市 本多１丁目10－18

11241 その他 健康スタートライン福井 越前市 越前市野岡町19-1-7

11242 その他 健康ラボ『輝き』 越前市 野岡町19-1-7

11243 その他 個人事業主 越前市 上小松町13-16

11244 その他 個人事業主 越前市 小谷町10-5

11245 その他 個人事業主 越前市 越前市本保町19-5

11246 その他 個人事業主 越前市 越前市大虫本町

11247 その他 個人事業主 越前市 越前市小野谷町

11248 その他 個人事業主 越前市 三ツ屋町27－14

11249 その他 個人事業主 越前市 白丸町47-8-13

11250 その他 個人事業主 越前市 東千福町 １８－１６

11251 その他 個人事業主 越前市 押田2-9-8

11252 その他 個人事業主 越前市 村国 ３丁目３－２

11253 その他 個人事業主 越前市 中居町18-28

11254 その他 五分市郵便局 越前市 味真野町７－７－２４

11255 その他 江端建築 越前市 新堂町29-21-1

11256 その他 港屋重機建設（株） 越前市 岩内町30-2-27

11257 その他 高善産業株式会社 越前市 高岡町1-27-1

11258 その他 合同会社niche 越前市 千原町5-1-1

11259 その他 黒田社会保険労務士事務所 越前市 日野美1-3-20

11260 その他 今寛建築 越前市 村国三丁目28-12コンフォーザ105

11261 その他 今川建築 越前市 深草１丁目１－８

11262 その他 今立ふれあいセンター 越前市 野岡町11-8

11263 その他 今立事業所 越前市 粟田部町81-16

11264 その他 今立郵便局 越前市 粟田部町２７－４１－１

11265 その他 佐野商店 越前市 矢放27-14

11266 その他 彩建 越前市 野上町2-14

11267 その他 細川電気工事株式会社 越前市 高木町25-8-1

11268 その他 坂下工房 越前市 芝原5丁目15-50

11269 その他 坂下歯科医院 越前市 村国２－１１－３１

11270 その他 雑貨 木香 越前市 平出2-1-23

11271 その他 三　好　印　刷 越前市 本多2-5-11

11272 その他 三井行政書士事務所 越前市 越前市平出三丁目8番31号

11273 その他 三津井証券株式会社　武生支店 越前市 中央1-9-28越前市中央ビル１F

11274 その他 三田村工務店 越前市 神明町4-8

11275 その他 三和イコール企画　株式会社 越前市 高瀬１丁目１３－２１

11276 その他 山口和紙 越前市 新在家町２ー５２ー１

11277 その他 山伝製紙株式会社 越前市 南小山町13-23

11278 その他 山田ミシン電機デパート 越前市 元町1-7

11279 その他 山田運送 越前市 矢放町7-10-12

11280 その他 山田歯科医院 越前市 粟田部町33-6-7

11281 その他 山田寿治税理士事務所 越前市 塚町12-2-9
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11282 その他 山田土木株式会社 越前市 東千福町3-18

11283 その他 山本鍼灸整骨院 越前市 若竹町5-27

11284 その他 事務所　株式会社For Smile 越前市 味真野町2-8-7

11285 その他 寺尾忠佳公認会計士・税理士事務所 越前市 小野町13-32-1

11286 その他 自然設計 越前市 北府２丁目7-27

11287 その他 自宅カントリーショップclover 越前市 越前市広瀬町168-8-88

11288 その他 蒔絵工房 越前市 五分市町

11289 その他 芝原郵便局 越前市 芝原５－１－１

11290 その他 若栗商店 越前市 吾妻町3-22

11291 その他 若泉歯科クリニック 越前市 文京２丁目１２－３８

11292 その他 若返りサロン　Ｏhana 越前市 上太田町29-15-1 カワイビル1F

11293 その他 寿工業 越前市 村国３丁目4-10

11294 その他 秀・建築アトリエ株式会社 越前市 北府４丁目2-3

11295 その他 渋谷産業 株式会社 越前市 池泉町17-26

11296 その他 出倉経営人事コンサルティング事務所 越前市 芝原2-3-8

11297 その他 小梶石材 越前市 千原1-5

11298 その他 小規模多機能ホームかのん 越前市 横根町12-4-1

11299 その他 小規模多機能ホームこころ 越前市 本多１丁目８－１２

11300 その他 小規模多機能ホームほがら家 越前市 押田2丁目7-25

11301 その他 小松タクシー有限会社 越前市 小松1丁目4-7

11302 その他 小木崇永税理士事務所 越前市 堀川町5-12

11303 その他 小野谷機工 越前市 家久町63-1

11304 その他 上坂会計グループ　今立事務所 越前市 赤坂町４－１

11305 その他 上野ガス㈱ 越前市 行松町16-21

11306 その他 織田屋 越前市 御幸町４－２９

11307 その他 信越石英株式会社武生工場 越前市 北府　2-13-60

11308 その他 薪ストーブKONOKA 越前市 平出2-1-23

11309 その他 水谷歯科医院 越前市 平出3-8-40

11310 その他 水野　農園 越前市 曽原町

11311 その他 水野シール印刷株式会社 越前市 村国２丁目3-18

11312 その他 杉本商店 越前市 庄田町12-2

11313 その他 是広商店 越前市 本保町14-29

11314 その他 星和ケミカル（株）武生工場 越前市 中津原町71-7

11315 その他 正光設備株式会社 越前市 押田1丁目3番8号

11316 その他 清水和紙　株式会社 越前市 新在家町10-2

11317 その他 西尾歯科医院 越前市 北府ニ丁目12-29

11318 その他 西部開発 越前市 東千福町25-30

11319 その他 青木商事　株式会社 越前市 四郎丸町40-8

11320 その他 青木電気商会 越前市 今宿町1－6－3

11321 その他 税理士法人　合同経営会計事務所 越前市 沢町134番地2

11322 その他 税理士法人　三好会計 越前市 越前市日野美2丁目9番地

11323 その他 税理士法人　片岡会計 越前市 堀川町4-10

11324 その他 石川良一 越前市 本多３丁目５－３１

11325 その他 石田住建 越前市 北府２丁目15-13

11326 その他 赤藤細巾織物工場 越前市 赤坂町48-18

11327 その他 川口内装 越前市 村国 ４丁目１８－２－２５

11328 その他 川口板金工業 越前市 村国 ４丁目１８－２－２４

11329 その他 創建産業　株式会社 越前市 万代町3-6

11330 その他 早槻工業株式会社 越前市 姫川2丁目13-13

11331 その他 総癒館　越前中央院 越前市 幸町1-16

11332 その他 総癒館越前南院 越前市 東千福町8-15

11333 その他 増永歯科医院 越前市 庄町1－4

11334 その他 増田紙器工業株式会社 越前市 北府2-5-10

11335 その他 損害保険ジャパン株式会社　武生支社 越前市 北府３－１２－５０

11336 その他 村田電機工業株式会社 越前市 粟田部町61-13-4

11337 その他 代行ツバメ 越前市 行松町 5-7-2

11338 その他 大塩八幡宮 越前市 国兼町22-2

11339 その他 大丸機工株式会社 越前市 万代町6-16

11340 その他 大信トラスト株式会社 越前市 矢放町13-8-2

11341 その他 大成電工株式会社 越前市 家久町９４－１８－１

11342 その他 大虫郵便局 越前市 大虫町１４－４２－１

11343 その他 第１リサイクルファクトリー 越前市 小野谷町14-1-16

11344 その他 第2リサイクルファクトリー 越前市 粟田部町61-13-6

11345 その他 第一生命保険株式会社　福井支社　武生営業オフィス 越前市 塚町2-4

11346 その他 谷口自動車 越前市 宮谷町５７－２７－１

11347 その他 丹南ケーブルテレビ　お客様センター 越前市 塚町101
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11348 その他 竹本電機 越前市 大虫本町８－３－４

11349 その他 着楽屋 越前市 越前市天王町2-33

11350 その他 中央電機（株） 越前市 本保町21-4-2

11351 その他 中西木材株式会社 越前市 家久町63字11-1

11352 その他 中日本砂利株式会社 越前市 八幡2丁目99号102番地

11353 その他 中日本土木（株） 越前市 矢船町19-1-2

11354 その他 中日本土木株式会社 越前市 矢船町19-1-2

11355 その他 中野製材所 越前市 越前市南一丁目12-17

11356 その他 腸整Nuku'Nuku（ちょうととのえぬくぬ 越前市 高瀬1-4-32

11357 その他 鳥居工業 越前市 押田1丁目11-28

11358 その他 辻岡電機　株式会社 越前市 清水頭町3-48-2

11359 その他 椿運転代行 越前市 西尾町14-1-48

11360 その他 天井歯科医院 越前市 天王町2-24

11361 その他 田中オフィス 越前市 堀川町

11362 その他 田中会計労務事務所 越前市 文京2丁目１０－３

11363 その他 田中漆器 越前市 粟田部17-8

11364 その他 田中商店 越前市 矢船町17-14-22

11365 その他 田中整体治療院 越前市 蓬莱町6-24

11366 その他 田辺建築 越前市 越前市五分市町27-11-1

11367 その他 土橋印刷 越前市 蓬莱町1-16

11368 その他 土田司法書士事務所 越前市 新町８－１－１２

11369 その他 道下電機株式会社 越前市 上太田町２１－７－２

11370 その他 内藤電工 越前市 味真野町11-1-2

11371 その他 内藤薬局 越前市 本多２－１０－２４

11372 その他 南越ケミカル株式会社 越前市 広瀬町123-11-1

11373 その他 楠木工業 越前市 矢船町17-14-15

11374 その他 日信化学労働組合 越前市 北府2-17-33

11375 その他 日本フェース株式会社本社 越前市 葛岡町7-17-1

11376 その他 日本政策金融公庫 武生支店 越前市 府中1-2-3　センチュリープラザ２F

11377 その他 日本利器工業株式会社 越前市 小野谷町14-1-7

11378 その他 日野神社 越前市 中平吹町80-1-1

11379 その他 日野川漁業協同組合 越前市 松森町33-5-4

11380 その他 農事組合法人まっきーの杜 越前市 牧町18－30－2

11381 その他 馬場君枝 越前市 塚町48-5-5

11382 その他 梅田公認会計士・税理士事務所 越前市 府中２丁目２－２３　Sビル２階南

11383 その他 白山運輸 越前市 千福町１８３番地

11384 その他 白山交通株式会社 越前市 広瀬町１４４―７－１

11385 その他 白山郵便局 越前市 堀町１５－１４－１

11386 その他 八田労務管理総合事務所 越前市 北府３-１-39

11387 その他 苗のはっとり 越前市 向新保町32-32

11388 その他 布作 越前市 越前市粟田部町26-6

11389 その他 武生エンジニヤリング㈱ 越前市 新保町２－１

11390 その他 武生ライオンズクラブ 越前市 塚町101　武生商工会館2F

11391 その他 武生安養寺簡易郵便局 越前市 安養寺町86上鶴野23-1

11392 その他 武生桂郵便局 越前市 国府２－５－８

11393 その他 武生月見郵便局 越前市 松森町１５－８－２

11394 その他 武生交通レンタカー 越前市 豊町9-18

11395 その他 武生公証役場 越前市 京町2-1-6　善光寺ビル1階

11396 その他 武生広瀬郵便局 越前市 広瀬町１０９－１９－８

11397 その他 武生国高郵便局 越前市 村国１－５－１８

11398 その他 武生商工会議所 越前市 塚町１０１

11399 その他 武生常久町郵便局 越前市 南１－１４－２０

11400 その他 武生深草郵便局 越前市 深草２－３－１

11401 その他 武生大山郵便局 越前市 神明町３－１８

11402 その他 武生地区環境整備事業協同組合 越前市 日野美１丁目２－１３

11403 その他 武生中央会計 越前市 芝原3丁目5-42

11404 その他 武生塚町郵便局 越前市 塚町１０４

11405 その他 武生天王郵便局 越前市 天王町２－３１

11406 その他 武生電池工業株式会社 越前市 小松2丁目３０

11407 その他 武生特殊鋼材株式会社 越前市 四郎丸町２１－２－１

11408 その他 武生八王子郵便局 越前市 国高２－２６８

11409 その他 武生郵便局 越前市 中央１－１０－３０

11410 その他 服間郵便局 越前市 朽飯町６－１２－１

11411 その他 福井ダイハツ　越前店 越前市 家久町６４－５－４

11412 その他 福井ツーリスト 越前市 本多１丁目６－１７

11413 その他 福井トヨタ自動車株式会社　サンドーム 越前市 高木町26-24-1
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11414 その他 福井トヨペット株式会社 越前市 家久町46-27

11415 その他 福井丸三運輸有限会社 越前市 野岡町２５号９－２８

11416 その他 福井県コンフィクソン協同組合 越前市 日野美1丁目3-20

11417 その他 福井県自家用自動車協会　越前支部 越前市 越前市日野美２丁目３５

11418 その他 福井県中央トラック事業協同組合 越前市 岩内町30-2-3

11419 その他 福井信用金庫 粟田部支店 越前市 粟田部町３２－１６－７

11420 その他 福井信用金庫 王子保支店 越前市 四郎丸町６１－１－１２

11421 その他 福井信用金庫 芝原支店 越前市 芝原４丁目１－６

11422 その他 福井信用金庫 神山支店 越前市 千福町１１６

11423 その他 福井信用金庫 村国支店 越前市 国高１丁目１－１０

11424 その他 福井信用金庫 武生営業部 越前市 京町１丁目５－２７

11425 その他 福井信用金庫 味真野支店 越前市 清水頭町１－１３－１

11426 その他 福井新聞武生東販売店 越前市 五分市町5-36-1

11427 その他 福井製紙株式会社 越前市 五分市町22-2

11428 その他 福井地方法務局武生支局 越前市 新町９号９番地１１

11429 その他 福井鉄道 越前市 北府2-5-20 

11430 その他 福井鉄道株式会社 越前市 北府２丁目５－２０

11431 その他 福井鉄道労働組合 越前市 福井鉄道労働組合

11432 その他 福井特殊紙株式会社 越前市 定友町13-7

11433 その他 福井日産自動車株式会社 武生店 越前市 家久町６４－３－３

11434 その他 福井旅行株式会社　えちぜんトラベルサ 越前市 新町7-8

11435 その他 平井歯科医院 越前市 京町2-4-5

11436 その他 平山司法書士事務所 越前市 蓬莱町6番5号

11437 その他 片岡木材株式会社 越前市 上大坪町10-2-1

11438 その他 放課後等デイサービス希星 越前市 稲寄町7-22-7

11439 その他 放課後等デイサービス翔っ子 越前市 稲寄町12-8-5

11440 その他 北越商事株式会社 越前市 瓜生町9-16-1

11441 その他 北信建設株式会社 越前市 村国２－１－１１

11442 その他 北新庄郵便局 越前市 北町４５－６１－５

11443 その他 北陸ウインドウ有限会社 越前市 四郎丸町22-19-2

11444 その他 北陸ロード株式会社 越前市 本保町24号43番地

11445 その他 北陸環境保全株式会社 越前市 広瀬町141-5-3

11446 その他 北陸労働金庫　丹南支店 越前市 越前̪市芝原4丁目7-40

11447 その他 堀川医院 越前市 本多1-6-7

11448 その他 堀内克憲税理士事務所 越前市 越前市家久町53-9-1

11449 その他 本塚リボン工業 株式会社　リボン事業所 越前市 芝原2丁目7-27

11450 その他 夢の旅行屋 越前市 上太田町32-2-1

11451 その他 名神運輸株式会社 本社営業所 越前市 家久町56-8

11452 その他 鳴海建築 越前市 月見町112

11453 その他 木工房　竹内 越前市 武生柳町10-1

11454 その他 野菜なかよく館 越前市 八幡1-23-40

11455 その他 癒しRoom Jun 越前市 越前市押田1丁目15-9

11456 その他 癒しの空間 ラピスラズリ 越前市 四郎丸町３１－１－２２

11457 その他 有限会社　カトウ産業 越前市 野岡町28-3

11458 その他 有限会社 ティ・エイチ・アイ 越前市 高木町13-10-1

11459 その他 有限会社　リブ 越前市 東庄境町28-57-1

11460 その他 有限会社　吉田建機 越前市 池ノ上町９０－６

11461 その他 有限会社　江指モータース 越前市 片屋町５２－１３－１

11462 その他 有限会社　高橋自動車工業所 越前市 片屋町48-6-1

11463 その他 有限会社　細井設備 越前市 東庄境町42-10-4

11464 その他 有限会社　山田機械 越前市 姫川1丁目3-17

11465 その他 有限会社　若泉パーツ 越前市 高岡町2-5-1

11466 その他 有限会社 松建 越前市 池ノ上町93-1-10

11467 その他 有限会社　上木銃砲火薬店 越前市 高木町52-42

11468 その他 有限会社　清水内装 越前市 千原町

11469 その他 有限会社　扇谷塗装 越前市 姫川２丁目15-13

11470 その他 有限会社 創建　事務所 越前市 北町12号24番地

11471 その他 有限会社　大功 越前市 春日野町69‐3ｰ1

11472 その他 有限会社　谷口鉄工所 越前市 池ノ上町8-4-4

11473 その他 有限会社　田畑モータース 越前市 山室町１３－１０

11474 その他 有限会社　福田物流 越前市 氷坂町第21号5番地の3

11475 その他 有限会社　片岡商店 越前市 塚町40-14

11476 その他 有限会社　野田屋 越前市 村国３丁目30-15

11477 その他 有限会社　龍田鉄工所 越前市 新在家町9-7-4

11478 その他 有限会社　筐南モータース 越前市 千原町8-10-2

11479 その他 有限会社アイ・シー・ライフ 越前市 片屋町８－１１－１　タケフニュータウンビル１２号
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11480 その他 有限会社あいぜん訪問介護センター 越前市 広瀬町131-23

11481 その他 有限会社サカシタ保険 越前市 北府3丁目12-50

11482 その他 有限会社ハタ建設本社 越前市 南坂下町第13号11番地

11483 その他 有限会社ヒューマンゾーン 越前市 向陽町２５

11484 その他 有限会社ほ・ねっと 越前市 村国2丁目５－３７

11485 その他 有限会社ミドリ写真館 越前市 粟田部町34-30

11486 その他 有限会社ヤマプラ工業 越前市 塚原町24-12-1

11487 その他 有限会社レジデンス高瀬 越前市 高瀬一丁目7-6

11488 その他 有限会社宇野硝子店 越前市 押田町2-5-63

11489 その他 有限会社吉田加工 越前市 粟田部町43-3

11490 その他 有限会社向井工務店オフィス 越前市 東千福町13-31

11491 その他 有限会社高嶋木工所 越前市 府中1丁目6-8

11492 その他 有限会社佐治保険事務所 越前市 中央1-7-23

11493 その他 有限会社寺尾緑地計画 越前市 小野町51-7-2

11494 その他 有限会社大興エンジニアリング 越前市 上太田町24-7-16

11495 その他 有限会社中庄機工 越前市 広瀬町131-20-2

11496 その他 有限会社塗装キタ 越前市 広瀬町86号1-17

11497 その他 有限会社嶋谷設備工事 越前市 姫川一丁目9-4

11498 その他 有限会社八王商会 越前市 国高2-254

11499 その他 有限会社福井新聞　武生中央販売店 越前市 国府１丁目３－１４

11500 その他 有限会社福岡商店 越前市 宮谷町33-1-1

11501 その他 有限会社北畑眼鏡 越前市 瓜生町51-2-2

11502 その他 有料老人ホームとまり樹 越前市 福井県越前市瓜生町31-1

11503 その他 洋服の正札堂 越前市 幸町6-23

11504 その他 和紙の里ホーム 越前市 越前市大滝町25-23-1

11505 その他 和田裕一行政書士事務所 越前市 中央二丁目７番１６号

11506 その他 和塗師　宮森 越前市 赤坂町48-35-3

11507 その他 廣瀬企業診断合同会社 越前市 府中1丁目2-3　センチュリープラザ2階

11508 その他 總社大神宮 越前市 京町1丁目4-35

11509 その他  看護小規模多機能型居宅介護　デイホー 坂井市 春江町本堂27-1-1

11510 その他 （株）Wisdomsthan 坂井市 三国町加戸119-10-32

11511 その他 （株）さとう 坂井市 春江町西長田50-35-1

11512 その他 （株）メカトロ・イトー事務所 坂井市 丸岡町四ツ柳14-1

11513 その他 （株）古宮建設 坂井市 丸岡町下安田16-49

11514 その他 （株）竹内土木建設 坂井市 丸岡町里丸岡３丁目１３５番地

11515 その他 （株）有田農機商会 坂井市 坂井町長屋36-15

11516 その他 (有) キャピタル 坂井市 春江町江留中38-5

11517 その他 (有)　福井新聞春江西販売店 坂井市 春江町田端38-22-1

11518 その他 （有）トゥモローズリハビリテーション 坂井市 坂井町下新庄18-16-1

11519 その他 (有)古川建設 坂井市 坂井町長屋19-12

11520 その他 (有)山口テクニカル 坂井市 春江町石塚29-27-1

11521 その他 (有)藤倉組 坂井市 丸岡町八ケ郷１３－２０－２

11522 その他 （有）藪組 坂井市 春江町正蓮花9-12

11523 その他 59ガレージ 坂井市 丸岡町西里丸岡14-28

11524 その他 Balloon Shop ジィーズ 坂井市 三国町山王4-4-29

11525 その他 Beauty&Lull Anuenue 坂井市 春江町中筋100-8

11526 その他 Be'健ハウス 坂井市 春江町下小森1-3-1

11527 その他 ＢＵＴＬＥＲ 坂井市 春江町江留上緑17

11528 その他 cloudy clouds 合同会社 坂井市 三国町下野57-17

11529 その他 CRAFITHOUSE 坂井市 春江町江留上大和6-6

11530 その他 de Vossa デボッサ 坂井市 丸岡町ハヶ郷26-9

11531 その他 D-クラフト 坂井市 丸岡町西瓜屋15-10-5

11532 その他 Earth.home 坂井市 春江町西長田34-18

11533 その他 Ｅ－ＣＰ株式会社 坂井市 丸岡町南横地７－１８

11534 その他 ENDEAVOR 坂井市 春江町藤鷲塚36-1

11535 その他 Footcare　おりん 坂井市 春江町西太郎丸1-17-41

11536 その他 FP事務所Mylr 坂井市 春江町中筋42-7-1ノースエッセ2-101

11537 その他 grafeel 坂井市 丸岡町八ツ口8－8－１

11538 その他 Grand　Terre 坂井市 春江町随応寺20-55-1

11539 その他 grow～輝～ 坂井市 丸岡町八ツ口21-4-5

11540 その他 H&M保険サービス株式会社 坂井市 春江町江留下高道156-1 ウエストK2 102

11541 その他 ＪＡ福井県　加戸支店 坂井市 三国町加戸136-7-10

11542 その他 ＪＡ福井県　丸岡支店 坂井市 丸岡町一本田34-7

11543 その他 ＪＡ福井県　坂井基幹支店 坂井市 坂井町上新庄42-19

11544 その他 ＪＡ福井県　坂井支店 坂井市 坂井町上新庄28-1-5

11545 その他 ＪＡ福井県　坂井農機センター 坂井市 坂井町上新庄29-47
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11546 その他 ＪＡ福井県　三国支店 坂井市 三国町楽円54-4-2

11547 その他 ＪＡ福井県　春江ふれあいセンター 坂井市 春江町本堂23-21

11548 その他 ＪＡ福井県　春江支店 坂井市 春江町本堂22-15

11549 その他 ＪＡ福井県　春江支店 坂井市 春江町本堂2-56

11550 その他 ＪＡ福井県　春江東支店 坂井市 春江町為国中区3-10

11551 その他 ＪＡ福井県　春江農機センター 坂井市 春江町上小森7-1

11552 その他 ＪＡ福井県　大石支店 坂井市 春江町上小森7-1

11553 その他 ＪＡ福井県　浜四郷支店 坂井市 三国町山岸67-1

11554 その他 Ｊトラベル株式会社　三国支店 坂井市 三国町宿3-12-22

11555 その他 K's代行サービス 坂井市 丸岡町朝陽２丁目212

11556 その他 KuMoMo 株式会社 坂井市 春江町為国中区9-4

11557 その他 launa lima 坂井市 春江町江留上緑８－２３

11558 その他 Love’sNail 坂井市 春江町江留下屋敷７４ Ｋビル２階

11559 その他 Luxor 坂井市 春江町江留上昭和60

11560 その他 Mcreation 坂井市 坂井町下兵庫５８ー８

11561 その他 Miliage《ミリアージュ》 坂井市 坂井市春江町中庄57-54-1

11562 その他 Mille Mercis 坂井市 春江町江留下宇和江3  ｻﾝ・ﾌﾗｰﾙ105

11563 その他 MP建築事務所 坂井市 丸岡町西里丸岡１０－１１ ２F

11564 その他 Nicolino 坂井市 丸岡町牛ケ島6-44

11565 その他 ＮＳ工業株式会社 坂井市 坂井市春江町江留上緑１７番地

11566 その他 NTフィルム株式会社 坂井市 坂井市丸岡町高瀬2－10－1

11567 その他 OD工房 坂井市 丸岡町松川町26－1

11568 その他 OWLPERCH（OWLCOM） 坂井市 福井県坂井市三国町加戸119-10-30

11569 その他 parcel design works 坂井市 春江町江留上旭12-10

11570 その他 POLA  Lapilaz 坂井市 坂井町長畑11-1

11571 その他 pretty代行 坂井市 丸岡町今町１３１

11572 その他 private salon Maylily 坂井市 春江町江留上47

11573 その他 Product One 坂井市 丸岡町一本田中43-2-11

11574 その他 REON運転代行 坂井市 三国町新宿２丁目8-5-5

11575 その他 ROCCO製作所 坂井市 丸岡町猪爪3-218

11576 その他 ＲＯＵＴＥ８有限会社 坂井市 春江町江留上緑１８

11577 その他 S.K.Y電設 坂井市 丸岡町末政

11578 その他 Salon  de  Raki 坂井市 坂井町河和田17-4-2

11579 その他 SALON DE JYOTI 坂井市 丸岡町西里丸岡10－17

11580 その他 ｓｃｒｕｍ＋ 坂井市 春江町境上町６－３

11581 その他 SCTV 坂井市 春江町江留上昭和１３１

11582 その他 Sorairo 坂井市 丸岡町三本木9-23

11583 その他 ＳＯＷＡ 坂井市 春江町正善8-26

11584 その他 TAKA建築板金 坂井市 春江町中筋41-3-23

11585 その他 TOMTOM 坂井市 春江町本堂16-6-15

11586 その他 Trim House Coca 坂井市 丸岡町一本田中34-64

11587 その他 Trimming＆Puppy ここほれわんわん🐾にゃん 坂井市 三国町三国東5-1-78

11588 その他 Ustyle 坂井市 春江町田端34－1－67

11589 その他 アートペイントフリーダム 坂井市 三国町山岸３９－５０－６

11590 その他 アイエスエージェント株式会社 坂井市 丸岡町下安田22-13-28

11591 その他 あいけい介護タクシー 坂井市 丸岡町猪爪９丁目１７番地

11592 その他 アサヒテクノフォート株式会社坂井事業 坂井市 坂井町下兵庫２４５－８－１

11593 その他 アサヒマカム株式会社 事務所 坂井市 春江町江留中35-3-1

11594 その他 あじさい園介護タクシー 坂井市 三国町梶49-18

11595 その他 あずまファーム 坂井市 春江町石仏1-26

11596 その他 あっしゅツーリスト本社営業所 坂井市 坂井市三国町三国東3-10-17

11597 その他 アップル流通　本社 坂井市 丸岡町南横地10-47

11598 その他 アップル流通株式会社・本社 坂井市 丸岡町南横地10-47

11599 その他 アビリティサポート 坂井市 三国町崎29-20

11600 その他 アプトケア・三国 坂井市 三国町三国東2丁目9‐23

11601 その他 アミューズ代行 坂井市 丸岡町与河69-8

11602 その他 ありがとう福井株式会社 坂井市 三国町中央2丁目1-34

11603 その他 アルソア　MAKI 坂井市 春江町江留下相田1-3

11604 その他 アルテック新材料株式会社 坂井市 丸岡町小黒68-12

11605 その他 あわらゼブラ運転代行 坂井市 三国町殿島3-42

11606 その他 家 坂井市 春江町針原24-49

11607 その他 いきいきプラザ　霞の郷 坂井市 丸岡町八ケ郷21-7-1

11608 その他 うふってなるわハンドメイド工房 坂井市 丸岡町猪爪7-39-2

11609 その他 うろこ屋 坂井市 丸岡町寅国14-1-2

11610 その他 エコー繊維（株） 坂井市 春江町江留上緑10-1

11611 その他 エステサロンSIRENA 坂井市 春江町西太郎丸3-33-5
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11612 その他 エステティック＆ジェルネイルズＲ 坂井市 丸岡町南今市304

11613 その他 エステティックジュビラン　ターコイズ 坂井市 福井県坂井市春江町西太郎丸1-17-57

11614 その他 エル・ピソ・ボニート 坂井市 丸岡町上金屋21字川原魚染島49番

11615 その他 オーカワパン 坂井市 丸岡町猪爪2-501

11616 その他 おおたに接骨院 坂井市 春江町江留上旭12-12

11617 その他 オートサービス仁栄 坂井市 春江町江留上日の出6-34

11618 その他 オートパル坂井 坂井市 坂井町徳分田28-7

11619 その他 オグラヤ商事株式会社 坂井市 三国町北本町４丁目５番１１号

11620 その他 オフィス小林 坂井市 春江町西太郎丸18-13-35

11621 その他 オフィス竹澤 坂井市 丸岡町栄1-2105

11622 その他 おもしろ環境実験隊　事務所 坂井市 春江町中筋１９－５－１３

11623 その他 カーマッチ福井北店 坂井市 春江町藤鷲塚39-14-1

11624 その他 カイロサロンQ uatre 坂井市 坂井町下新庄2-3

11625 その他 かもめCareTaxi 坂井市 三国町新宿1-8-25

11626 その他 ガラスアトリエ　ハッピーマニアック 坂井市 三国町

11627 その他 キタムラ内装 坂井市 丸岡町磯部新保9-4-10

11628 その他 きやたけタクシー 坂井市 三国町水居24-13-2　水居団地115号

11629 その他 ギャラリーあしや 坂井市 三国町安島64-1-1

11630 その他 きらめき野センター 坂井市 坂井町東36-81

11631 その他 くらしつむぐあとりえ 坂井市 北本町3丁目3-32

11632 その他 クラレファスニング株式会社丸岡工場 坂井市 丸岡町長畝56番地

11633 その他 グランシーサイド三国 坂井市 三国町緑ヶ丘5丁目6-10

11634 その他 グループホームさかい 坂井市 坂井町折戸1-58

11635 その他 グループホームゆり 坂井市 春江町本堂27-1-1

11636 その他 グローブ２１ 坂井市 春江町江留下高道166

11637 その他 ケアプランセンターまるおか生喜庵 坂井市 丸岡町長畝16-3-1

11638 その他 ケアホーム生喜庵 坂井市 丸岡町長畝16-3-1

11639 その他 個人事業主 坂井市 丸岡町安田新18-3

11640 その他 個人事業主 坂井市 坂井市丸岡町磯部島９-１３-１６

11641 その他 個人事業主 坂井市 春江町千歩寺34-1-25

11642 その他 コマツサービスエースＳＲＳ事業本部 坂井市 丸岡町上安田5-20

11643 その他 サービス付高齢者向住宅 サンシャインゆ 坂井市 春江町本堂27-1-1

11644 その他 さかいデイサービスセンター 坂井市 坂井町折戸1-58

11645 その他 サカイロード株式会社 坂井市 坂井町下兵庫95-11

11646 その他 さかい生協歯科診療所 坂井市 丸岡町南横地4-40

11647 その他 サポート観光 坂井市 丸岡町西瓜屋１２-３-１

11648 その他 サロンCHIEMI 坂井市 春江町江留下30-4サニーハイツハルエ1F

11649 その他 サンシャインゆり特定入居者生活介護 坂井市 春江町本堂27-1-1

11650 その他 サンデーズ 坂井市 三国町黒目22-50-23

11651 その他 サンド工房　セレクション 坂井市 坂井町上新庄44-2-1

11652 その他 ジェットウエイク 坂井市 三国町三国東3丁目2-48

11653 その他 ジェットクリーン 坂井市 春江町針原53-28-15

11654 その他 シプロ化成株式会社：本社・福井工場 坂井市 三国町米納津49-102-7

11655 その他 シマダファーム 坂井市 春江町春原21-36

11656 その他 ジャスミン 坂井市 春江町江留上中央4－2

11657 その他 ショートステイやすらぎさかい 坂井市 坂井町折戸1-58

11658 その他 ショートステイやすらぎはるえ 坂井市 春江町本堂27-1-1

11659 その他 ショートステイ生喜庵 坂井市 丸岡町長畝16-3-1

11660 その他 すいせんの家ディサービス・すいせんの 坂井市 丸岡町北横地38-2-1

11661 その他 すいせんの家横地 坂井市 丸岡町北横地38-2-1

11662 その他 スギモトデザインスタジオ 坂井市 丸岡町一本田中35-66

11663 その他 スズキアリーナ　坂井 坂井市 春江町藤鷲塚39-22-3

11664 その他 スズキアリーナ嶺北 坂井市 坂井町上兵庫41-12-1

11665 その他 すずき自動車 坂井市 春江町中庄57-55-1

11666 その他 スプリィーム 坂井市 春江町中筋3-15-1

11667 その他 スマートプラスホーム福井 坂井市 春江町江留昭和122-2

11668 その他 セーレンアルマ株式会社 坂井市 坂井町長屋71-1-2

11669 その他 セーレンケーピー株式会社 TPF工場 坂井市 三国町米納津48-113-3

11670 その他 セーレン株式会社　ＴＰＦ事業所 坂井市 三国町米納津４８－１１３－２

11671 その他 セーレン電子株式会社 坂井市 三国町米納津48--113-3

11672 その他 ゼネラル産業(有)　本社 坂井市 丸岡町南横地６号54番地１

11673 その他 セフティー運転代行 坂井市 春江町江留上錦149-1

11674 その他 セレクション　ハーブ事業部 坂井市 坂井町上新庄54-24

11675 その他 ソエルノイエ 坂井市 坂井町下新庄18-15-1

11676 その他 タイヨー電子株式会社　福井事業所 坂井市 坂井町五本38-1

11677 その他 タカシン家具工業株式会社 坂井市 坂井町木部東26-1
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11678 その他 タカヒラ工業 坂井市 丸岡町下安田8-7-17

11679 その他 たかまタクシー 坂井市 春江町大牧19-13

11680 その他 タケヤマ整骨院 坂井市 丸岡町本町2-8

11681 その他 たに屋カイロプラクティック院 坂井市 丸岡町西瓜屋15-2-1

11682 その他 タビィーザ　非日常な旅を 坂井市 丸岡町北横地19-1-28

11683 その他 チャンスメーカー株式会社・DMクラス 坂井市 坂井町福島８

11684 その他 つじみちこ歯科 坂井市 三国町中央2丁目1-41

11685 その他 デイ・フィットネス楽らく　春江 坂井市 春江町江留上錦63

11686 その他 ティーズクリエイト 坂井市 丸岡町下安田8-7-13

11687 その他 デイサービス山のいえ笑楽日・住宅型有 坂井市 丸岡町山口５９－１３

11688 その他 データシステム株式会社 坂井市 丸岡町熊堂３－７－１－１０　ソフトパークふくい内

11689 その他 テクノポート福井総合公園 坂井市 三国町黒目22-51-1

11690 その他 デザインスタジオ　ネクスト 坂井市 坂井町上新庄44-17-4

11691 その他 デザインスタジオネクスト 坂井市 坂井市坂井町上新庄44-17-4

11692 その他 トータルサポート美代 坂井市 春江町高江2-1-68

11693 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ春江店 坂井市 春江町江留下宇和江46

11694 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ丸岡店 坂井市 丸岡町一本田中34-51-1

11695 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ三国店 坂井市 三国町楽円53-21-14

11696 その他 トナーとインクのオルテム 坂井市 坂井町田島5-1

11697 その他 とまと旅行株式会社 坂井市 丸岡町長畝７５－１７－１

11698 その他 トヨオカ株式会社 坂井市 坂井市春江町江留上本町3-12

11699 その他 トヨタ・ダイハツショップ丸岡 坂井市 丸岡町朝陽1丁目229

11700 その他 トヨタカロ－ラ福井　株式会社　丸岡店 坂井市 丸岡町高柳11-28-2

11701 その他 トヨタカロ－ラ福井　株式会社　坂井店 坂井市 坂井町下関36-11-1

11702 その他 トラックショップ　絆 坂井市 丸岡町熊堂3-7-1-16　福井県産業情報センタービル7F

11703 その他 にしの接骨院 坂井市 三国町三国東1-8-24

11704 その他 にしむら接骨院三国院 坂井市 三国町三国東3-1-2

11705 その他 ネオ・クリエート（株） 坂井市 三国町池見101-2

11706 その他 ネッツトヨタ福井株式会社　丸岡店 坂井市 丸岡町一本田３－１

11707 その他 ネッツトヨタ福井株式会社　春江店 坂井市 春江町藤鷲塚３７－１９

11708 その他 ハートサービス 坂井市 福井県坂井市春江町西長田40-46

11709 その他 パソコンビニ福井 坂井市 春江町針原21-49-7

11710 その他 はつせがわ歯科医院 坂井市 春江町江留上中央１－３３

11711 その他 はなここくるみ 坂井市 丸岡町舟寄52-71

11712 その他 はなまる代行 坂井市 丸岡町末政11-123-2

11713 その他 バルーンショップ　ジィーズ 坂井市 三国町山王4丁目4-29

11714 その他 バルーンショップジィーズ 坂井市 三国町山王4-4-29

11715 その他 ハルエ機工有限会社 坂井市 春江町中筋42－3－1

11716 その他 はるえ東ファミリー歯科 坂井市 春江町中筋100-47-1

11717 その他 ぱんだ不動産(株) 坂井市 坂井市春江町江留中16-30

11718 その他 ビチ・プリモ・パッソ合同会社 坂井市 春江町取次取次４－２

11719 その他 ひまわり整骨院 坂井市 春江町大牧2-12-55

11720 その他 ピュアアイライン 坂井市 春江町いちい野706

11721 その他 ビューティークリニーク　Amareアマー 坂井市 春江町為国21-3-13

11722 その他 ビューティサロン癒しの悠・悠 坂井市 三国町滝谷第60号18-4

11723 その他 フェビオンコスメティックスサロン 坂井市 丸岡町東陽2丁目4　パレマルトー101

11724 その他 フクアミ染工 坂井市 春江町中庄５－１

11725 その他 フクケン工業株式会社 坂井市 丸岡町篠岡23-3

11726 その他 ふじい歯科クリニック 坂井市 丸岡町東陽２丁目44-1

11727 その他 プレステージ 坂井市 坂井町上兵庫58-1-1

11728 その他 フロンティアテックス株式会社 坂井市 丸岡町坪江3-6

11729 その他 ベジフル 坂井市 丸岡町四ツ谷7-6-1

11730 その他 ベストパートナーズ税理士法人　木下事 坂井市 三国町水居１２－１－１

11731 その他 ベネフィットツール株式会社 坂井市 丸岡町里丸岡1丁目119番地

11732 その他 ボアサロン京子 坂井市 丸岡町山口54-19

11733 その他 ほっこりAOZORA 坂井市 坂井市春江町中筋16-10-2

11734 その他 ホルミシス健康ハウス　つだ 坂井市 三国町神明1-1-11

11735 その他 ほんめい整骨院 坂井市 坂井町高柳63-1

11736 その他 まきだ建築 坂井市 丸岡町南横地17-3-1

11737 その他 マサキ自動車 坂井市 丸岡町玄女３５－２

11738 その他 マツケン工業株式会社 坂井市 丸岡町朝陽２－１０５

11739 その他 まな運転代行 坂井市 春江町西太郎丸5-52-1

11740 その他 マノア（株） 坂井市 春江町西長田18-59

11741 その他 まめだ歯科医院 坂井市 春江町為国22-6-38

11742 その他 まるおかデイサービスセンター 坂井市 丸岡町八ケ郷２３－１９－３

11743 その他 まるや 坂井市 三国町三国東三丁目4番6号
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11744 その他 みくに園 坂井市 三国町南本町3-2-10

11745 その他 みくに小林タクシー 坂井市 三国町米納津11-9-1

11746 その他 みすず写真 坂井市 丸岡町霞町1-57

11747 その他 みつけ不動産 坂井市 春江町随応寺中央113

11748 その他 ミラクル運転代行 坂井市 坂井市春江町西太郎丸１６ー３１ー４

11749 その他 みるくるーむ 坂井市 坂井市丸岡町一本田中３４－５４－２

11750 その他 メディカルカイロSEED 坂井市 坂井市春江町江留下30-4

11751 その他 もみつぼ5　春江店 坂井市 春江町江留中３８－５

11752 その他 もみつぼ5　福井丸岡店 坂井市 丸岡町一本田中32-27-1

11753 その他 ヤマシン建設㈱ 坂井市 三国町宿1-2-16

11754 その他 ゆりデイサービスセンター 坂井市 春江町本堂27-1-1

11755 その他 ゆりの里公園 坂井市 春江町石塚２１－２－３

11756 その他 ヨシタカ繊工 坂井市 丸岡町上安田18-47-2

11757 その他 よろづやすてっち 坂井市 丸岡町西瓜屋３－１３

11758 その他 ライトアームズ株式会社 坂井市 丸岡町下安田22-13-12

11759 その他 ラボネットセンター 坂井市 丸岡町小黒64-6

11760 その他 ランド測量設計株式会社 坂井市 春江町大牧11-40-2

11761 その他 リハビリ施設 陽和縁 坂井市 春江町西長田40-46

11762 その他 リハビリ施設 陽和縁 坂井市 坂井町上兵庫60-27

11763 その他 リンダ 坂井市 春江町大牧13-6

11764 その他 レディースショップエリス 坂井市 丸岡町本町1-4

11765 その他 わかさ総合調査事務所 坂井市 坂井町東荒井43-28

11766 その他 阿部歯科医院 坂井市 三国町緑ヶ丘４-20-21

11767 その他 愛犬の美容室　ポチ 坂井市 春江町随応寺23-11-7

11768 その他 安田屋モータース 坂井市 丸岡町下安田14-35

11769 その他 伊藤交通 坂井市 坂井町島９号８番地

11770 その他 伊野魚問屋 坂井市 三国町つつじヶ丘3-6

11771 その他 井関タクシー 坂井市 丸岡町寄永2-16

11772 その他 井上商事株式会社　福井 丸岡工場 坂井市 丸岡町舟寄1-10-1

11773 その他 井上商事株式会社　福井 坂井工場 坂井市 坂井町宮領8-4

11774 その他 一般社団法人Compath 坂井市 福井県坂井市三国町安島64-1-166 東尋坊交流センター201

11775 その他 一般社団法人ＤＭＯさかい観光局 坂井市 三国町安島64-1-166　東尋坊観光交流センター2階

11776 その他 一般社団法人クリクラ北陸 坂井市 丸岡町猪爪6-23

11777 その他 一般社団法人福井県交通安全協会事業部 坂井市 春江町針原58-10

11778 その他 一般社団法人福井県情報システム工業会 坂井市 丸岡町熊堂３－７－１－１６ 福井県産業情報センタービル

11779 その他 栄土建 坂井市 丸岡町八ツ口49-15

11780 その他 益茂証券株式会社　坂井支店 坂井市 春江町随応寺東35

11781 その他 越前松島水族館内　わくわく体験ハウス 坂井市 三国町崎７４－２

11782 その他 越前竹人形の里 坂井市 上久米田６３－１

11783 その他 塩野フィネス株式会社　福井事業所 坂井市 坂井市三国町米納津49字浜割156-1

11784 その他 下園自動車工業（有） 坂井市 春江町境27-47-1

11785 その他 家ｉｅ工房丸岡店 坂井市 丸岡町一本田５－５７

11786 その他 菓子処　涛花堂 坂井市 三国町南本町1－1－48

11787 その他 霞歯科クリニック 坂井市 丸岡町御幸1丁目34番地

11788 その他 介護センター　こもれびの郷 坂井市 春江町本堂23-21

11789 その他 介護センター　はなさき 坂井市 丸岡町一本田33-14

11790 その他 介護タクシ青い鳥 坂井市 坂井町上関43-52

11791 その他 介護老人保健施設 坂井ケアセンター 坂井市 坂井町折戸1-58

11792 その他 海津屋交通 坂井市 春江町田端34-1-7

11793 その他 楽天生命保険株式会社代理店 坂井市 丸岡町高柳17-33

11794 その他 株式会社　BIDAI 坂井市 春江町高江2-1-68

11795 その他 株式会社　エム・ティー産業 坂井市 丸岡町磯部新保9-1-25

11796 その他 株式会社　クシヤ開発 坂井市 丸岡町一本田中29-5-1　プラザクシヤビル2階

11797 その他 株式会社　ショーセイ 坂井市 春江町江留上錦20番

11798 その他 株式会社　テクノエース 坂井市 坂井町田島4-1-11

11799 その他 株式会社　ハルエ自動車 坂井市 春江町中筋7号16番地

11800 その他 株式会社　フィッシュパス 坂井市 丸岡町熊堂3-7-1-16

11801 その他 株式会社　ベストアグリフーズ 坂井市 坂井町御油田39-202

11802 その他 株式会社　ホクエツ北陸 福井営業所 坂井市 丸岡町八ｹ郷8-16

11803 その他 株式会社　ワークフロンティア 坂井市 丸岡町磯部新保4-10

11804 その他 株式会社　伊藤工務店 坂井市 坂井町下新庄1-30

11805 その他 株式会社　奥村企画 坂井市 丸岡町御幸１丁目１１０番地

11806 その他 株式会社　奥村石油 坂井市 丸岡町末政４－９１

11807 その他 株式会社　輝工業 坂井市 丸岡町高柳2-13-8

11808 その他 株式会社　吉勝重建　丸岡本店 坂井市 丸岡町長畝75-18-1

11809 その他 株式会社　協同 坂井市 丸岡町八ケ郷26-14-1
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11810 その他 株式会社　光　翔 坂井市 春江町江留上新町3ホープテラスL室

11811 その他 株式会社　高橋組 坂井市 三国町米納津23-2

11812 その他 株式会社　佐藤土建 坂井市 坂井町徳分田16-1

11813 その他 株式会社　坂 本 土 建 坂井市 春江町中筋高田60番地

11814 その他 株式会社　三星 坂井市 春江町江留中39-4-1

11815 その他 株式会社　進士鐵工 坂井市 春江町正蓮花18-41

11816 その他 株式会社　水野硝子店 坂井市 春江町針原70-4

11817 その他 株式会社　西陣 坂井市 三国町緑ケ丘四丁目１５－３５

11818 その他 株式会社　西川土木 坂井市 春江町正蓮花4-17-1

11819 その他 株式会社　早﨑商店 坂井市 三国町加戸123-1

11820 その他 株式会社　相互トラベル 坂井市 春江町随応寺16-11

11821 その他 株式会社　村井 福井本社 坂井市 坂井町福島9字表中道1-1

11822 その他 株式会社　大志工業 坂井市 丸岡町一本田福所12-37-1

11823 その他 株式会社　半澤組 坂井市 三国町三国東六丁目５番１３号

11824 その他 株式会社　平井整経 坂井市 坂井市丸岡町磯部島3-8-1

11825 その他 株式会社　豊岡工務店 坂井市 春江町為国西の宮13-2

11826 その他 株式会社　明和工業 坂井市 春江町中庄第43号4番地10

11827 その他 株式会社　矢野商店 本社工場 坂井市 丸岡町栄１丁目610

11828 その他 株式会社　林自工 坂井市 坂井町若宮19-12-1

11829 その他 株式会社Ｇ・Ｐ・エンジニアリング 坂井市 坂井町福島9-1-1

11830 その他 株式会社ＨＯＰＥ 坂井市 坂井町宮領５１－２４

11831 その他 株式会社Ｍ＆Ｔ 坂井市 坂井市春江町藤鷲塚第2号3番地5

11832 その他 株式会社ＮＥＷＳＴＡＲ　ＪＡＰＡＮ 坂井市 春江町境上町12-6

11833 その他 株式会社ＳＫ企画 坂井市 三国町神明二丁目3-25

11834 その他 株式会社SUN・サン 坂井市 丸岡町猪爪6-23

11835 その他 株式会社Ｔ’ｌｉｎｅ 坂井市 春江町江留上日の出1-11

11836 その他 株式会社UCMインターナショナル 坂井市 三国町楽円40-1

11837 その他 株式会社ZERO建装 坂井市 丸岡町一本田12-2

11838 その他 株式会社アースシールド 事務所 坂井市 春江町金剛寺3-1-2

11839 その他 株式会社アールイージー 坂井市 坂井町東中野12－6－27

11840 その他 株式会社アイエス 坂井市 坂井市三国町三国東3-1-2

11841 その他 株式会社アグリフーズ福井 坂井市 丸岡町四ツ柳9-3-3

11842 その他 株式会社あどこれ 坂井市 春江町江留上昭和113-1

11843 その他 株式会社アルテリーベ 坂井市 春江町藤鷲塚37-15-1

11844 その他 株式会社いくのや 坂井市 三国町北本町２丁目４番６号

11845 その他 株式会社イワタグループ 坂井市 丸岡町今福11-36

11846 その他 株式会社エイト工業 坂井市 丸岡町羽崎28-28

11847 その他 株式会社エリカ　オプチカル 坂井市 丸岡町内田15-9-1

11848 その他 株式会社ガイアアシスト 坂井市 丸岡町猪爪7-107

11849 その他 株式会社カケヒ 坂井市 丸岡町上金屋11-13

11850 その他 株式会社クシヤ開発 坂井市 丸岡町一本田中29-5-1

11851 その他 株式会社グリーンシェルター 坂井市 丸岡町小黒７０－６－１

11852 その他 株式会社クリーンリース 坂井市 丸岡町一本田中34-50

11853 その他 株式会社さかい旅行 坂井市 三国町池見１１０－１２－２

11854 その他 株式会社サンライズ 坂井市 春江町中庄５５－３６－１

11855 その他 株式会社ジー・アイ・システム 坂井市 坂井町宮領５８－２０－３

11856 その他 株式会社シー・シー・ユー 坂井市 丸岡町熊堂３－１－６－７

11857 その他 株式会社ショーセイ 坂井市 春江町江留上新町186

11858 その他 株式会社セイカ食品 坂井市 丸岡町南横地２－３３

11859 その他 株式会社ダイムコーポレーション 坂井市 春江町江留中37-10

11860 その他 株式会社タイムトラベル 坂井市 丸岡町西里丸岡10-18

11861 その他 株式会社タカラヤ写真館 坂井市 春江町江留下高道42-1

11862 その他 株式会社ツカダ物流 坂井市 坂井町福島31-57

11863 その他 株式会社ティーディメンド 坂井市 春江町寄安10-40-3

11864 その他 株式会社デューディリジェンス＆マネジ 坂井市 坂井市丸岡町本町４－６７

11865 その他 株式会社ナカガワ　本社事務所 坂井市 丸岡町熊堂３－８－１－９

11866 その他 株式会社ナカスジオートパーツ 坂井市 春江町中筋高田１－２

11867 その他 株式会社ナカテック 坂井市 春江町藤鷲塚37-9

11868 その他 株式会社ナルカ建設 坂井市 丸岡町上久米田29-12-3

11869 その他 株式会社ノサカテック 坂井市 丸岡町下久米田8-20

11870 その他 株式会社パイプラント 坂井市 春江町藤鷲塚37-18

11871 その他 株式会社パウダーバンクジャパン 坂井市 丸岡町霞町3-19-2

11872 その他 株式会社ハッピートラベル 坂井市 春江町随応寺23-11-1

11873 その他 株式会社ピュアプラス 坂井市 丸岡町熊堂第3-7-1-16 ソフトパークふくい　福井県産業情報センタービル 6F

11874 その他 株式会社ベースルーフＡＳＫ 坂井市 三国町陣ヶ岡8-1-50

11875 その他 株式会社マルヤテキスタイル 坂井市 春江町金剛寺1-3-2

180 ページ



No. 業種 施設・店舗名 住所

11876 その他 株式会社ミナミプランテック　事務所 坂井市 丸岡町一本田福所26-3-1

11877 その他 株式会社ユーキュービック 坂井市 坂井町東中野13-11-10

11878 その他 株式会社ユティック 坂井市 春江町田端2-29-1

11879 その他 株式会社リサイクルパーク 坂井市 坂井市春江町江留上昭和89番地

11880 その他 株式会社ルネッサ 坂井市 三国町新保97-9-18

11881 その他 株式会社レディースマルオカ 坂井市 丸岡町寅国12-1

11882 その他 株式会社レンタルのツダ 坂井市 丸岡町下安田7-5-3

11883 その他 株式会社ローズ・サプライ 坂井市 丸岡町下安田22-16-3

11884 その他 株式会社ロン・リバイス　福井事業所 坂井市 春江町田端34-20

11885 その他 株式会社ワタナベ印刷 坂井市 春江町江留上錦65

11886 その他 株式会社永尚 坂井市 春江町西長田34－18

11887 その他 株式会社岡本工業 坂井市 春江町江留中38-12

11888 その他 株式会社吉田テキスタイル 坂井市 春江町石塚31-1

11889 その他 株式会社吉島組 坂井市 三国町石丸32-12

11890 その他 株式会社共立不動産 坂井市 丸岡町本町2-23

11891 その他 株式会社元井建設工業 坂井市 丸岡町下久米田4-23-2

11892 その他 株式会社荒井正直堂 坂井市 春江町江留下31-3

11893 その他 株式会社高橋機工 坂井市 春江町藤鷲塚15-17

11894 その他 株式会社三和商会 坂井市 三国町南本町1-2-51

11895 その他 株式会社児玉看板店 坂井市 丸岡町玄女21-12-1

11896 その他 株式会社小杉デザイン事務所 坂井市 丸岡町西瓜屋7-7-1

11897 その他 株式会社松川レピヤン 坂井市 丸岡町内田15-7

11898 その他 株式会社松本板金工作所 坂井市 丸岡町

11899 その他 株式会社水井 坂井市 春江町田端

11900 その他 株式会社水上プリント工業 坂井市 坂井町上新庄38-20

11901 その他 株式会社正友工業 坂井市 丸岡町末政12-112-4

11902 その他 株式会社聖 坂井市 丸岡町本町4-30

11903 その他 株式会社斉藤重一建築 坂井市 三国町池見20-1-1

11904 その他 株式会社石丸ハウスセンター 坂井市 三国町山王4-5-31

11905 その他 株式会社増田医科器械　福井営業所 坂井市 丸岡町小黒第73号5番1

11906 その他 株式会社増田工業 坂井市 春江町江留上昭和101

11907 その他 株式会社大谷砕石 坂井市 丸岡町上久米田29-10

11908 その他 株式会社池五 坂井市 三国町新保34字1-13-3

11909 その他 株式会社竹山建設 坂井市 丸岡町一本田中31-18-1

11910 その他 株式会社長田工業所 坂井市 春江町西長田41-1-1

11911 その他 株式会社坪田電工 坂井市 丸岡町磯部新保4-20-1

11912 その他 株式会社東洋アライアンス 坂井市 坂井町若宮4-1-2

11913 その他 株式会社藤井造園 坂井市 丸岡町安田新13-1-1

11914 その他 株式会社八木熊　福井工場 坂井市 坂井町定旨１字柳指４８－２

11915 その他 株式会社福井銀行 丸岡支店 坂井市 丸岡町谷町２丁目１３番地

11916 その他 株式会社福井銀行 坂井町支店 坂井市 坂井町新庄３丁目１０３番地

11917 その他 株式会社福井銀行 三国支店 坂井市 三国町覚善第５号２８番地１

11918 その他 株式会社福井銀行 春江支店 坂井市 春江町江留上中央４番地の１３

11919 その他 株式会社福井銀行 春江西出張所 坂井市 春江町江留下高道３番地

11920 その他 株式会社福織商会 坂井市 丸岡町北横地1-20

11921 その他 株式会社福邦銀行 丸岡支店 坂井市 丸岡町本町2丁目13番地

11922 その他 株式会社福邦銀行 春江支店 坂井市 春江町為国第21号3番地9

11923 その他 株式会社平成ケーワイ 坂井市 春江町針原22-14-1

11924 その他 株式会社豊岡組 坂井市 春江町江留上本町3-12

11925 その他 株式会社北陽製作所 坂井市 春江町江留上錦147

11926 その他 株式会社北陸銀行　三国支店 坂井市 三国町南本町1-2-40

11927 その他 株式会社堀江精工 坂井市 春江町沖布目２６ー１６ー５

11928 その他 株式会社明光建商坂井営業所 坂井市 坂井町新庄1丁目112

11929 その他 株式会社夕陽 坂井市 三国町錦３丁目１－２０

11930 その他 ㈱HIRO企画 坂井市 坂井町五本19-38

11931 その他 ㈱エル・ローズ　グラン・ゲート 坂井市 丸岡町南横地13-21-1

11932 その他 ㈱エル・ローズ　薔薇センター 坂井市 丸岡町下安田22-16-3

11933 その他 ㈱サワザキ仏壇店 坂井市 丸岡町高柳2-16

11934 その他 ㈱井上金庫製作所　丸岡工場 坂井市 丸岡町内田4-78-1

11935 その他 ㈱丸岡シール印刷 坂井市 丸岡町羽崎31-1-9

11936 その他 ㈱小林水道 坂井市 春江町西太郎丸16-31-3

11937 その他 苅安建築 坂井市 三国町

11938 その他 看護小規模多機能　縁の家シンシア 坂井市 坂井町下兵庫132-6-1

11939 その他 丸岡アイシー有限会社 坂井市 丸岡町下久米田4-23-2

11940 その他 丸岡タクシー 坂井市 丸岡町御幸1-54

11941 その他 丸岡横地郵便局 坂井市 丸岡町北横地１５－１
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11942 その他 丸岡霞郵便局 坂井市 丸岡町霞町１－１

11943 その他 丸岡介護タクシー 坂井市 丸岡町石上2-11

11944 その他 丸岡整骨院 坂井市 丸岡町西里丸岡11-7

11945 その他 丸岡土地開発株式会社 坂井市 丸岡町東陽1-25

11946 その他 丸岡郵便局 坂井市 丸岡町今福１２－４

11947 その他 丸幸せんい株式会社　縫製部 坂井市 春江町為国西の宮15-2

11948 その他 丸中タクシー 坂井市 丸岡町石城戸町３－6

11949 その他 丸八株式会社 坂井市 丸岡町玄女12-1

11950 その他 輝工業 坂井市 丸岡町

11951 その他 鬼形塗装 坂井市 坂井町下新庄18-13-12

11952 その他 吉政歯科・矯正歯科クリニック 坂井市 丸岡町吉政8-8-31

11953 その他 吉田造園 坂井市 坂井町田島3-2-24

11954 その他 久保田酒造合資会社 坂井市 丸岡町山久保27-45

11955 その他 宮口農園 坂井市 春江町沖布目7-17

11956 その他 宮腰機工株式会社 坂井市 坂井市坂井町下兵庫220-33-1

11957 その他 宮川内装 坂井市 三国町中央2丁目3-5セントラルビラ203

11958 その他 宮谷産業有限会社 坂井市 丸岡町巽3-101

11959 その他 宮﨑織マーク 坂井市 丸岡町西瓜屋10-18

11960 その他 居宅介護支援事業所 ケアセンターゆり 坂井市 春江町本堂27-1-1

11961 その他 協同組合春江ショッピングセンター 坂井市 春江町随応寺16-11

11962 その他 橋本機工株式会社 坂井市 三国町池上108-5

11963 その他 近山鈑金塗装 坂井市 丸岡町板倉３－２４

11964 その他 金太郎 坂井市 丸岡町一本田 弐字小深町11番地3　ピアゴ丸岡店内

11965 その他 空ＳＯＲＡタクシー 坂井市 丸岡町寄永２－３

11966 その他 桑野新聞　明新販売店　春江事務所 坂井市 春江町為国幸6-6

11967 その他 桑野新聞店株式会社 坂井市 春江町為国幸8

11968 その他 見附庭園　事務所 坂井市 丸岡町北横地５－１

11969 その他 個人事業主 坂井市 丸岡町今市11－21

11970 その他 個人事業主 坂井市 丸岡町安田新18-3

11971 その他 個人事業主 坂井市 丸岡町安田新18-3

11972 その他 個人事業主 坂井市 春江町寄安3-32-2

11973 その他 個人事業主 坂井市 丸岡町里丸岡3-102-2

11974 その他 古市株式会社 坂井市 三国町山王1-4-7

11975 その他 五月ヶ瀬本社工場 坂井市 丸岡町舟寄9-1

11976 その他 五十嵐建築 坂井市 春江町江留上47-15-6

11977 その他 五十嵐電工 坂井市 坂井町宮領37-1-6

11978 その他 御油田事業所 坂井市 坂井市坂井町御油田40-101

11979 その他 向坂内科医院 坂井市 三国町錦4-1-12

11980 その他 工保険事務所 坂井市 坂井町徳分田12-25-1

11981 その他 広域技能協同組合 坂井市 丸岡町猪爪2丁目715

11982 その他 広川整骨院 坂井市 丸岡町一本田中35-72

11983 その他 広部商店 坂井市 坂井町木部新保72-23

11984 その他 高尾事務機 坂井市 丸岡町寅国3-7

11985 その他 高椋郵便局 坂井市 丸岡町末政４－７４－１

11986 その他 合同会社中原開発　福井ショールーム 坂井市 丸岡町下久米田30-46

11987 その他 国際ペット専門学校福井 坂井市 丸岡町熊堂3-7-1-22

11988 その他 今井ライスセンター 坂井市 坂井市坂井町今井12-4

11989 その他 佐藤縫製（株） 坂井市 春江町西長田50-35-2

11990 その他 細井鉄司株式会社　春江工場 坂井市 春江町正善６字池田

11991 その他 菜の花こころのクリニック 坂井市 春江町江留下高道36-1

11992 その他 坂井ケアセンター居宅介護支援事業所 坂井市 坂井町折戸1-58

11993 その他 坂井ケア通所リハビリテーション 坂井市 坂井町折戸1-58

11994 その他 坂井市たけくらべ広場 坂井市 丸岡町山竹田94-10

11995 その他 坂井市社会福祉協議会 坂井市 坂井市坂井町下新庄18-3-1

11996 その他 坂井市商工会　丸岡支所 坂井市 坂井市丸岡町一本田第5号76番地

11997 その他 坂井市商工会　三国支所 坂井市 坂井市三国町北本町三丁目2番12号

11998 その他 坂井市商工会　春江支所 坂井市 坂井市春江町江留下相田35-1

11999 その他 坂井市商工会　本所 坂井市 坂井市坂井町下新庄第号10番地1

12000 その他 坂井訪問介護二の宮センター 坂井市 坂井町折戸1-58

12001 その他 坂井郵便局 坂井市 坂井町新庄３－１０１－１

12002 その他 三越建設工業株式会社 坂井市 三国町竹松２－１４－３

12003 その他 三兄運輸有限会社 坂井市 春江町松木6-51-1

12004 その他 三国トリコット株式会社 坂井市 春江町石塚28-3-2

12005 その他 三国マリーナ 坂井市 三国町新保42-3

12006 その他 三国交通(株)本社営業所 坂井市 坂井市三国町米納津46-54

12007 その他 三国港漁業協同組合 坂井市 三国町宿１丁目17*23
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12008 その他 三国食品株式会社 坂井市 三国町加戸123-3

12009 その他 三国食糧共販企業組合 坂井市 三国町南本町3丁目6-45

12010 その他 三国真砂郵便局 坂井市 三国町神明２－１１－１３

12011 その他 三国中元郵便局 坂井市 三国町山王２－９－３

12012 その他 三国提灯 いとや 坂井市 三国町

12013 その他 三国美建株式会社 坂井市 三国町池上21-8

12014 その他 三国郵便局 坂井市 三国町錦４－３－６４

12015 その他 三谷コンピュータ株式会社 本社 坂井市 丸岡町熊堂第3号7番地1-13

12016 その他 三國神社 坂井市 三国町山王6-2-80

12017 その他 山下土産店 坂井市 三国町安島

12018 その他 山田設備株式会社 坂井市 三国町楽円36-8

12019 その他 山本ビル 坂井市 三国東5-2-9

12020 その他 子育て支援センターゆり 坂井市 春江町本堂27-1-1

12021 その他 事務所 坂井市 坂井町木部東15-39

12022 その他 寺尾建築板金 坂井市 坂井市丸岡町新間5-4-7

12023 その他 自家用自動車協会　坂井支部 坂井市 坂井市丸岡町一本田３４－１６

12024 その他 芝政ワールド 坂井市 三国町浜地45-1

12025 その他 写真の光陽 坂井市 丸岡町西瓜屋2-18-5

12026 その他 社屋 坂井市 丸岡町熊堂3-5-5

12027 その他 社会福祉法人　つぐみ福祉会　丸岡南中 坂井市 丸岡町高瀬15-11-1

12028 その他 社会保険労務士法人　リヴル総研 坂井市 坂井市丸岡町熊堂3-7-1-19

12029 その他 就労継続支援事業所 つくしクラブ 坂井市 丸岡町羽﨑4-8-1

12030 その他 住宅型有料老人ホーム　永喜庵 坂井市 丸岡町長畝24-6

12031 その他 住友生命保険相互会社　　福井支社　北 坂井市 坂井町下新庄１６－１７－１

12032 その他 出蔵屋 坂井市 三国町安島64-1-67

12033 その他 春近染色工業株式会社 坂井市 坂井市春江町中筋39-18

12034 その他 春江貨物株式会社 坂井市 春江町江留中３５－５－１

12035 その他 春江整経 坂井市 春江町沖布目32-15-14

12036 その他 春江地所 坂井市 春江町江留上日の出6-20

12037 その他 春江中小企業センター 坂井市 春江町随応寺20-24-1

12038 その他 春江電子㈱ 坂井市 春江町江留上緑6-6

12039 その他 春江郵便局 坂井市 春江町江留下屋敷２３０

12040 その他 春日野タクシー 坂井市 春江町千歩寺33-1-7

12041 その他 小規模多機能介護施設　しんじょういこ 坂井市 坂井町上新庄52-29

12042 その他 小規模多機能型介護施設　しんじょうい 坂井市 坂井町上新庄52-29

12043 その他 小森石材 坂井市 三国町北本町2-6-75

12044 その他 小杉織物株式会社 坂井市 丸岡町猪爪5-3-1

12045 その他 小西化学工業株式会社　福井工場 坂井市 三国町テクノポート２丁目８番２号

12046 その他 小林自販 坂井市 坂井町田島5-20-12

12047 その他 小林保険 坂井市 丸岡町城北１－５６

12048 その他 松栄ホーム　春江展示場 坂井市 春江町藤鷲塚４０－２９

12049 その他 松栄建設株式会社 坂井市 春江町藤鷲塚４０－２９

12050 その他 上伏鉄工株式会社 坂井市 坂井町宮領15-12

12051 その他 伸海エンジニアリング株式会社　本社 坂井市 三国町山岸第39号50番地

12052 その他 新間建設　株式会社 坂井市 丸岡町今福11-37-1

12053 その他 新江州株式会社　北陸事業部 坂井市 春江町西長田52-11-1

12054 その他 新谷健司税理士事務所 坂井市 坂井市三国町錦2-5-30

12055 その他 新田鉄鋼 坂井市 丸岡町堀水10-10

12056 その他 新聞販売店 坂井市 春江町江留上旭13-9

12057 その他 新保郵便局 坂井市 三国町新保７－５－２

12058 その他 森瀬歯科医院 坂井市 坂井町下兵庫51-10-11

12059 その他 森藤ファーム 坂井市 春江町随応寺11-10

12060 その他 親和商事　株式会社 坂井市 丸岡町羽崎16-27

12061 その他 水上電工 坂井市 坂井町上新庄52-25

12062 その他 整体工房 坂井市 春江町為国22-15-16

12063 その他 清水歯科医院 坂井市 丸岡町西里丸岡２－３９

12064 その他 西村 坂井市 春江町高江2-1-99

12065 その他 西田工業　株式会社 坂井市 春江町針原17-13-1

12066 その他 西田歯科医院 坂井市 丸岡町羽崎12-14-10

12067 その他 西都建具 坂井市 三国町西今市17-1

12068 その他 赤坂聖苑 坂井市 丸岡町赤坂3－10

12069 その他 川口整骨院 坂井市 丸岡町寄永3-27-2

12070 その他 川端段ボール株式会社 坂井市 春江町金剛寺１－５

12071 その他 川﨑物流株式会社 本社春江倉庫 坂井市 春江町西太郎丸第21号1番地

12072 その他 浅見株式会社福井工場 坂井市 春江町江留上昭和135

12073 その他 前川美装 坂井市 春江町江留下相田115-3
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12074 その他 前田電工株式会社 坂井市 丸岡町一本田福所20-3-1

12075 その他 創樹株式会社 坂井市 丸岡町千田20-13

12076 その他 村中工業 坂井市 丸岡町里丸岡3-119-2

12077 その他 代官山斎苑 坂井市 三国町池上第８７号１７番地

12078 その他 大関郵便局 坂井市 坂井町大味３０－１９－２

12079 その他 大崎電設 坂井市 坂井市坂井町田島4-65-11

12080 その他 大石郵便局 坂井市 春江町上小森６－１－１

12081 その他 第一テッコウ商事株式会社 春江工場 坂井市 坂井市春江町西長田39-35

12082 その他 第一ビニール株式会社 坂井市 春江町江留中37-10

12083 その他 第一生命保険株式会社　福井支社　丸岡 坂井市 丸岡町羽崎16-19-1 Kテナントビル２F

12084 その他 第一生命保険株式会社　福井支社　三国 坂井市 三国町覚善2-38-1

12085 その他 第一生命保険株式会社　福井支社　春江 坂井市 春江町江留下相田34-2

12086 その他 鷹運転代行 坂井市 春江町中筋6 10 1

12087 その他 瀧澤工業 坂井市 坂井市春江町中筋三ツ屋811

12088 その他 脱毛サロン　エピノン春江店 坂井市 坂井市春江町江留中38-5

12089 その他 谷口　怜空音 坂井市 春江町いちい野北701番地パセオ有里201

12090 その他 地域密着型介護老人福祉施設 ケアセン 坂井市 春江町本堂27-1-1

12091 その他 地域密着型介護老人福祉施設　生喜庵 坂井市 丸岡町長畝16-3-1

12092 その他 池田合同会社 坂井市 春江町本堂22-1-5

12093 その他 竹田簡易郵便局 坂井市 丸岡町山口56-24-1

12094 その他 竹野建設株式会社 坂井市 丸岡町南横地９－１１

12095 その他 竹林土木 坂井市 丸岡町西瓜屋15-6-9

12096 その他 中山機工株式会社 坂井市 春江町田端36-6

12097 その他 中谷ビル 坂井市 丸岡町西里丸岡10-11

12098 その他 中津盛穂土地家屋調査士事務所 坂井市 坂井町新庄1-201

12099 その他 中保険事務所 坂井市 丸岡町西瓜屋4-24-12

12100 その他 長屋縫製 坂井市 坂井市春江町為国中4-7
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12101 その他 長瀬フィルター株式会社　福井事業所 坂井市 三国町米納津49字111-2

12102 その他 長畝簡易郵便局 坂井市 丸岡町長畝86-2

12103 その他 長谷川造園 株式会社 坂井市 春江町大針８-２３

12104 その他 長谷川造園　株式会社 坂井市 春江町8-23

12105 その他 津田レース株式会社 坂井市 丸岡町儀間２３－１４

12106 その他 津田レース株式会社　営業所 坂井市 丸岡町儀間23-14

12107 その他 津田レース株式会社　本社 坂井市 丸岡町谷町2-2

12108 その他 辻　電気工事 坂井市 丸岡町玄女３２－３

12109 その他 辻村機械 坂井市 丸岡町安田新20-1

12110 その他 坪金商事株式会社 坂井市 坂井町下兵庫299-1

12111 その他 坪金織物株式会社 坂井市 坂井町下兵庫299-1

12112 その他 坪田商会 坂井市 坂井市春江町江留上昭和50

12113 その他 坪田織マーク工場 坂井市 春江町田端26-48

12114 その他 釣部織ネーム株式会社 坂井市 丸岡町朝陽1-112

12115 その他 田口建築板金 坂井市 春江町西太郎丸18-13-12

12116 その他 田中歯科医院 坂井市 三国町錦3丁目3-16

12117 その他 田島司法書士事務所 坂井市 春江町江留上昭和１番地９

12118 その他 田嶋興業 坂井市 春江町中筋大手74

12119 その他 渡辺 坂井市 丸岡町高柳17ー33

12120 その他 都筑眼科医院 坂井市 坂井市丸岡町巽町1丁目17番地

12121 その他 島崎歯科医院 坂井市 春江町西長田４０－４５－３

12122 その他 島田整骨院 坂井市 春江町針原21-36

12123 その他 東十郷接骨院 坂井市 坂井町長畑１１－１４－１

12124 その他 東尋坊WORKCAMP 坂井市 三国町安島64-1-166　東尋坊観光交流センター２Ｆ

12125 その他 東尋坊観光案内所 坂井市 三国町安島64-1-166　東尋坊観光交流センター

12126 その他 東尋坊観光遊覧船株式会社 坂井市 三国町安島64-1

12127 その他 東洋染工株式会社 坂井市 春江町田端43-15

12128 その他 藤田織物 坂井市 福井県坂井市坂井町宮領42-32

12129 その他 藤野金物店 坂井市 三国町山王4丁目5-2

12130 その他 徳増歯科医院 坂井市 丸岡町西瓜屋2-12-1

12131 その他 特別養護老人ホーム　白楽荘 坂井市 三国町梶49-18

12132 その他 内田自動車(有) 坂井市 三国町黒目19-2-9

12133 その他 南春江郵便局 坂井市 春江町江留上中央１－３２

12134 その他 南部鉄工所 坂井市 坂井町下新庄5-69-1

12135 その他 日光産業㈱坂井支店 坂井市 丸岡町羽崎12-13-4

12136 その他 日東開発 株式会社 坂井市 坂井市三国町南本町３丁目３－２３

12137 その他 日本エコカ工業株式会社 坂井市 三国町新保97字港20番地

12138 その他 日本トラベルエンタープライズ 坂井市 春江町江留下屋敷99

12139 その他 日本海産業株式会社 坂井市 春江町藤鷲塚37-9

12140 その他 日野電子株式会社 坂井市 丸岡町熊堂3-6-8

12141 その他 農事組合法人　大川あぐり 坂井市 丸岡町四ツ柳9-3-3

12142 その他 売ッチャリ買ッチャリしろぼしさかい店 坂井市 春江町江留中37-8

12143 その他 白崎流通サポート株式会社 坂井市 丸岡町長畝75字1番1号

12144 その他 白雪姫（こゆき） 坂井市 三国町覚善13-40-35

12145 その他 畑歯科医院 坂井市 三国町北本町4-1-13

12146 その他 八幡神社 坂井市 春江町江留上本町32-7-1

12147 その他 樋村保険代理店 坂井市 春江町中庄1-1-8

12148 その他 美one 坂井市 春江町藤鷲塚36-23-3

12149 その他 美健 針原 坂井市 春江町針原21-36

12150 その他 美肌脱毛専門店Embellir 坂井市 春江町中庄57-54-1

12151 その他 美容鍼灸サロン　　ビナシス 坂井市 三国町池上62-12

12152 その他 美容鍼灸サロン ビナシス 坂井市 三国町池上62-12

12153 その他 氷川神社 坂井市 三国町北本町一丁目４ー３０

12154 その他 浜四郷郵便局 坂井市 三国町下野５７－３５－１

12155 その他 福井エコグリーン株式会社 坂井市 丸岡町山崎三ヶ３４－１２

12156 その他 福井カーテンレース産業協同組合 坂井市 春江町松木2-1

12157 その他 福井システムズ株式会社 坂井市 丸岡町熊堂第３号２番地２２－５

12158 その他 福井ダイハツ　春江店 坂井市 春江町江留中３７－２－１

12159 その他 福井バス株式会社本社営業所 坂井市 春江町本堂27-43-6

12160 その他 福井ヨドコウ㈱ 坂井市 三国町新保97-30

12161 その他 福井県安全運転学校 坂井市 春江町針原58-10

12162 その他 福井県医療福祉専門学校　別館 坂井市 丸岡町熊堂3-1-7

12163 その他 福井県基準寝具株式会社　第三工場 坂井市 坂井市春江町田端3字1-1

12164 その他 福井県総合グリーンセンター 坂井市 丸岡町楽間１５

12165 その他 福井県造園業協同組合 坂井市 丸岡町楽間15-27-1

12166 その他 福井県農業機械商業協同組合 坂井市 丸岡町熊堂第3号7番地
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12167 その他 福井県民生活協同組合　総合物流セン 坂井市 丸岡町小黒74字2番地1

12168 その他 福井県労働条件管理協会 坂井市 坂井市丸岡町城北3-42

12169 その他 福井信用金庫 横地支店 坂井市 丸岡町北横地５－４４

12170 その他 福井信用金庫 丸岡営業部 坂井市 丸岡町西里丸岡１０－１５

12171 その他 福井信用金庫 坂井支店 坂井市 坂井町長畑２８－１

12172 その他 福井信用金庫 三国営業部 坂井市 三国町南本町３丁目５－３５

12173 その他 福井信用金庫 春江中央支店 坂井市 春江町江留下宇和江３８

12174 その他 福井信用金庫 雄島支店 坂井市 三国町宿２丁目４－１

12175 その他 福井新聞坂井販売店 坂井市 下新庄１２－１１－１

12176 その他 福井倉庫株式会社坂井営業所 坂井市 坂井町宮領８字３－３

12177 その他 福井日産自動車株式会社 坂井店 坂井市 坂井町上兵庫４１－１－１

12178 その他 兵庫建設株式会社 坂井市 坂井町上兵庫44-10-1

12179 その他 兵庫郵便局 坂井市 坂井町下兵庫２９９－１８－３

12180 その他 平野写真館 坂井市 三国町北本町3-4-37

12181 その他 米納津事務所 坂井市 春江町随応寺22-33-3

12182 その他 保険と家計の相談室 坂井市 春江町随応寺アルプラザ・アミ１Ｆ

12183 その他 宝石貴金属　寺九 坂井市 坂井市春江町いちい野中央610

12184 その他 訪問サービス生喜庵 坂井市 丸岡町長畝16-3-1

12185 その他 北山設備株式会社 坂井市 丸岡町末政4-190

12186 その他 北出建築板金工業所 坂井市 春江町江留上緑1-2

12187 その他 北農園 坂井市 三国町油屋1-18

12188 その他 北陸ビルサービス株式会社 坂井市 三国町三国東3丁目1番26号

12189 その他 北陸マシナリー有限会社　春江工場 坂井市 福井県坂井市春江町高江5-26

12190 その他 北陸マシナリー有限会社　本社 坂井市 坂井町下兵庫251-1-1

12191 その他 北陸マシナリー有限会社 本社：事務所 坂井市 坂井町下兵庫251-1-1

12192 その他 北陸ワコール縫製株式会社 坂井市 坂井市坂井町下兵庫254字新八反田31番1

12193 その他 北陸精染株式会社 坂井市 坂井市春江町田端2－34

12194 その他 本堂歯科 坂井市 三国町三国東７丁目２－１４

12195 その他 末政建設株式会社 坂井市 丸岡町末政10-8-2

12196 その他 末廣農園 坂井市 丸岡町末政5－76

12197 その他 民族音楽屋ココペリ 坂井市 三国町北本町4-1-21

12198 その他 鳴鹿簡易郵便局 坂井市 丸岡町新鳴鹿3丁目100

12199 その他 木下工業株式会社 坂井市 春江町辻2-5-1

12200 その他 木部郵便局 坂井市 坂井町高柳６３－１

12201 その他 野原商事本社営業所 坂井市 春江町沖布目37-5

12202 その他 柳澤ウーベン・ラベル(株) 坂井市 丸岡町荒町

12203 その他 有限会社　コウシン 坂井市 春江町大針8-10

12204 その他 有限会社　さかい 坂井市 春江町境27-55-1

12205 その他 有限会社　スハラ美工 坂井市 三国町米ケ脇４－１－３５

12206 その他 有限会社　ソーマップ 坂井市 春江町江留上錦99リージェントオン・ザ・パーク202

12207 その他 有限会社　トマト 坂井市 丸岡町長畝75-17-1

12208 その他 有限会社　ミナミ工務店 坂井市 三国町石丸28-19

12209 その他 有限会社　仁栄工建 坂井市 春江町江留上日の出6-34

12210 その他 有限会社　仁栄工建　本社 坂井市 春江町江留上日の出6-34

12211 その他 有限会社　村田石材店 坂井市 三国町汐見3-11-10

12212 その他 有限会社　大関電設 坂井市 坂井町若宮15-9-5

12213 その他 有限会社 白山建具センター 坂井市 丸岡町北横地3－2

12214 その他 有限会社　名和 坂井市 三国町三国東1丁目6-17

12215 その他 有限会社　澤田会計 坂井市 丸岡町一本田中34-84

12216 その他 有限会社　髙橋金型製作所 本社工場 坂井市 坂井町大味１０－１１－３

12217 その他 有限会社Riko開発 坂井市 春江町江留上昭和34

12218 その他 有限会社ZENSHIN 坂井市 三国町黒目22号50番地16

12219 その他 有限会社いろはソーイング 坂井市 丸岡町羽崎14－22－6

12220 その他 有限会社エスエスデ　事務所 坂井市 三国町南本町2－1－29

12221 その他 有限会社カド 坂井市 坂井町宮領42-7

12222 その他 有限会社キタガワ 坂井市 丸岡町今福11-33

12223 その他 有限会社キャピタル 坂井市 坂井市春江町江留中16-30

12224 その他 有限会社クールペイント 坂井市 丸岡町玄女14-18-1

12225 その他 有限会社コムネット 坂井市 春江町江留上緑２８

12226 その他 有限会社サバス 坂井市 坂井町福島43-3

12227 その他 有限会社サワダ 坂井市 丸岡町新九頭竜２丁目１２８－１

12228 その他 有限会社サンテ 坂井市 坂井町五本３－１５

12229 その他 有限会社スターフーズ 坂井市 三国町楽円１８ー３

12230 その他 有限会社せきや水道社 坂井市 春江町江留上本町8

12231 その他 有限会社つじ設備 坂井市 三国町楽円53-21-1

12232 その他 有限会社トミー化学 坂井市 春江町針原４－８
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12233 その他 有限会社トミー化学　第二工場 坂井市 春江町針原4-8

12234 その他 有限会社ミズノ金型製作所 坂井市 丸岡町熊堂3-1-26-2

12235 その他 有限会社ヨネムラ土木 坂井市 坂井町宮領50-22-2

12236 その他 有限会社加藤印刷 坂井市 三国町緑ヶ丘4-5-17

12237 その他 有限会社海道建築 坂井市 福井県坂井市丸岡町一本田中36番地

12238 その他 有限会社橋本土建 坂井市 三国町池上23-4-6

12239 その他 有限会社後藤塗装 坂井市 春江町中筋三ツ屋801

12240 その他 有限会社国際建築文化サービス　建築設 坂井市 丸岡町一本田35-38

12241 その他 有限会社坂本硝子 坂井市 三国町神明１丁目１番13号

12242 その他 有限会社春江クリーン社 坂井市 春江町針原56-4-5

12243 その他 有限会社小島飼料店 坂井市 丸岡町南横地6-54-2

12244 その他 有限会社小林設備 坂井市 春江町中庄５９－１０－３

12245 その他 有限会社瀬戸生花 坂井市 坂井町長屋70-3

12246 その他 有限会社石谷電機 坂井市 三国町緑ヶ丘2丁目1-51

12247 その他 有限会社内山 坂井市 春江町江留上日の出46-19-1

12248 その他 有限会社南造園 坂井市 三国町川崎125-1-1

12249 その他 有限会社福井ライフ損害保険 坂井市 春江町江留上昭和１１３－７

12250 その他 有限会社福井新聞三国北販売店 坂井市 三国町運動公園2-1-7

12251 その他 有限会社北山組 坂井市 丸岡町朝陽1-105

12252 その他 有限会社北精工 坂井市 丸岡町新間1－32

12253 その他 雄島郵便局 坂井市 三国町安島２７－６５－２

12254 その他 陽だまり舎介護サービス㈱ 坂井市 丸岡町羽崎31-2-5

12255 その他 理学療法士のデイサービス　PEP 坂井市 丸岡町霞町4-40-1

12256 その他 立成建設（株） 坂井市 春江町西長田47-25-1

12257 その他 竜田タクシー 坂井市 春江町上小森1-6-15

12258 その他 龍宮写真館 坂井市 坂井町下関19-10

12259 その他 旅行代理店   旅美人 坂井市 三国町安島1

12260 その他 嶺北酒販協同組合 坂井市 三国町北本町1丁目3-15

12261 その他 鈴木加工所 坂井市 丸岡町玄女14-10-3

12262 その他 和楽 坂井市 丸岡町友末１１－１５
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12263 その他 和田写真館 坂井市 丸岡町西瓜屋15-4

12264 その他 國神神社 坂井市 丸岡町石城戸町１－２

12265 その他 櫻川ポンプ製作所 福井事業所 坂井市 三国町テクノポート2-5-5

12266 その他 淺井保険代理店 坂井市 春江町本堂22-9-3ハイムビスターリC-2

12267 その他 筧左官 坂井市 春江町中筋北浦38

12268 その他 (有)竹島自動車 永平寺町 永平寺町花谷8-15-2

12269 その他 (株)青木土木 永平寺町 諏訪間1-1-1

12270 その他 (株)青木土木 永平寺町 東古市12-16

12271 その他 (有)平林商事 永平寺町 松岡志比堺25-319

12272 その他 DOG SCHOOL MANA 永平寺町 松岡上吉野58-13

12273 その他 E-link 永平寺町 松岡春日2-98

12274 その他 ＪＡ福井県　永平寺営農施設センター 永平寺町 諏訪間47-27-1

12275 その他 ＪＡ福井県　永平寺支店 永平寺町 諏訪間47-27-1

12276 その他 ＪＡ福井県　永平寺特産物加工所 永平寺町 山王26-71

12277 その他 ＪＡ福井県　永平寺農機具センター 永平寺町 諏訪間47-27-1

12278 その他 NPO法人かさじぞう 永平寺町 松岡春日2-112

12279 その他 office NORTH FIELD 永平寺町 永平寺町松岡学園705

12280 その他 Shop　Genjiro 永平寺町 松岡春日2丁目4-1

12281 その他 SP-7 DESIGN 永平寺町 飯島21-31-2

12282 その他 Threeplus協同組合 永平寺町 東古市2-23-1

12283 その他 Y’s Apartments Square 永平寺町 松岡室18-7-2

12284 その他 YKサービス 永平寺町 牧福島20-4-3

12285 その他 YKプロジェクト 永平寺町 永平寺町松岡兼定島25-27

12286 その他 Zen 永平寺町 福井県吉田郡永平寺町松岡薬師2-92

12287 その他 あおき整骨院 永平寺町 永平寺町松岡室28-22-13

12288 その他 青木モータース(株) 永平寺町 松岡椚57-13-3

12289 その他 アオキ総合保険 永平寺町 松岡松ヶ原4-413

12290 その他 青山ハ－プ株式会社 永平寺町 松岡吉野堺15-62-1

12291 その他 アスカまつむらでんき 永平寺町 永平寺町鳴鹿山鹿18-10-1

12292 その他 アルソアfine 永平寺町 松岡室

12293 その他 アルファ技研(株) 永平寺町 松岡室28-9

12294 その他 イーグル設計(株) 永平寺町 永平寺町花谷11-15

12295 その他 いちごデイセンター松岡 永平寺町 松岡志比堺8-5

12296 その他 エイトアンドグローバル(株) 永平寺町 松岡吉野堺15-60

12297 その他 エイトシステム(株) 永平寺町 松岡吉野堺15-60

12298 その他 永平寺温泉　禅の里 永平寺町 清水2-16-1

12299 その他 永平寺観光株式会社福井営業所 永平寺町 福井市重立町17-25-1

12300 その他 永平寺クリニック 永平寺町 東古市13-16

12301 その他 永平寺サイジング株式会社 永平寺町 東古市2-22

12302 その他 永平寺中学校 永平寺町 東古市22-46

12303 その他 永平寺町観光案内所 永平寺町 志比

12304 その他 永平寺町社会福祉協議会 永平寺町 石上27-41

12305 その他 永平寺町社会福祉協議会老人センター 永平寺町 飯島6-34

12306 その他 永平寺町商工会 永平寺町 松岡春日1-15

12307 その他 永平寺町消防本部 永平寺町 東古市10-5

12308 その他 永平寺ハウス 永平寺町 けやき台813-1

12309 その他 永平寺緑の村ふれあいセンター 永平寺町 永平寺町山10-1

12310 その他 永和建設工業株式会社 永平寺町 諏訪間1-8

12311 その他 エステート天谷 永平寺町 松岡春日1-25-4

12312 その他 越前手漉和紙　石甚 永平寺町 志比41

12313 その他 丘の上整形外科医院 永平寺町 松岡神明3-68

12314 その他 おそうじ本舗福井城東店 永平寺町 谷口2-55

12315 その他 カイロハウスMISAKI 永平寺町 けやき台222番地

12316 その他 学校法人天谷学園天谷調理製菓専門学校 永平寺町 松岡兼定島34-3-10

12317 その他 椛山建設㈱ 永平寺町 松岡上合月6-120-4

12318 その他 (株)市岡組 永平寺町 山王5-40

12319 その他 (株)ウイングシステム 永平寺町 永平寺町松岡薬師3-47-2

12320 その他 (株)永進産業 永平寺町 谷口1-16

12321 その他 (株)グッドウィル 永平寺町 東古市7-11-5

12322 その他 (株)グローバル 永平寺町 東古市7-11-5

12323 その他 (株)ケアふくい 永平寺町 永平寺町松岡薬師1-145

12324 その他 株式会社　丸木電工 永平寺町 栃原1-126-1

12325 その他 株式会社日本商運ロジコム 永平寺町 永平寺町松岡下合月12-3

12326 その他 株式会社橋本鉄工 永平寺町 牧福島15-7-1

12327 その他 (株)鈴木 永平寺町 松岡春日1-24

12328 その他 (株)坪与 永平寺町 諏訪間21-4
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12329 その他 (株)西村組 永平寺町 下浄法寺2-8

12330 その他 (株)ハセガワブラザーズ 永平寺町 諏訪間2-23

12331 その他 (株)半田製作所 永平寺町 東古市20-5-1

12332 その他 (株)北陸近畿クボタ永平寺営業所 永平寺町 諏訪間2-16

12333 その他 （株）ユキケン 永平寺町 永平寺町東古市（つむろや前）

12334 その他 上志比小学校 永平寺町 栗住波26-15

12335 その他 上志比中学校 永平寺町 栗住波16-47

12336 その他 上志比デイサービスセンター 永平寺町 石上27-70

12337 その他 上志比文化会館サンサンホール 永平寺町 永平寺町石上29-67-1

12338 その他 上志比幼児園 永平寺町 石上26-26

12339 その他 ギャラリー寧波 永平寺町 志比27-15

12340 その他 清川建設株式会社 永平寺町 松岡春日3-76-1

12341 その他 グループホーム りんごの木 永平寺町 永平寺町松岡松ヶ原1-308

12342 その他 公益社団法人永平寺町シルバー人材セン 永平寺町 松岡室27-1

12343 その他 御陵幼児園 永平寺町 松岡兼定島36-8

12344 その他 サウンドウェーブ 永平寺町 松岡春日3-50

12345 その他 坂の下クリニック 永平寺町 松岡芝原2-108-1

12346 その他 サクラドッグトレーニング 永平寺町 松岡石舟3-1-66

12347 その他 ササキ急便 永平寺町 永平寺町松岡学園203

12348 その他 サンソン建設株式会社 永平寺町 花谷12-8-2

12349 その他 四季の森文化館 永平寺町 永平寺町山9-1-2

12350 その他 志比北公民館 永平寺町 永平寺町吉波6-103-3

12351 その他 志比北小学校 永平寺町 岩野2-1

12352 その他 志比北幼児園 永平寺町 吉波23-8-1

12353 その他 志比小学校 永平寺町 谷口1-70

12354 その他 志比南小学校 永平寺町 市野々1-11

12355 その他 志比南幼稚園 永平寺町 市野々2-19-1

12356 その他 志比幼稚園 永平寺町 谷口1-14

12357 その他 嶋田医院 永平寺町 山王21-15-5

12358 その他 清水電気管理事務所 永平寺町 永平寺町松岡室27-10-2

12359 その他 小規模多機能 りんごの木 永平寺町 永平寺町松岡松ヶ原1-307

12360 その他 新越部品(株)上志比工場 永平寺町 浅見4-31

12361 その他 鈴木燃料 永平寺町 志比24-39

12362 その他 整体院　よしだのカイロ 永平寺町 永平寺町東古市13-28-3

12363 その他 ダイドー写真館 永平寺町 松岡葵一丁目103-2

12364 その他 大本山永平寺 永平寺町 志比5-15

12365 その他 大和土建株式会社 永平寺町 永平寺町松岡薬師3-2-1

12366 その他 竹嶋サッシサービス 永平寺町 竹原4-21-2

12367 その他 坪川経営サポート 永平寺町 松岡薬師3-57

12368 その他 ツボ川広告 永平寺町 永平寺町松岡葵2-16

12369 その他 ナカジマＦＴ(株) 永平寺町 野中10-31

12370 その他 中村歯科クリニック 永平寺町 松岡芝原1-71

12371 その他 なかよし幼児園 永平寺町 松岡吉野堺15-37

12372 その他 南鉄興業株式会社 永平寺町 市荒川18-41-1

12373 その他 日本商運株式会社 永平寺町 松岡下合月12-3

12374 その他 日本郵便(株)永平寺郵便局 永平寺町 志比5-5

12375 その他 ニンキー体育館 永平寺町 永平寺町清水5-25

12376 その他 林塗装店 永平寺町 松岡木ノ下2-101-5

12377 その他 福井新聞松岡販売所 永平寺町 松岡葵1-110

12378 その他 福井森林組合永平寺支所 永平寺町 諏訪間2-16

12379 その他 フクイテキスタイル株式会社 永平寺町 松岡兼定島南大原36-8

12380 その他 フジタ株式会社 永平寺町 光明寺41-4

12381 その他 藤田社寺建設㈱ 永平寺町 寺本24-1

12382 その他 フレッグ食品工業株式会社 永平寺町 諏訪間６５－１－１

12383 その他 ヘルパーステーション　マミー 永平寺町 永平寺町松岡神明3-98

12384 その他 牧島織物 永平寺町 永平寺町松岡葵3-117

12385 その他 マツイミュージックスタジオ 永平寺町 永平寺町松岡神明1-125

12386 その他 松岩織物(株) 永平寺町 永平寺町松岡志比堺8-19

12387 その他 松岡B＆G海洋センター体育館 永平寺町 永平寺町松岡湯谷33-1-1

12388 その他 松岡小学校 永平寺町 永平寺町松岡神明3-132

12389 その他 松岡中学校 永平寺町 松岡吉野堺61-10-1

12390 その他 松岡西幼児園 永平寺町 松岡葵3-120

12391 その他 松岡東幼児園 永平寺町 松岡薬師1-63

12392 その他 松岡幼稚園 永平寺町 松岡神明3-129

12393 その他 ミツヤ自動車(株) 永平寺町 牧福島14-3

12394 その他 山本書店 永平寺町 永平寺町松岡神明1-117
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12395 その他 (有)大橋商店 永平寺町 東古市5-15

12396 その他 (有)協同ソーイング 永平寺町 永平寺町東古市22-135

12397 その他 有限会社  西口建設 永平寺町 永平寺町松岡志比堺3-17-1

12398 その他 有限会社 アドマスター 永平寺町 永平寺町牧福島22-28

12399 その他 有限会社　井関電工 永平寺町 永平寺町下浄法寺23-21-1

12400 その他 有限会社 オータニ 永平寺町 永平寺町松岡室21

12401 その他 有限会社 ブイ・アイラボ 永平寺町 福井市新保3-1308

12402 その他 (有)トーワ 永平寺町 永平寺町松岡松ヶ原3-415

12403 その他 (有)フォルム建築設計室 永平寺町 松岡平成191-8

12404 その他 (有)山口電気工業 永平寺町 永平寺町松岡春日3-32

12405 その他 (有)山八織物 永平寺町 永平寺町轟7-70

12406 その他 よしくら文具 永平寺町 松岡葵1-105

12407 その他 吉野幼稚園 永平寺町 松岡吉野26-21

12408 その他 永平寺温泉禅の里 永平寺町 吉田郡清水2-16-1

12409 その他 永平寺交通 永平寺町 市野々5-2

12410 その他 永平寺郵便局 永平寺町 志比５－５

12411 その他 永平織物 永平寺町 永平寺町鳴鹿山鹿12－7

12412 その他 永和パネルプレカット協同組合 永平寺町 諏訪間1-8

12413 その他 越前手漉和紙石甚 永平寺町 志比41

12414 その他 岡島商店 永平寺町 松岡志比境24-431

12415 その他 開拓工業 永平寺町 轟29-30

12416 その他 角野工業 永平寺町 松岡松ヶ原4-416-2

12417 その他 株式会社　アグリコンサルタント 永平寺町 山王２０字東内南川１９番地１

12418 その他 株式会社　山下 永平寺町 東古市6-37-1

12419 その他 株式会社Dual Life 永平寺町 松岡葵3丁目121番地1

12420 その他 株式会社SK企工 永平寺町 松岡観音二丁目116ー1

12421 その他 株式会社Ｔａｔｅｉ 本社営業所 永平寺町 飯島11-28

12422 その他 株式会社アイエヌアイ 永平寺町 石上１－２５

12423 その他 株式会社ケアふくい 永平寺町 松岡薬師1-145

12424 その他 株式会社ジーセッション 永平寺町 松岡葵3丁目125-11

12425 その他 株式会社リベロ 永平寺町 福井県吉田郡永平寺町けやき台４０２番地

12426 その他 株式会社鮎街道ファーム 永平寺町 栃原52-3-1

12427 その他 株式会社太田不動産　営業事務所 永平寺町 松岡上合月39-1-1

12428 その他 株式会社朝倉匠庵 永平寺町 諏訪間６５－１－１

12429 その他 株式会社白山冷蔵 永平寺町 諏訪間第65号1番地1

12430 その他 株式会社福井銀行 永平寺支店 永平寺町 東古市１２号６０番地の１

12431 その他 株式会社福井銀行 松岡支店 永平寺町 松岡葵２丁目１０３番地

12432 その他 株式会社福邦銀行 松岡支店 永平寺町 松岡春日1丁目31番地の2

12433 その他 ㈱小木土木 永平寺町 松岡超坂2-1-73

12434 その他 企業主導型保育施設「おひさま保育園」 永平寺町 松岡椚31字上松ヶ原17番

12435 その他 企業組合ハンドメイド風ふう 永平寺町 松岡下合月19-12

12436 その他 共桐通商株式会社 永平寺町 東古市第2号23番地1

12437 その他 金元整経 永平寺町 松岡湯谷９－２０

12438 その他 個人事業主 永平寺町 松岡葵1-88

12439 その他 個人事業主 永平寺町 松岡志比堺8-19-1

12440 その他 五領ケ島郵便局 永平寺町 松岡兼定島２５－２０
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12441 その他 御陵小学校 永平寺町 永平寺町松岡兼定島39-15

12442 その他 工房オッジィ 永平寺町 牧福島28-4

12443 その他 高島自動車 永平寺町 松岡春日1-40

12444 その他 山王郵便局 永平寺町 山王２３－３

12445 その他 山口建材 永平寺町 山王12-11

12446 その他 志比郵便局 永平寺町 谷口１０地蔵丸３４－３

12447 その他 社会福祉法人  慈心会 ひかり苑 永平寺町 永平寺町山王7-30

12448 その他 重症心身障がい児者福祉サービスはぁも 永平寺町 松岡吉野堺18-5-1

12449 その他 出蔵印刷所 永平寺町 松岡葵2-105

12450 その他 小倉商事株式会社 永平寺町 福井県吉田郡永平寺町谷口2-55

12451 その他 小島整骨院 永平寺町 吉田郡永平寺町松岡神明1-58-1

12452 その他 小林建装 永平寺町 東古市１６－５９

12453 その他 昌蔵寺 永平寺町 松岡芝原一丁目109

12454 その他 松岡郵便局 永平寺町 松岡春日１－２

12455 その他 松岩織物株式会社 永平寺町 松岡志比堺第8号19番地

12456 その他 松膳建興有限会社 永平寺町 松岡上合月6-120-1

12457 その他 浄法寺郵便局 永平寺町 上浄法寺１６－１７－１

12458 その他 秦建築板金工業所 永平寺町 谷口18-41-1

12459 その他 青木歯科 永平寺町 東古市10-2

12460 その他 禅ツーリスト 永平寺町 松岡神明3-107

12461 その他 太田木材株式会社 永平寺町 松岡兼定島14-36-7

12462 その他 大塚タクシー 永平寺町 寺本8-5-4

12463 その他 大和食品株式会社 永平寺町 諏訪間６５－１－１

12464 その他 谷川建材 永平寺町 東古市21-3-5

12465 その他 竹原材木店 永平寺町 松岡春日3-129

12466 その他 長谷川美芸 永平寺町 松岡志比堺8-16-1

12467 その他 東京堂髪井洋品店 永平寺町 東古市13-5

12468 その他 内山歯科医院 永平寺町 東古市1-2-1

12469 その他 日越事業協同組合　営業事務所 永平寺町 松岡上合月39-1-1

12470 その他 反保アルミ製作 永平寺町 竹原8-14-1

12471 その他 福井県理容生活衛生同業組合 永平寺町 松岡兼定島34－3－2

12472 その他 福井県理容美容専門学校 永平寺町 松岡兼定島34-3-2

12473 その他 福井信用金庫 松岡支店 永平寺町 松岡葵2丁目９２

12474 その他 福井大学医学部同窓会白翁会 永平寺町 松岡下合月23-3

12475 その他 豊島繊維株式会社 永平寺町 松岡石舟1-1

12476 その他 夢叶商事株式会社 永平寺町 松岡光明寺第20号21番地1

12477 その他 夢叶商事㈱秘密基地 永平寺町 永平寺町光明寺20-21-1

12478 その他 木本自動車工業 永平寺町 永平寺町松岡上合月6-113

12479 その他 野路建築設計事務所 永平寺町 松岡芝原1-135

12480 その他 野路新聞店 永平寺町 東古市9-26-1

12481 その他 有限会社　丸木電工 永平寺町 栃原1-126-1

12482 その他 有限会社　若泉建設 永平寺町 松岡葵１－１８－４

12483 その他 有限会社インテリアおおつか 永平寺町 寺本12-31

12484 その他 有限会社ハセガワ重建車輌　永平寺営業 永平寺町 諏訪間2-23

12485 その他 有限会社竹島自動車 永平寺町 花谷8-15-2

12486 その他 林空調設備 永平寺町 松岡越坂1丁目1-53越坂団地A3-101

12487 その他 （一財）池田町農業公社 池田町 薮田1-8-1

12488 その他 ＪＡ福井県　池田支店 池田町 稲荷12-16-2

12489 その他 いなり整骨院 池田町 いなり26-3-1

12490 その他 いやしの里いけだ 池田町 池田町板垣54-2-1

12491 その他 ウッドラボいけだ 池田町 池田6-9-13

12492 その他 コメコロ 池田町 池田町魚見36-1-2

12493 その他 一級建築士事務所　Ｋ's planning 池田町 池田町稲荷59-2

12494 その他 角間郵便局 池田町 菅生２６－１０－４

12495 その他 株式会社まちＵＰいけだ　本社 池田町 稲荷36-25-1

12496 その他 株式会社森組 池田町 今立郡池田町山田31-17

12497 その他 佐飛介護タクシー 池田町 池田町常安17-4

12498 その他 小山ケアタクシー 池田町 清水谷21-17

12499 その他 村上漆器 池田町 水海45-28

12500 その他 池田ふれあいセンター 池田町 稲荷12-16-2

12501 その他 池田観光株式会社 池田町 稲荷25-10

12502 その他 池田町幸寿苑 池田町 常安20-5

12503 その他 池田町商工会 池田町 山田18-15-3

12504 その他 池田郵便局 池田町 稲荷２８－７

12505 その他 中部自動車整備工業 有限会社 池田町 稲荷33-5-1

12506 その他 福井信用金庫 池田支店 池田町 稲荷３７－７－３
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12507 その他 (一社)南越前町観光連盟 南越前町 東大道28-2

12508 その他 （株）クシムラ組 南越前町 今庄115-39-2

12509 その他 (有)今庄タクシー 南越前町 今庄75-39

12510 その他 Ｄａｉｓａｎ 南越前町 古木26-7

12511 その他 ＪＡ越前たけふ　今庄支店 南越前町 今庄9-13

12512 その他 ＪＡ越前たけふ　基幹南部支店 南越前町 東大道28-4-6

12513 その他 nicospace 南越前町 脇本5-21

12514 その他 ＮＰＯ法人　はす工房花里音 南越前町 中小屋52-11

12515 その他 REALSTEEL 南越前町 東谷14-43-3

12516 その他 sou's design 南越前町 今庄115-1-2

12517 その他 アールラボソリューションズ 南越前町 湯尾１２９－３

12518 その他 一般財団法人　越前たけふ農業公社（南 南越前町 東大道28-4-6

12519 その他 個人事業主 南越前町 上野35-25

12520 その他 サワザキカメラ 南越前町 東谷２０－３０－２

12521 その他 ジャパンアルミ 南越前町 河野30-1-1

12522 その他 たさき接骨院 南越前町 東大道12-16-7

12523 その他 ノースランド（株） 南越前町 鯖波第9号1番地

12524 その他 はこだ歯科医院 南越前町 東大道３２－１９－１

12525 その他 ホクエーメンテナンス有限会社 南越前町 南越前町宇津尾36-1

12526 その他 ライフ企画設備有限会社 南越前町 東大道2-42-1

12527 その他 一般社団法人地域・観光マネジメント 南越前町 福井県南条郡南越前町今庄2字7-1

12528 その他 河野郵便局 南越前町 今泉１８－３１

12529 その他 株式会社　Ｎ－ＷＯＲＫＳ 南越前町 八飯４０－２１－１

12530 その他 株式会社　オクムラ機工 南越前町 上平吹32－32－2

12531 その他 株式会社　小林工務店 南越前町 馬上免16-25

12532 その他 株式会社　明治　今庄販売所　加藤牛乳 南越前町 今庄25-7

12533 その他 株式会社　野崎工務店 南越前町 南今庄５９－１０１

12534 その他 株式会社サカエ設備 南越前町 湯尾30-30

12535 その他 株式会社タクマテクノス南越事業所 南越前町 上野85-39

12536 その他 株式会社ディーウェスト 南越前町 関ケ鼻第13号4番地

12537 その他 株式会社福井銀行 南条支店 南越前町 東大道３２号１８番地の１

12538 その他 株式会社北善商店 南越前町 今庄８１－３

12539 その他 古木郵便局 南越前町 古木３－１０－１

12540 その他 公益社団法人　南越前町シルバー人材セ 南越前町 脇本25-19

12541 その他 糠郵便局 南越前町 糠１３－６－２

12542 その他 合同建設株式会社 南越前町 杣山６－７

12543 その他 今庄地区環境整備会館 南越前町 今庄74-3-1

12544 その他 今庄北新聞販売店 南越前町 湯尾７８－１０

12545 その他 今庄郵便局 南越前町 今庄７４－７－１

12546 その他 斎藤歯科医院 南越前町 今庄76ー3

12547 その他 坂川鈑金 南越前町 脇本8-53

12548 その他 鯖波建設株式会社 南越前町 東大道32-25

12549 その他 山光設備工業有限会社 南越前町 今庄11-9-1

12550 その他 勝美美装 南越前町 湯尾69-7-2

12551 その他 新越部品株式会社　今庄工場 南越前町 南越前町社谷35-5

12552 その他 前進主義 南越前町 関ヶ鼻13-11-1

12553 その他 湯尾郵便局 南越前町 湯尾７７－２－１２

12554 その他 道の駅「河野」 南越前町 大谷86-1

12555 その他 南越前町河野観光協会 南越前町 河野2-16

12556 その他 南越前町商工会 南越前町 西大道19-42

12557 その他 南越前町商工会河野支所 南越前町 糠6-1

12558 その他 南越前町商工会今庄支所 南越前町 今庄85-13-1

12559 その他 南条郡森林組合 南越前町 南越前町今庄2-18-1

12560 その他 南条木材株式会社 南越前町 上野20-16

12561 その他 南条郵便局 南越前町 東大道３３－５－１

12562 その他 福井新聞　南条販売店 南越前町 東大道３６－７－５

12563 その他 壁下オフィス 南越前町 糠13ー14ー3

12564 その他 堀口酒造有限会社 南越前町 今庄76－1－2

12565 その他 有限会社アイフ 南越前町 上平吹42-23-1

12566 その他 有限会社トモ設計 南越前町 今庄第１１５号１１番地の１

12567 その他 （有）オタ商事 越前町 織田161-22

12568 その他 (有)浜野総合保険 越前町 小樟7-42-1

12569 その他 168 越前町 市3-44-7

12570 その他 anko design 越前町 江波20-11

12571 その他 clean up 佐々木 越前町 西田中3-612-1

12572 その他 Estentenano 越前町 気比庄39-18
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12573 その他 ＪＡ福井県　越前支店 越前町 道口9-42 

12574 その他 ＪＡ福井県　宮崎支店 越前町 江波86-29

12575 その他 ＪＡ福井県　織田ふれあいセンター 越前町 織田32-13

12576 その他 ＪＡ福井県　織田支店 越前町 織田32-13

12577 その他 ＪＡ福井県　丹生基幹支店 越前町 東内郡1-127

12578 その他 ＪＡ福井県　丹生農機センター 越前町 田中20-35-1

12579 その他 ＪＡ福井県　朝日支店 越前町 東内郡1-113

12580 その他 KOSEI株式会社 越前町 気比庄35-22-1

12581 その他 RICCA  KITAZAKI 越前町 小曽原15-1

12582 その他 オタ建設㈱ 越前町 織田１６１－２２

12583 その他 カイロオフィス sogood 越前町 気比庄33-20-1

12584 その他 カイロプラクティック Link 越前町 東内郡3-309　ヒラソール B 101

12585 その他 カワハラ 越前町 織田40-2

12586 その他 きちべい 越前町 上川去3-1

12587 その他 サロンドオーシャン 越前町 丹生郡越前町小樟8-38

12588 その他 シルバーハイツ宮崎 越前町 小曽原75-35

12589 その他 スズキ介護タクシー 越前町 越前町織田115-1

12590 その他 すずや 越前町 織田111-6-2

12591 その他 ターキ運転代行 越前町 佐々生44-1-9

12592 その他 ダイビングセンターログ 越前町 梅浦114-92-2

12593 その他 ダイビングハウスSEAMORE 越前町 米ノ52-48

12594 その他 つつんネット 越前町 気比庄３の１４　森下研磨店内

12595 その他 トライアード　株式会社 越前町 丹生郡越前町気比43-7

12596 その他 ニュー交通観光株式会社 越前町 朝日5-80-6

12597 その他 バトントワラーズ　フェリーチェ 越前町 厨17-47

12598 その他 ふじた接骨院 越前町 西田中15-8-6

12599 その他 ヘルパーステーション　穂のか 越前町 東内郡1-127

12600 その他 みずしま写真館 越前町 織田98-3

12601 その他 みずしま写真館　メルシ店 越前町 中7-1-1　織田ショッピングセンター メルシ内

12602 その他 ヤマヒラ商店(株)ま 越前町 越前町小樟43-8

12603 その他 ローキーズ北陸 越前町 天王20-35

12604 その他 阿んま屋 越前町 中10-1-1

12605 その他 伊藤工業 越前町 桜谷19-22

12606 その他 越前研磨屋 越前町 佐々生２８－２１

12607 その他 越前代行 越前町 円満16-28

12608 その他 越前町観光案内所 越前町 厨71-335-1

12609 その他 越前町商工会 越前町 織田42-54

12610 その他 越前町商工会　越前支所 越前町 梅浦61-6-1

12611 その他 越前町商工会　朝日支所 越前町 西田中8-27-1

12612 その他 遠矢歯科医院 越前町 内郡19-23-1

12613 その他 奥谷電気商会 越前町 樫津2-55-1

12614 その他 奥田金属　株式会社　福井工場 越前町 樫津８５－３９－２

12615 その他 株式会社　アメニティクリエイト 越前町 織田106-30

12616 その他 株式会社　ハイピース 越前町 佐々生32-4

12617 その他 株式会社 伊部建設 越前町 細野49-15

12618 その他 株式会社　上水メンテナンス 越前町 江波126-121-3

12619 その他 株式会社キッチンボード 越前町 東内郡2-215

12620 その他 株式会社さちふる 越前町事務所 越前町 朝日1-7-3

12621 その他 株式会社スカイ 越前町 越前町佐々生19-2-1

12622 その他 株式会社ディースタイル 越前町 小倉７７－２１－３２

12623 その他 株式会社レクスペイント 越前町 田中17-5-32

12624 その他 株式会社山下水産 越前町 丹生郡小樟3-69-1

12625 その他 株式会社松田工務店 越前町 気比庄3-1

12626 その他 株式会社福井銀行 越前町支店 越前町 新保第１２号５７番地１５

12627 その他 株式会社福井銀行 織田支店 越前町 織田４２号３番地４

12628 その他 株式会社福井銀行 朝日町支店 越前町 西田中１８号２番地２

12629 その他 丸善工務店㈱ 越前町 織田119-3-1

12630 その他 岸デンタルクリニック 越前町 厨71-326-1

12631 その他 企業内保育施設「ひかりっこ」 越前町 22-7-1

12632 その他 宮崎（福）郵便局 越前町 江波６３－５７－２

12633 その他 金刀比羅山宮参集殿 越前町 小曽原90-12

12634 その他 金刀比羅山宮拝殿 越前町 小曽原90-12

12635 その他 公益社団法人越前町シルバー人材セン 越前町 丹生郡越前町内郡14-36

12636 その他 功勢機設株式会社 越前町 気比庄35-22-1

12637 その他 康和織物協同組合 越前町 乙坂１５－２ 田中忠株式会社内

12638 その他 荒木 越前町 田中17-13-6
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12639 その他 行政書士吉田智広事務所 越前町 金谷８－５９

12640 その他 高松林建 越前町 市3-44-7

12641 その他 合同会社　前田農友 越前町 江波９１-3

12642 その他 坂下興業株式会社 越前町 江波23-17-5

12643 その他 鯖江精機株式会社 越前町 気比庄２２－８

12644 その他 山中建設株式会社 越前町 上山中48-25-1

12645 その他 山田歯科医院 越前町 気比庄5-7

12646 その他 四箇浦郵便局 越前町 梅浦５６－２２－１

12647 その他 糸生郵便局 越前町 下糸生１２５－１０－１

12648 その他 小樟簡易郵便局 越前町 小樟8-7-3

12649 その他 松調査設計株式会社 越前町 気比庄15-8-10

12650 その他 上平モータース株式会社 越前町 平等3-4-１

12651 その他 織田郵便局 越前町 織田９８－３－１

12652 その他 新谷窯業株式会社 越前町 小曽原111-15-2

12653 その他 厨郵便局 越前町 厨１１－３７

12654 その他 西田中建設株式会社 越前町 西田中１８－６

12655 その他 青空治療院 越前町 朝日11-5-1

12656 その他 鮮魚藤井 越前町 梅浦61-7-14

12657 その他 前田陶苑 越前町 樫津1-3-1

12658 その他 善性寺 越前町 宿５－８－１

12659 その他 大貴建設株式会社　国道8号大谷地区法 越前町 大谷字18

12660 その他 大門建設株式会社 越前町 小倉91-34-9

12661 その他 丹生建設業会 越前町 織田119-3-2

12662 その他 丹生交通 越前町 栃川２４－８

12663 その他 朝輝眼鏡株式会社 越前町 西田中18-19

12664 その他 朝日自動車株式会社 越前町 朝日1-6-7

12665 その他 朝日郵便局 越前町 西田中１９－１９－３

12666 その他 釣り船　福丸 越前町 高佐20-4-1

12667 その他 天谷整骨院 越前町 丹生郡越前町内郡4-68

12668 その他 田康加工糸株式会社 越前町 丹生郡越前町乙坂１９号２番地

12669 その他 田中忠株式会社 越前町 乙坂15－2

12670 その他 田辺社会保険労務士法人事務所 越前町 樫津80-88

12671 その他 東日本信用漁業協同組合連合会　越前支店 越前町 小樟7番65号

12672 その他 道の駅「越前」 越前町 厨71-335-1

12673 その他 八田郵便局 越前町 八田４９三反田１２－３

12674 その他 八幡宮 越前町 厨13-2

12675 その他 飛田織物 越前町 朝日６－３２

12676 その他 福井県信用漁業協同組合連合会　越前支 越前町 小樟7-65

12677 その他 福井信用金庫 越前町支店 越前町 宿４字中町１－３

12678 その他 福井信用金庫 宮崎支店 越前町 江波７６－８３－３

12679 その他 福井信用金庫 織田支店 越前町 織田１５３字内ノ宮１－１５

12680 その他 福井信用金庫 朝日支店 越前町 西田中１５－８－５

12681 その他 米ノ浦郵便局 越前町 米ノ５２－２３

12682 その他 峰越窯 越前町 熊谷８３－８

12683 その他 有限会社 ニュークリーン公社 越前町 下糸生132号4番の5

12684 その他 有限会社　四光 越前町 小曽原21-2-2

12685 その他 有限会社　鈴木建材 越前町 織田111-6-2

12686 その他 有限会社アイ・ティ・アイ 越前町 内郡14-7-7

12687 その他 有限会社ニューチップ運送 越前町 織田7-13-1

12688 その他 有限会社みもく 越前町 小倉40-11

12689 その他 有限会社やまうちモータース 越前町 小曽原34-2

12690 その他 有限会社越前タクシー 越前町 丹生郡道口８－４３

12691 その他 有限会社宮崎オート 越前町 梅浦81-1-7

12692 その他 有限会社渡辺製材所 越前町 細野2-12-1

12693 その他 有限会社福井新聞　越前朝日販売店 越前町 西田中２丁目６０６

12694 その他 劔神社 越前町 織田113-1

12695 その他 國成建設 株式会社 越前町 江波89-50-1

12696 その他 ALSOKファシリティーズ㈱　美浜作業所 美浜町 丹生　６１号東島5

12697 その他 Honda Cars 若狭 美浜町 河原市17-3-1

12698 その他 ＪＡ福井県　みはま支店 美浜町 河原市19-12

12699 その他 ＪＡ福井県　みはま東支店 美浜町 佐田68-52-1

12700 その他 ＪＡ福井県　美浜農機センター 美浜町 木野21-14-3

12701 その他 komachii 美浜町 郷市15-1

12702 その他 MOMO　NAIL 美浜町 山上3-40-41

12703 その他 YDK 美浜町 河原市9-3

12704 その他 アグリト株式会社 美浜町 山上第27号3番地
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12705 その他 えん訪問看護ステーション 美浜町 金山37-28

12706 その他 おえかき　おくみ 美浜町 日向10-37-3

12707 その他 カメリアハウス美浜 美浜町 木野23-2-5

12708 その他 グループホーム湖岳の郷 美浜町 早瀬7-31-5

12709 その他 サマーショップ水晶 美浜町 美浜町竹波83-1

12710 その他 シンコウ建設株式会社 美浜町 興道寺1-1-23

12711 その他 スマイル 美浜町 竹波56-1

12712 その他 ダブルアール 生活リハビリセンター 美浜町 大藪9-2

12713 その他 デイサービスセンター湖岳の郷 美浜町 金山2-3-27

12714 その他 トマトラボフェアリーベル 美浜町 興道寺5-19

12715 その他 フィッシング愛釣 美浜町 久々子7-8-2

12716 その他 ふくい食ブランド推進株式会社　熟成魚 美浜町 日向3-10

12717 その他 みつ星運転代行 美浜町 河原市10-5

12718 その他 株式会社　みや善 美浜町 木野 第25号2番地の2

12719 その他 株式会社　春日野運送 美浜町 山上７７号峰広11-2

12720 その他 株式会社　西方　美浜事業所 美浜町 丹生66

12721 その他 株式会社　西方　本社 美浜町 福井県三方郡美浜町丹生36-31-1

12722 その他 株式会社　尾鳥硝子店 美浜町 松原30-6-2

12723 その他 株式会社　美浜モーターサービスセン 美浜町 47-2-1

12724 その他 株式会社　美浜共同商事　美浜営業所 美浜町 郷市48-9-1

12725 その他 株式会社　美浜共同商事　本社 美浜町 丹生37-69

12726 その他 株式会社ＭＳＳ 美浜町 松原35-16-2

12727 その他 株式会社MSS 美浜町 松原35－16－2

12728 その他 株式会社NOUMANN 美浜町 大藪21-20-1

12729 その他 株式会社NUCLEAR TECHNOLOGY 美浜町 金山13-22-5

12730 その他 株式会社ワカサ商事 美浜町 久々子60－4－1

12731 その他 株式会社金吾設備 美浜町 松原35号3番地の3

12732 その他 株式会社大野農園 美浜町 木野30-2-2

12733 その他 株式会社美浜テック 美浜町 興道寺８－３６－１

12734 その他 株式会社福井銀行 美浜支店 美浜町 河原市第９号１５番地の２

12735 その他 株式会社福邦銀行 美浜支店 美浜町 郷市13号6の1

12736 その他 株式会社北山建設 美浜町 木野２１－４－１７

12737 その他 ㈱カモコン 美浜町 久々子54-9

12738 その他 ㈱カモコンテック 美浜町 久々子54-9

12739 その他 ㈱鴨商事 美浜町 久々子54-9

12740 その他 教育支援センターなないろ 美浜町 郷市25-20

12741 その他 公益社団法人　美浜町シルバー人材センター 美浜町 久々子５９－１－５

12742 その他 山東郵便局 美浜町 佐田５６－４－４

12743 その他 市川歯科医院 美浜町 河原市3-2

12744 その他 社会福祉法人　美浜町社会福祉協議会 美浜町 郷市25-20

12745 その他 若狭ＡＦＦC 美浜町 佐田69-13

12746 その他 若狭医療福祉専門学校 美浜町 大薮７－２４－２

12747 その他 若狭美浜観光協会 美浜町 松原35-7

12748 その他 小浜ヤンマー株式会社　みはま店 美浜町 佐柿56-20-1

12749 その他 新庄簡易郵便局 美浜町 新庄65-62

12750 その他 早瀬郵便局 美浜町 早瀬７－１０－３

12751 その他 大谷造船工業株式会社 美浜町 早瀬14-51

12752 その他 大同建具店 美浜町 木野21-9-2

12753 その他 仲嶋美術倶楽部 美浜町 佐柿58-2-1

12754 その他 辻原建築店 美浜町 佐田50ー28

12755 その他 藤田整骨院 美浜町 河原市16-4-4

12756 その他 特別養護老人ホーム湖岳の郷 美浜町 金山2-3-27

12757 その他 敦賀信用金庫 美浜支店 美浜町 郷市１３－４－１

12758 その他 南西郷郵便局 美浜町 金山７－３０－３

12759 その他 美浜原子力PRセンター 美浜町 丹生

12760 その他 美浜自動車株式会社 美浜町 郷市13-1

12761 その他 美浜西児童クラブ 美浜町 郷市25-25

12762 その他 美浜中央児童クラブ 美浜町 郷市25-25

12763 その他 美浜町エネルギー環境教育体験館きいぱ 美浜町 丹生62-1

12764 その他 美浜町給食センター 美浜町 河原市２－２－３

12765 その他 美浜町居宅介護支援センター湖岳の郷 美浜町 金山2-3-27

12766 その他 美浜町佐田出張所 美浜町 山上第1号11番地の1

12767 その他 美浜町子ども・子育てサポートセンター 美浜町 郷市25-20

12768 その他 美浜町社会福祉協議会　デイサービスセ 美浜町 山上1-11-1

12769 その他 美浜町社会福祉協議会　でんでんむしの 美浜町 郷市27-7

12770 その他 美浜町社会福祉協議会　ホームヘルパー 美浜町 郷市25-20
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12771 その他 美浜町社会福祉協議会　吉右ヱ門さん家 美浜町 佐柿13-5

12772 その他 美浜町社会福祉協議会　居宅介護支援事 美浜町 郷市25-20

12773 その他 美浜町社会福祉協議会　訪問入浴介護事 美浜町 山上1-11-1

12774 その他 美浜町社会福祉協議会　弥右ヱ門さん家 美浜町 山上61-7

12775 その他 美浜町丹生診療所 美浜町 丹生37-25-1

12776 その他 美浜町東部診療所 美浜町 山上1-8-1

12777 その他 美浜町保健福祉センターはあとぴあ 美浜町 郷市25-20

12778 その他 美浜町役場 美浜町 郷市２５－２５

12779 その他 美浜町役場（別棟） 美浜町 郷市２５－２５

12780 その他 美浜東児童クラブ 美浜町 郷市25-25

12781 その他 美浜郵便局 美浜町 郷市２３－１２

12782 その他 美方生コン株式会社 美浜町 大藪27-20

12783 その他 福井県園芸体験施設「園芸ＬＡＢＯの 美浜町 久々子35-32-1

12784 その他 北陸ヒーティング株式会社 美浜町 佐柿57号16

12785 その他 有限会社　オオギ観光タクシー本社 美浜町 久々子62-8

12786 その他 有限会社　宮川住設 美浜町 佐田57-37

12787 その他 有限会社　小嶋工業 美浜町 麻生42-11-5

12788 その他 有限会社　田辺緑化 美浜町 山上67-28

12789 その他 有限会社　藤本工務店 美浜町 佐柿57-14

12790 その他 有限会社ヤマグチ食品 美浜町 郷市17-9-1

12791 その他 有限会社耕雲商事 美浜町 久々子17-7

12792 その他 有限会社高栄工業 美浜町 興道寺9-11-1

12793 その他 有限会社早川工務店 美浜町 河原市35-6

12794 その他 有限会社藤田興建 美浜町 佐田５０－９

12795 その他 鱗しみず 美浜町 日向2ー55

12796 その他 (有)池上商店 高浜町 宮崎44-39

12797 その他 (有)藤原自動車 高浜町 宮崎86－51－1

12798 その他 Ageha Design Studio. 高浜町 南団地1-9-4

12799 その他 ＪＡ福井県　高浜支店 高浜町 宮崎64-8-1

12800 その他 ＪＡ福井県　三松店 高浜町 東三松18-25-5

12801 その他 ＪＡ福井県　内浦出張所 高浜町 山中80-3

12802 その他 tetote訪問看護ステーション 高浜町 三明3-34

12803 その他 アミリタ 高浜町 和田127-46

12804 その他 ウミック 高浜町 音海５１－３－１

12805 その他 オグチ社会保険労務士事務所 高浜町 宮崎４５－１０

12806 その他 カイロプラクティック健寝 高浜町 高浜町宮崎43－13

12807 その他 スタジオアルファ 高浜町 三明1-56

12808 その他 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ高浜店 高浜町 宮崎76-1-3

12809 その他 パピィフルーツパーク 高浜町 鎌倉26-17

12810 その他 フクムラ仮設株式会社 高浜町 和田117字12－1

12811 その他 音海郵便局 高浜町 音海３３－３９

12812 その他 株式会社　高浜ケアサポート 介護セン 高浜町 青１字宮ヶ谷１-３-１　

12813 その他 株式会社　高浜ケアサポート 住宅型有料 高浜町 小和田64号3番地-1

12814 その他 株式会社　平川 高浜町 安土4-2

12815 その他 株式会社k-mac.DREAMS 高浜町 事代2-66-2

12816 その他 株式会社オーイング　本社別館 高浜町 福井県大飯郡高浜町東三松8-28

12817 その他 株式会社サラマット 高浜町 高浜町宮崎65-11-1

12818 その他 株式会社ビイモードワン 高浜町 宮崎65-12-3

12819 その他 株式会社ヨコタ 高浜町 横津海33-9

12820 その他 株式会社中村商店 高浜町 90-17-1

12821 その他 株式会社福井銀行 高浜支店 高浜町 宮崎７６号２番地の１

12822 その他 株式会社福邦銀行 高浜支店 高浜町 三明第2号47番地

12823 その他 株式会社籔本興業 高浜町 畑7－1

12824 その他 吉田開発株式会社 高浜町 高浜町関屋第61号2番地1

12825 その他 源六餅本舗 高浜町 三明2-56

12826 その他 宏和メンテナンス㈱ 高浜町 西三松1-35-1

12827 その他 高浜（福）郵便局 高浜町 宮崎８７－６－１０

12828 その他 高浜レンタカー 高浜町 紫水ヶ丘1－1－79

12829 その他 高浜交通株式会社 高浜町 宮崎86-14-5

12830 その他 高浜町商工会 高浜町 三明１－３６－１

12831 その他 合同会社EPCO 高浜町 和田108-12-2

12832 その他 合同会社エムアンドエヌ 高浜町 和田108-3-1

12833 その他 合同会社七星 高浜町 和田104-5-13

12834 その他 若狭たかはまエルどらんど 高浜町 青戸４－１

12835 その他 若狭技研工業株式会社　本社事務所 高浜町 西三松第11号35番地1

12836 その他 若狭技術サービス有限会社 高浜町 高浜町小和田74-8-1
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12837 その他 若狭高浜漁業協同組合 高浜町 事代1-104

12838 その他 若狭和田キャンプ場 高浜町 和田107

12839 その他 小浜信用金庫 高浜支店 高浜町 宮崎73-8-7

12840 その他 青郷郵便局 高浜町 青６－３５－３

12841 その他 青葉モータース 高浜町 東三松25-1-2

12842 その他 石橋工業(株) 高浜町 西三松11-34

12843 その他 増田商会 高浜町 宮崎86-50-2

12844 その他 釣エサ　でんぶく 高浜町 関屋　76-7-３

12845 その他 内浦簡易郵便局 高浜町 山中97－12－3

12846 その他 日本海港運株式会社 高浜町 音海79-1

12847 その他 八木電気管理事務所 高浜町 1丁目11-2

12848 その他 墨art WORKSHOP 高浜町 和田104-5-16

12849 その他 岬工業株式会社 高浜町 高森2-10

12850 その他 有限会社　平田木材店　本店 高浜町 和田1-28

12851 その他 有限会社かつみソーイング 高浜町 高浜町宮崎65-12-1

12852 その他 有限会社康誠電気 高浜町 日置49-20-1

12853 その他 ㈲久富自動車 高浜町 宮崎90-10-3

12854 その他 和田ヤード 高浜町 和田１４６－１－１

12855 その他 和田電気設備 高浜町 和田125-9

12856 その他 和田郵便局 高浜町 和田１２２－３１－２

12857 その他 ＪＡ福井県　大飯支店 おおい町 本郷139-24

12858 その他 ＪＡ福井県　大飯農機センター おおい町 本郷137-11-1

12859 その他 ＪＡ福井県　名田庄支店 おおい町 名田庄下13-11

12860 その他 ONLY ONE HOUSE おおい町 成和2-1-115

12861 その他 wamiles salon LUCE おおい町 成海1-8

12862 その他 あかぐり苑地 おおい町 大島21-95

12863 その他 あかぐり海釣公園 おおい町 大島８３－３

12864 その他 うみんぴあ大飯マリーナ おおい町 成海1-16-2

12865 その他 エルガイアおおい おおい町 成海字1号2番

12866 その他 おおい町風車会館 おおい町 本郷153-1-2

12867 その他 おおい町一次産業活動拠点施設「志摩豊 おおい町 大島85-27-1

12868 その他 おおい町商工会　名田庄支所 おおい町 名田庄久坂3-41-3

12869 その他 おおい町商工会本所 おおい町 本郷119-6-6

12870 その他 おおい町情報交差点ぽーたる おおい町 本郷１５３－２６－１

12871 その他 おおい町保健福祉センター おおい町 本郷92-51-1

12872 その他 おむすびカンパニー株式会社 おおい町 小車田12-42

12873 その他 お試し住宅（いがみ） おおい町 本郷136-1-1

12874 その他 お試し住宅（やまぼうし） おおい町 本郷136-1-1

12875 その他 きのこの森 おおい町 鹿野42-27

12876 その他 こども家族館 おおい町 成海1-1-1

12877 その他 しいの実ハウス おおい町 名田庄中29－10－13

12878 その他 はまなす渡船 おおい町 成和２－１－１１１

12879 その他 れいなん森林組合名田庄支所 おおい町 名田庄三重2-1-2

12880 その他 ワカサ交通 おおい町 本郷153-1-8

12881 その他 ワカサ交通株式会社 おおい町 本郷153-1-8

12882 その他 奥名田児童センター おおい町 名田庄井上第16号41番地

12883 その他 奥名田郵便局 おおい町 名田庄口坂本３６－２－１

12884 その他 株式会社　五大 おおい町 成和2-1-114

12885 その他 株式会社　高匠 おおい町 福井県大飯郡 おおい町名田庄三重32-90

12886 その他 株式会社　上中住建 おおい町 名田庄久坂1-11

12887 その他 株式会社おおい商会事務所 おおい町 万願寺12-3

12888 その他 株式会社ジェット おおい町 本郷１４６－５－１

12889 その他 株式会社セプラン おおい町 成和2-1-121

12890 その他 株式会社関西アクト おおい町 本郷146-5-1

12891 その他 株式会社黒崎 おおい町 本郷110-15-1

12892 その他 株式会社日盛興産 おおい町 高浜町青17-21-6

12893 その他 株式会社福井銀行 おおい支店 おおい町 本郷１２６号８番地の３

12894 その他 株式会社福井銀行 小浜支店名田庄営業室 おおい町 名田庄久坂第３号６８番２

12895 その他 株式会社名田庄商会 おおい町 大飯郡おおい町名田庄小倉

12896 その他 佐分利郵便局 おおい町 石山２０－３０－２

12897 その他 山海堂 おおい町 名田庄納田終109-11

12898 その他 若狭パールMamiya おおい町 犬見31-28

12899 その他 若狭運転代行 おおい町 本郷154-2-10

12900 その他 若狭消防署大飯分署 おおい町 本郷137-2-1

12901 その他 小浜ヤンマー株式会社　おおい店 おおい町 尾内32

12902 その他 小浜信用金庫 大飯支店 おおい町 本郷153-21-10
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12903 その他 青戸ベイサイドヒルズ おおい町 犬見1-48

12904 その他 大島（福）郵便局 おおい町 大島９０－１４－１

12905 その他 大島漁業協同組合 おおい町 大島83-3

12906 その他 大飯郵便局 おおい町 本郷１５６天神７－３

12907 その他 大和交通株式会社　名田庄営業所 おおい町 名田庄三重32-48-2

12908 その他 農事組合法人名田の荘 おおい町 おおい町名田庄下1-7-1

12909 その他 名田庄作業所 おおい町 名田庄井上18－8

12910 その他 名田庄郵便局 おおい町 名田庄久坂２－３８

12911 その他 有限会社　オーイ自動車 おおい町 成和2-1-124

12912 その他 有限会社ケイエムサービス大飯事業所 おおい町 本郷146-5-1　２Ｆ

12913 その他 糀谷モ－タ－ス おおい町 福井県大飯郡おおい町名田庄下4-23-5

12914 その他 （株）スイングアカオ 若狭町 三方48-40

12915 その他 (株)武田設備 若狭町 井ノ口３－４－１

12916 その他 (有)　井上木材センター 若狭町 三生野13-33

12917 その他 anna design 若狭町 相田55-7-1

12918 その他 BITS nail design 若狭町 立川1-1-13

12919 その他 ＪＡ福井県　三十三支店 若狭町 井崎59-23-1

12920 その他 ＪＡ福井県　三方五湖支店 若狭町 鳥浜46-5

12921 その他 ＪＡ福井県　三方農機センター 若狭町 鳥浜46-13

12922 その他 ＪＡ福井県　上中支店 若狭町 井ノ口37-8-1

12923 その他 ＪＡ福井県　上中農機センター 若狭町 上吉田5-44-4

12924 その他 ＪＡ福井県　西田支店 若狭町 田井21-7-1

12925 その他 NPO法人災害共生支援機構from 若狭町 気山129-3

12926 その他 Solana 若狭町 大鳥羽38-12-1

12927 その他 アクアフェアリー.W. 若狭町 鳥浜28-30-6

12928 その他 えん訪問看護ステーション　三方出張所 若狭町 鳥浜60-1

12929 その他 クリーンねっと若狭　放課後等デイサービス 若狭町 三方上中郡若狭町市場18-11

12930 その他 コレフォトスタジオ 若狭町 鳥浜60-1

12931 その他 ダイセン㈱若狭工場 若狭町 若狭テクノバレー1号堤5-1

12932 その他 デイサービスよすが 若狭町 鳥浜28-54-2

12933 その他 デコデックスデザイン 若狭町 三生野35-3

12934 その他 トライアングル 若狭町 天徳寺３６－１４－３

12935 その他 ナーシングホームよすが 若狭町 鳥浜28-54-2

12936 その他 ヌクイ釣具店　N2DC 若狭町 熊川5-20-1

12937 その他 ハピネスライフ 若狭町 鳥浜53-9

12938 その他 フクビ化学工業株式会社　三方工場 若狭町 三方１８－４５

12939 その他 みかた整骨院 若狭町 三方43-14-6

12940 その他 リリ・オキュペ 若狭町 井崎47-2-1

12941 その他 レインボーライン山頂公園 若狭町 気山18-2-2

12942 その他 レインボー観光自動車株式会社 若狭町 気山２３３－８

12943 その他 わかさ東商工会 若狭町 中央1-5

12944 その他 旭木材工業株式会社 若狭町 鳥浜40-13-7

12945 その他 安賀里郵便局 若狭町 脇袋１５－８－４

12946 その他 医療法人　千葉医院 若狭町 若狭町井ノ口29-28-1

12947 その他 井上フシック 若狭町 三生野13-33

12948 その他 一般社団法人みんなの居場所withふくい 若狭町 鳥浜60-1

12949 その他 一般社団法人若狭三方五湖観光協会 若狭町 鳥浜122-31-1

12950 その他 一般社団法人若狭町建設業会 若狭町 若狭テクノバレー1号堤6-2

12951 その他 一般社団法人福井県交通安全協会嶺南支 若狭町 倉見1-51

12952 その他 宇波西神社 若狭町 気山129－5

12953 その他 株式会社　FKS 若狭町 三方上中郡若狭町気山231-68-4

12954 その他 株式会社　タニグチ　三方営業所 若狭町 北前川13号11-1

12955 その他 株式会社　ミズエ 若狭町 三田第28号38番地

12956 その他 株式会社　ライフ・パートナー 若狭町 能登野３３－２－２

12957 その他 株式会社　窪田組 若狭町 堤１６－８－３

12958 その他 株式会社　武田設備 若狭町 井ノ口３－４－１

12959 その他 株式会社Nexst 若狭営業所 若狭町 井ノ口12-20-1

12960 その他 株式会社アルファブランカST 若狭町 北前川74号今古1-1

12961 その他 株式会社ともえ屋 若狭町 井崎53-34

12962 その他 株式会社モトイ 若狭町 玉置11-32

12963 その他 株式会社佐野組 若狭町 三田27-27-1

12964 その他 株式会社若狭松葉 本社工場 若狭町 能登野１５の１の１

12965 その他 株式会社西野土木 若狭町 新道65-26

12966 その他 株式会社増田医科器械　嶺南サプライセンター 若狭町 井ノ口27-30-1

12967 その他 株式会社美十（ビジュウ）若狭工場 若狭町 若狭テクノバレー1-3-1

12968 その他 株式会社福井銀行 三方支店 若狭町 三方４０号１番地
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12969 その他 株式会社福井銀行 上中支店 若狭町 井ノ口第３６号６番地の１

12970 その他 ㈱アイシン福井・若狭 若狭町 若狭テクノバレー1号堤1番

12971 その他 吉田印刷 若狭町 南前川32-7

12972 その他 久保田工業株式会社 若狭町 三方24-66

12973 その他 熊川郵便局 若狭町 熊川３３－１７

12974 その他 香貴建具 若狭町 麻生野37－17

12975 その他 合同会社　木創 若狭町 58-14

12976 その他 合同会社天狗山農園 若狭町 大鳥羽23-30

12977 その他 雑貨きのした(梟の宿) 若狭町 熊川21-15

12978 その他 三方五湖自然観察棟 若狭町 鳥浜122-31-1

12979 その他 三方郵便局 若狭町 三方３０－２２

12980 その他 三方林材株式会社 若狭町 三方34-5

12981 その他 三和建設株式会社 若狭町 大鳥羽36-3-4

12982 その他 社会福祉法人つぐみ福祉会若狭事業所 若狭町 若狭町下タ中11-27-1

12983 その他 若狭THサービス株式会社 若狭町 下吉田8-24-7

12984 その他 若狭町観光船レイククルーズ 若狭町 海山68-20

12985 その他 若州窯 若狭町 熊川21‐8

12986 その他 十村郵便局 若狭町 横渡６－１－３

12987 その他 小規模多機能ホーム　きやま虹の家 若狭町 気山231-17

12988 その他 小規模多機能ホーム　みさき 若狭町 神子13-3-2

12989 その他 小規模多機能ホームほたる熊川宿 若狭町 熊川43-37

12990 その他 小川養殖漁業生産組合 若狭町 小川17－36

12991 その他 小浜ヤンマー株式会社　上中店 若狭町 市場22-1-1

12992 その他 小浜信用金庫 上中支店 若狭町 市場21-9-3

12993 その他 上中化学株式会社 若狭町 玉置51字中島20番地

12994 その他 上中地区環境整備事業協同組合 若狭町 若狭テクノバレー1号堤6-2

12995 その他 上中郵便局 若狭町 市場１９－１－１

12996 その他 神谷農園 若狭町 神谷35-24

12997 その他 西田郵便局 若狭町 成出第２１－８－４

12998 その他 相談支援センター若狭ねっと 若狭町 三方上中郡若狭町市場21-8-7 MAIビル1階

12999 その他 大鳥羽郵便局 若狭町 大鳥羽２３－９

13000 その他 大和交通株式会社　上中営業所 若狭町 三宅92-8-1

13001 その他 竹長会計わかさ事務所 若狭町 鳥浜49-32-3

13002 その他 中村歯科医院 若狭町 北前川43－32－1

13003 その他 土木業　㈱徳山組 若狭町 鳥浜49-38-1

13004 その他 道の駅三方五湖 若狭町 鳥浜122-31-1

13005 その他 道の駅若狭熊川宿 若狭町 熊川11-1-1

13006 その他 敦賀信用金庫 三方支店 若狭町 鳥浜４９－３１－１

13007 その他 美浜・三方環境衛生組合 若狭町 向笠128-13-1

13008 その他 福祉事業部　クリエフ 若狭町 三方上中郡若狭町北前川29-1-1

13009 その他 訪問マッサージ てあて屋 若狭町 北前川42-17

13010 その他 訪問介護よすが 若狭町 鳥浜28-54-2

13011 その他 坊　孝嗣　税理士事務所 若狭町 南前川３７－２８－１

13012 その他 北陸トラック運送株式会社嶺南営業所 若狭町 若狭テクノバレー1号堤4－8

13013 その他 有限会社 榎本自動車 若狭町 気山295-16-1

13014 その他 有限会社　五湖自動車商会 若狭町 三方5-22-4

13015 その他 有限会社　上野　事務所 若狭町 鳥浜28-5

13016 その他 有限会社　藤川設備 若狭町 大鳥羽13-48

13017 その他 有限会社Syouki Line 若狭町 館川1-1-7

13018 その他 有限会社ウノ電気 若狭町 山内33-16-1

13019 その他 有限会社貴御電設 若狭町 鳥浜59-11

13020 その他 有限会社上野モータース 若狭町 中央1-8-1

13021 その他 有限会社青池庭園 若狭町 北前川41-21-3

13022 その他 旅館まつむら 若狭町 常神1-51

13023 その他 和田モータース 若狭町 下タ中22-2-1

13024 生活必需物資供給  SET-ONE 福井市 中央1丁目15-1

13025 飲食料品供給 (株)かつみ 福井市 丸山2丁目606

13026 生活必需物資供給 (株)キーセンター 福井市 花堂南

13027 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） (株)さくら物語 福井市 足羽2-12-35

13028 生活必需物資供給 （株）サンセツエンジニア 福井市 順化１丁目１３番１０号

13029 生活必需物資供給 （株）ミツバ商会 福井市 左内町

13030 飲食料品供給 (株)橋詰製粉所 福井市 成和丁目４０８

13031 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）(株)前川商店 福井市 西木田3-12-15

13032 飲食料品供給 (有)かみきたの肉のはまや 福井市 上北野１－１１－５

13033 飲食料品供給 （有）フユージョン 福井市 灯明寺

13034 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）（有）まこと 済生会病院店 福井市 和田中船橋7-1
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13035 生活必需物資供給 (有)志満 福井市 下江守町9-10-17

13036 飲食料品供給 (有)大戸製餡所 福井市 照手２丁目9－20

13037 生活必需物資供給 (有)土橋正商店　ツチハシ電化 福井市 足羽１丁目２６－１１

13038 飲食料品供給 (有)北島米穀店 福井市 中央２－９－５

13039 生活必需物資供給 （有）棗石油店 福井市 深坂町15-11

13040 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）.Ace 福井市 大和田2丁目507

13041 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）１％Hair･Make-up 福井市 二の宮4-46-1

13042 生活必需物資供給 １００満ボルト福井南本店 福井市 江守中町7-35-1

13043 生活必需物資供給 100満ボルト福井本店 福井市 新保北1丁目601番地

13044 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）1one 福井市 順化1丁目17-15オリエンタル5302号

13045 生活必需物資供給 ４U 福井市 高木中央3丁目1907　ピースヴィレッジ１F-B

13046 生活必需物資供給 4U 福井市 高木中央３丁目１９０７ ピースヴィレッジ １F-B

13047 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）500 BAR taku 福井市 順化1丁目6-7 お茶の金津屋ビル2F

13048 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）7六歩 福井市 順化1-7-9片町バレービル2F

13049 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Acclaim 福井市 順化1丁目17－23 サンロイヤル片町4F

13050 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ＡＣＥ 福井市 順化2丁目14-21Rビル2F

13051 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ACE　CLUB 福井市 福井市順化1丁目２４－１９　郡ビル２F

13052 飲食料品供給 AFTERGLOW CHOCOLATE 福井市 照手1-9-20

13053 生活必需物資供給 AIGLE福井エルパ店 福井市 大和田2-1212

13054 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ALBA ｂａｒｂｉｅｒｅ 福井市 日之出 1-18-12

13055 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Alice Bar 福井市 順化　１－９－１８　田中ビル２Ｆ

13056 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Alvida 福井市 順化1丁目15-1kihachiビル2階

13057 生活必需物資供給 AMBIENCE 福井市 中央1-19-3

13058 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）American　Bar　Star 福井市 順化１-9-18

13059 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）amethyst 福井市 中央１丁目２２－７

13060 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）amorous 福井市 福井市西方1-3-18

13061 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Amuse 福井市 順化１丁目１７－２３サンロイヤル片町６Ｆ

13062 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）and. 福井市 福1-2915小林ビル102

13063 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ANDYHAIR 福井市 高木中央1丁目202

13064 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Ａnge 福井市 順化1丁目14-21

13065 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Angela 福井市 順化1丁目17-21  旭ビル１階

13066 生活必需物資供給 ANGELISS 福井市 中央１丁目17ー12 サカエパーキングビル１F

13067 生活必需物資供給 ANISIE 福井市 若杉2丁目1401イケダビル1F

13068 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ank Cell monail 福井市 大町10-2-2

13069 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＡＮＶＥＲＳ 福井市 大和田町32-24

13070 生活必需物資供給 anyFAManySiSアルプラザベル店 福井市 花堂南２丁目16番1号

13071 生活必需物資供給 anyFAManySiSフェアモール福井店 福井市 大和田町2丁目1230番地

13072 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）AoiWEDDING 福井市 中央2丁目4-24

13073 生活必需物資供給 AOKI福井大町本店 福井市 大町2-209

13074 生活必需物資供給 ＡＯＫＩ福井大和田店 福井市 大和田1-1406

13075 生活必需物資供給 AOKI福井二の宮店 福井市 二の宮3-42

13076 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＡＰＰＬＥ！ 福井市 中央1-17-1　ビッグアップルビルディング　１Ｆ

13077 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）APREKO 福井市 町屋3-4-13

13078 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ARGYLE 福井市 大和田町2丁目202　OPMビル103

13079 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Ariel 福井市 順化1丁目18-10 そば重ビル2F

13080 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Aries 福井市 順化2-20-13

13081 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Aroma＆Detox たまゆら 福井市 中央1丁目16‐8　マルヒラビルB1F

13082 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）A's  plus 福井市 大町2丁目1009

13083 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）A's　plus 福井市 大町2-1009 ﾌﾛｰﾃﾞﾝﾊｲﾂ101

13084 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）A'S plus 福井市 大町2丁目1009番地フローデンハイツ101号

13085 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ＡＴＥＬＩＥＲ 福井市 順化1丁目7番5号アルファワンビル1階

13086 生活必需物資供給 ATRIUM 福井市 下馬3丁目1302

13087 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Avenir 福井市 順化2丁目20-13 友邦ビル 2F

13088 生活必需物資供給 axesfemme　エルパ店 福井市 大和田2-1212　エルパ2F

13089 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）axia limited 福井市 高柳1-805 レガリア21 105

13090 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）axia 開発店 福井市 開発1-201

13091 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）axia 大和田店 福井市 大和田1-409

13092 飲食料品供給 Ａコープみゆき店 福井市 御幸3-1201

13093 飲食料品供給 Ａコープやしろ店 福井市 渕町2-1711

13094 飲食料品供給 Ａコープ堀ノ宮店 福井市 堀ノ宮1-215

13095 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BABYCROSS 福井市 渕4-1208アウラwest 1F

13096 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BACCHUS 福井市 順化1-17-10

13097 生活必需物資供給 balloon shop compass 福井市 本堂町

13098 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Bambi Beauty Salon 福井市 開発2丁目506 ケイクリフA

13099 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） bar AIM 福井市 春山2丁目24-18

13100 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BAR Area 福井市 順化1-8-17ダイナソービル2階
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13101 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BAR BER 　三越　本店 福井市 若杉２丁目1413

13102 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BAR　BER　MASUDA 福井市 大森町45-25

13103 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） BAR BER 三越 福井市 水越1-807

13104 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Bar Bian 福井市 順化1-14-21 ALBAビル5階

13105 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Bar Blue Point 福井市 順化1-15-9-503

13106 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Bar Chloe 福井市 順化1丁目10-15 サエラビル4階

13107 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Bar Chloé 福井市 順化2丁目6-17 フォレスト片町4F

13108 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Bar jake 福井市 順化1-10-9ドリームタウン2F

13109 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Bar LEGALISS Plus 福井市 順化2丁目8-14 パークサイドタワービル5F

13110 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BAR LK 福井市 順化1丁目15-4

13111 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BAR REPLAY 福井市 順化1丁目24-19 郡ビル　3F

13112 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BAR Romance 福井市 順化２丁目15-19セイコービル1F102

13113 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Bar Sanctuary 福井市 順化1-10-15サエラビル

13114 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BAR SOMEDAY 福井市 順化2-20-13シャンティ片町1F

13115 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BAR UTa 福井市 順化1-12-4福ビル2F

13116 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BAR velocity 福井市 順化2-20-18 片町ビル3F

13117 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Bar walk 福井市 順化１丁目１５－１ＫＩＨＡＣＨＩ１ビル

13118 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BAR　ぷにぷに 福井市 福井市順化1-17-23　ｻﾝﾛｲﾔﾙ片町ﾋﾞﾙ301

13119 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BAR 九龍 福井市 順化1-15-4 リトルプラザビル4F

13120 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BAR.BERタカハシ 福井市 文京7-17-27

13121 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BARBAR  NAO 福井市 左内町9-6

13122 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BARBER　NAO 福井市 左内町9-6

13123 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BARBER SHOP 樹の下 福井市 二の宮5-13-22

13124 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＢＡＲＢＥＲ　ヨシムラ 福井市 森田新保町 5-38-2

13125 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BARBER’sコバヤシ 福井市 高木２丁目５１１番地

13126 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BARBERあおき 福井市 光陽4丁目１－３

13127 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BARFLOW 福井市 順化1丁目17-18

13128 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BARON Shimaguchi 福井市 順化1-17-19 ビッグラウンドビル 4F

13129 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） BARルイス＆ココ 福井市 順化1丁目15-5ブラボービル二階

13130 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BAR浪漫 福井市 順化2-21-11

13131 生活必需物資供給 Basement Circus 福井市 福井市中央1-14-5

13132 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BASIC 福井市 古市2丁目2-13-7

13133 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BASIC×AMBER 福井市 古市2丁目2-13-7

13134 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Beauty　salon　R×H 福井市 花堂中２丁目２６－２６

13135 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Beauty space RUCE 福井市 高木町81字26-2-1

13136 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Bellevie 福井市 順化1-16-18 片町ステーションビル4階

13137 生活必需物資供給 BENTO 福井市 照手2-4-5

13138 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BeReTTa 福井市 順化2丁目20-13シャンティー片町1F

13139 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BiBian　二の宮店 福井市 二の宮2丁目31－20

13140 生活必需物資供給 BIENMORE Bleu 福井市 中央1丁目11-2

13141 生活必需物資供給 BIENMORE GOLF 福井市 中央1-21-39

13142 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BIRTH 福井市 順化1丁目14-21 ALBAビル1階

13143 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Blast 福井市 みのり2-20-11

13144 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＢＬＩＮＫ 福井市 和田2-2118　1Ｆ

13145 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）blume 福井市 引目町9-204

13146 生活必需物資供給 ＢＯＤＹ　ＫＡＲＡＴ　パリオ店 福井市 福井市松城町12-7

13147 生活必需物資供給 bookshop明日輪 福井市 文京3-9-1

13148 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＢｏｒｉｓＶｉａｎ 福井市 学園2-5-7

13149 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BRASBUS HAIR 福井市 高柳2丁目1612

13150 生活必需物資供給 BRICK HOUSE シャツ工房 福井店 福井市 福井市大和田2丁目1230アピタ1階

13151 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）brown hair 福井市 上森田3-1303-1

13152 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）C/HAIR　CREATION 福井市 江端町12-29-1

13153 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）C☆collection 福井市 順化1-7-5

13154 生活必需物資供給 CABANE 福井市 福井市中央1-11-2　3F

13155 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）CABU 福井市 湯谷1-22-2

13156 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）cafe&bar NABO 福井市 順化1-17-23

13157 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）CAMELLIA 福井市 順化1-7-9 片町バレービル2階

13158 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） Caritas 福井市 二の宮3丁目26-13

13159 生活必需物資供給 CASA Rot 福井市 大手3-1-15

13160 生活必需物資供給 CASA Weiβ 福井市 大手3-1-15

13161 飲食料品供給 CBD 1 cafe 福井市 花堂中2-26-26

13162 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） CHAMBRE 福井市 順化1-24-13

13163 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）cheri 福井市 順化1ー7ー5 α1ビル1F

13164 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） CHERI. 福井市 和田中1-1603

13165 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）chikaba 福井市 順化1-21-5 エレガンテ片町2F

13166 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Chiro Beauty Salon fufula 福井市 福井市丸山１丁目208　リリーフ21日経ビル
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13167 生活必需物資供給 CHOOSE 福井市 羽水2丁目724

13168 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）claire 福井市 順化２丁目２０－１３　友邦ビル３Ｆ

13169 生活必需物資供給 CLARK 福井市 下馬3-430

13170 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）club bisser 福井市 浜島町6-44

13171 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）CLUB Cherir 福井市 順化１丁目７－９片町バレービル5F

13172 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Club Dios 福井市 順化1-15-9

13173 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Club Flower 福井市 大手2-6-1大手ビル2F

13174 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） CLUB Ｍ-STAR 福井市 順化1-17-20

13175 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）CLUB NAGISA 福井市 順化2丁目20-13友邦ビル4階401号室

13176 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）club 一翠 福井市 順化2丁目12-6パークサイドビル3階

13177 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） club 宮妓 福井市 順化1丁目17-20アミール片町3階

13178 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）CLUB 花さくら 福井市 順化順化２丁目13-17

13179 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）CLUB蓮 福井市 順化2-20-20

13180 生活必需物資供給 CO 福井市 大手3-1-15

13181 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）COA LASH 福井フェニックス通り店 福井市 宝永4丁目18-8-2

13182 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）COCORO 福井市 花堂南1丁目5-30  ナカノビル102

13183 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）COIFFURE　OFF-SIDE 福井市 文京6-15-27

13184 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）concept bar maverick 福井市 順化2丁目6-17 フォレストビル2F

13185 生活必需物資供給 Cozy　コジー 福井市 花堂南２丁目１６－１

13186 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）COZY*COZY 福井市 松本２－２４－１０－１F

13187 生活必需物資供給 crocs　fam高木店 福井市 高木中央2-2618

13188 飲食料品供給 CROP　HOUSE 福井市 幾久町６－１０

13189 生活必需物資供給 Cultuart Hatch 福井市 板垣５丁目１００４　ヴィラ板垣１F

13190 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）CURLSTYLE 福井市 学園2-1-23　吉田ビル102

13191 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）CUT & Healing Brs.MARUYAMA 福井市 渕1-608

13192 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Cut House nakanishi 福井市 田原2丁目34-28

13193 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）CUT&WAVEエレガンス 福井市 花堂東1-7-18

13194 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） Cuthouse　Part２ 福井市 大宮2丁目9-14

13195 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）CutHouse Wish 福井市 田原町2丁目34-28

13196 生活必需物資供給 ｄａｉｃｈｏ （ダイチョウ） 福井市 松本３－３－４

13197 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）DAISY デイジー 福井市 順化1丁目17-15オリエンタル5 2F 201号

13198 生活必需物資供給 ＤＣＭ福井社北店 福井市 若杉4丁目1101番地

13199 生活必需物資供給 ＤＣＭ福井南店 福井市 下馬町3丁目702番地

13200 生活必需物資供給 DECO APARTMENT STORE 福井市 高木中央2-2618

13201 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）DETAIL 福井市 木田3丁目3113

13202 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＤＥＴＡＩＬ 福井市 木田3-3113

13203 飲食料品供給 deww 福井市 日之出4丁目1‐16

13204 生活必需物資供給 Diamante ORB 福井市 浅水町１７－４

13205 生活必需物資供給 Diamante ORG 福井市 福井市浅水町１７－４

13206 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Diamond 福井市 順化2丁目17-7 プランタン片町4階

13207 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）DILGA　開発店 福井市 開発2丁目222

13208 生活必需物資供給 DogFamilyPyuna 福井市 三留町7-3

13209 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）DOLCE DOLL 福井市 西開発３ー３１７

13210 生活必需物資供給 Dr.Driveアリーナ板垣店 福井市 木田2-2205

13211 生活必需物資供給 Dr.Driveセルフサン勝見店 福井市 御幸3-3-25

13212 生活必需物資供給 Dr.Driveセルフやしろ店 福井市 渕2-910

13213 生活必需物資供給 Dr.Driveセルフ大和田店 福井市 寺前町111番地

13214 生活必需物資供給 Dr.Driveノース福井店 福井市 新保2-503

13215 生活必需物資供給 Dr.Drive光陽店 福井市 光陽2-18-18

13216 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Dream 福井市 順化2丁目21-18

13217 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）E spoir 福井市 順化一丁目15-1

13218 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） EAST 福井市 順化1-15-9　スカイパレス1F

13219 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ｅｌｅａｎｏｒ 福井市 渕町43-51-20

13220 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Emmi 福井市 順化2丁目8-14 パークサイドタワー6階

13221 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ENEOS 東郷SS 福井市 福井県福井市東郷ニヶ町３６－１１

13222 生活必需物資供給 ENEOS中央市場給油所 福井市 高柳1丁目2302

13223 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）es studio 福井市 高柳1-1501 花一倉庫2階

13224 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ESPO LAB FUKUI 福井市 高柳２１３０１ レインボービル７F

13225 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ESPOIR 福井市 順化1丁目15-1KIHACHIビル3F

13226 生活必需物資供給 EST premium 福井市 毛矢1-2-15

13227 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）eye beauty salon Rippy 福井市 定正2丁目501-2

13228 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）eye rich 福井市 木田3丁目3101

13229 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） Eyelash Design PUR  福井店 福井市 御幸3丁目13-13ミユキビル2

13230 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）EyelashSalon  LAURE'A 福井市 上野本町14-36

13231 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）EyelashSalonBlanc　福井店 福井市 新保3丁目2218ノエビア２F 

13232 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）EyelashSalonRISIL 福井市 みのり4-14-50 コーポハヤシ1F
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13233 生活必需物資供給 F.sourire 福井市 羽水2-127　オリアナ1F

13234 生活必需物資供給 face & wrist gallery SAKAI 福井市 春山2丁目5-20

13235 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Facial＆Aroma はなゆら 福井市 中央1丁目17‐1　アップルビル2F

13236 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）fam 福井市 福井市成和2-902

13237 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）feel 福井市 順化２丁目２０-２エルミオーレ３Ｆ

13238 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）feliche 福井市 板垣5-901イタガキプラザ2F西側

13239 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）feliche灯明寺店 福井市 灯明寺1丁目1401

13240 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）FLAP  share salon 福井市 木田3丁目3113-1

13241 生活必需物資供給 Fleur de lis 福井市 大手3-1-15

13242 生活必需物資供給 FLOATER 福井市 中央1-21-36

13243 生活必需物資供給 Fluer　de　lis、　Ｃｏ　、　 福井市 大手３丁目1-15

13244 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） Foot salon Tiare 福井市 種池町２１－９－１０

13245 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）forest 福井市 文京１丁目１５-１５

13246 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Fourteen 福井市 順化1丁目２１-5エレガンテ片町１階101号室

13247 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Freesia 福井市 順化１丁目１７-２３

13248 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） FREEY 福井市 開発1-208

13249 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ｆｕｊｉｍｏｔｏとこ屋 福井市 城東 1-3-3

13250 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Fukui　Palm 福井市 田ノ谷町10-5-3

13251 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）FUNK Lounge 福井市 渕2丁目1106

13252 生活必需物資供給 GAGA 福井市 光陽１丁目５－１７

13253 生活必需物資供給 GATHERED福井駅前店 福井市 中央1-11-11エリアス1F

13254 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）GBPグループ 福井市 大願寺3丁目1-20栗田ビル1F

13255 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Girl's Bar  rerain 福井市 順化1丁目15-5 ブラボービル2F

13256 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）gish 福井市 大宮6-15-25

13257 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）glossy 福井市 順化町1丁目14-21 ALBAビル3階

13258 飲食料品供給 Good Smile Donut 福井市 日之出5-8-3

13259 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Grande 福井市 順化1-17-7 プランタン片町ビル3F-B

13260 生活必需物資供給 Grindel 福井市 松城町12-7パリオシティ1階

13261 生活必需物資供給 GumGum 福井市 開発2丁目105 開発ガーデンスクエア102

13262 生活必需物資供給 ＧＹ福井 福井市 川合鷲塚町48-1

13263 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Hachi 福井市 順化1-19-15片町ロフトビル2Ｆ

13264 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair  Relax  UZU 福井市 渕2丁目217

13265 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAIR & SPA Nico 福井市 高木中央２丁目２６０３

13266 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAIR ALEN 福井市 二の宮4-3-5

13267 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair atelier M int blue. 福井市 飯塚町

13268 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair Boutique  ＲＯＮ 福井市 照手1-5-6

13269 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair design   Cchiera 福井市 西開発１丁目１８０６－１

13270 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAIR DESIGN glee 福井市 大町清水畑219-4

13271 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair design Origami 福井市 福井市高木中央1-314

13272 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ｈａｉｒ　Ｆｒｉｅｎｄｓ 福井市 毛矢2-2-16

13273 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAIR HAKS 福井市 市波町30-4-1

13274 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair Lepps 福井市 開発5-1118番地　エクセルｋ102

13275 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair make BLESS 福井市 西谷二丁目2801-3

13276 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair make BLINK 福井市 御幸３丁目16-12

13277 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair make Hanon 福井市 大願寺2丁目9-21

13278 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair make Lapis 福井市 日光２-２５-９

13279 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAIR MAKE Loose 福井市 八重巻東町3–13

13280 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） Hair make NEXT in balsam 福井市 福井市高柳2丁目1806

13281 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair make Quasar 福井市 円山2-501

13282 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair　Make　ドゥーワップ 福井市 光陽2-10-7

13283 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair mu-te flap 福井市 下馬2丁目311ﾗｲｾﾝｽﾋﾞﾙ1階南部屋

13284 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair produce 'olu'olu 福井市 下荒井町4-22

13285 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair room briller 福井市 開発2丁目908

13286 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair room Chocolat　（ヘアールーム 福井市 美山町5-10

13287 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair salon  Kaoru 福井市 板垣２丁目１１３番地

13288 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair Salon Cache Cache 福井市 板垣1-524

13289 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair salon CHU・LA 福井市 東森田3-120

13290 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair salon irodori 福井市 御幸2-24-15

13291 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair Salon LIFE 福井市 高木二丁目706スカウグン1F

13292 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair Salon Soin 福井市 勝見3-15-10

13293 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） Hair&eye L.o.g 福井市 志比口2丁目4-7

13294 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） Hair&Face Intend 福井市 灯明寺1丁目パセオ灯明寺102

13295 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair&make ciel ciel 福井市 大町２丁目110辻ビル1F

13296 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAIR&MAKEpeace 福井市 高柳1丁目802アーバンヒルズ

13297 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair&Makeフィランジェリ 福井市 舟橋1丁目306-1

13298 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair＆Resort EN.-縁- 福井市 開発1丁目902-6
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13299 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair×make Cafune 福井市 上野本町４丁目1719

13300 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAIRROOM いちごじゃむ 福井市 開発2-710 開発野阪ビル

13301 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HairSalon　Bplus 福井市 文京6丁目17-8　ツインロワイアル1F

13302 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） Ｈａｉｒ－ｓａｌｏｎ　ｆｒｅｓｃｏ 福井市 和田東2-1501-3

13303 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ「ｎａｔｕ」 福井市 学園2-1-23吉田ビル105「ｎａｔｕ」宛

13304 飲食料品供給 hanahana coffee 福井市 大宮3-20-22

13305 生活必需物資供給 hanul 福井市 北四ツ居3丁目304

13306 飲食料品供給 HAPPY　CHEESE 福井市 中央1-15-6

13307 生活必需物資供給 HERE&NOW 福井市 春山2-23-12

13308 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＨｏｔＣａｎｄｙ 福井市 日光１丁目５ー２０

13309 生活必需物資供給 HTY合同会社 福井市 文京５丁目８－８

13310 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）I アイ 福井市 順化2-20-20

13311 生活必需物資供給 I.P.S販社　ドリームアイ 福井市 足羽1-14-33

13312 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ILOVEDABAO 福井市 順化1-17-23サンロイヤル片町102

13313 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） Imari 福井市 順化1丁目17-7プランタン片町3階

13314 生活必需物資供給 INSTANT KARMA 福井市 福井市江守中1丁目1701

13315 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）IT'S  CooLいつくる 福井市 二の宮4丁目28-12

13316 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）J'ADORE 福井市 順化2丁目20-13 友邦ビル4階

13317 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） jake's hall Old Rookie 福井市 順化1-10-9ドリームタウン3階

13318 生活必需物資供給 ＪＡ福井県　8号線給油所 福井市 大土呂町20-5

13319 飲食料品供給 JA福井県　喜ね舎愛菜館 福井市 福井市河増町9-10-1

13320 生活必需物資供給 ＪＡ福井県　清水給油所 福井市 片粕町22-2-1

13321 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） Jewel 福井市 順化2-20-2 エルミオーレ5F

13322 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）JEWEL ［hair assist］ 福井市 木田町1709

13323 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）JOYFUL 福井市 順化2丁目13-17 エミヤビル2F

13324 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）jpeg美容室 福井市 志比口1丁目１２－２７

13325 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ＪｕＧｏ　ｃｏｃｋｔａｉｌｓ 福井市 順化1-21-5エレガンテ片町201

13326 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Justy 福井市 順化2丁目7-18　三栄ビル2F

13327 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Ｊジェイ 福井市 順化１丁目16ー18 片町ステーションビル３階

13328 生活必需物資供給 K collection 福井市 中央1丁目11-3

13329 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）k.zbar 福井市 順化1-14-22 B1

13330 生活必需物資供給 Ｋ’ｓボルサ 福井市 大和田2-1212

13331 飲食料品供給 Kandy 福井市 経田１－１３１２－３

13332 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＫＡＴＯ理容舘 福井市 幾久町8-11

13333 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）KENNEDY CLUB 福井市 順化2丁目12-14 プリンスビル5F

13334 飲食料品供給 Kirari 福井市 中央1丁目2番1号　2階

13335 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）KODĒN 福井市 四ツ井2-6-1第二黒川コーポ1階

13336 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）K's hair 福井市 剣大谷町2-15-1

13337 飲食料品供給 KumaDeliキッチン 福井市 高木中央2-3209 白崎ビル101

13338 生活必需物資供給 KURA 福井市 中央1-21-1KURA

13339 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）KYUKYUKYU 福井市 順化2-7-6

13340 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）L and Heart 福井市 順化2丁目12-14プリンスビル302

13341 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）l　アイ 福井市 順化2-20-20 2階

13342 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）L.o.g classic 福井市 四ツ井1丁目2-11

13343 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） La Vida Rosa 福井市 順化2-7-18三栄ビル4階東

13344 生活必需物資供給 La136（ラ・イサブロウ） 福井市 大願寺2-8-8

13345 生活必需物資供給 LALAビル 福井市 二の宮4丁目11番22号　LALAビル

13346 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Lamp 美容室 福井市 みのり２丁目5ー20

13347 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）LAUNDRY STORE 福井市 四ツ井1-2-24

13348 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Ｌｅａｚｙ 福井市 順化１丁目１６－１８片町ステーションビル１Ｆ

13349 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）LEGO 福井市 高柳3丁目2804番

13350 生活必需物資供給 LOOZEL 福井市 篠尾町96-56-1

13351 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）lounge 9 福井市 順化2丁目20-13 友邦ビル4階

13352 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Lounge a maioria 福井市 順化2-1217 セレクトシティ片町5F

13353 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）lounge el 福井市 順化1-17-7

13354 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Ｌｏｕｎｇｅ　ｅｔｅ 福井市 順化1-7-5　片町アルファ1ビル 2F

13355 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）LOUNGE LA Coo 福井市 順化1丁目7-5 アルファーワンビル3F

13356 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）LOUNGE LIGHT 福井市 順化1丁目21-5エレガンテ片町204

13357 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Lounge　Lily 福井市 八重巻町306番地1カイエンビル102

13358 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ＬＯＵＮＧＥ　ＬＵＭＩＮＥ 福井市 順化1丁目17-20　アミール片町2Ｆ

13359 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）lounge ORIGIN 福井市 順化1-16-18 片町ステーションビル5階

13360 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Lounge Refuge 福井市 順化2-22-3TMビル2階

13361 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）lounge salon 福井市 順化2-20-2

13362 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）lounge SAYA 福井市 順化1-17-5 キムラビル3F

13363 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）LoungeBlackdia 福井市 福井市順化2丁目20-2エルミオーレ402

13364 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Lua Azul 福井市 高柳3丁目1505
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13365 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）luam 福井市 花月4丁目4-17

13366 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）LucifeЯ 福井市 順化2丁目20-13シャンティ片町3階

13367 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Lullstyle整体 福井市 下江尻町9-11-4

13368 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）LUMIERE(ルミエール） 福井市 順化2-22-3TMビル4F

13369 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）LUXNAIL福井店 福井市 高木中央3丁目1003-4

13370 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Luxury 福井市 順化1-16-9 Raビル1F&2F

13371 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Lx 福井市 西開発4-108-2

13372 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Lx park avenue 福井市 渕3丁目1013

13373 生活必需物資供給 Ｍ2 by senso-unico 福井市 花堂南２丁目１６－１

13374 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）MAHALO 福井市 二の宮４－２３－２５

13375 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）MAISON　DE　REDONNER 福井市 加茂河原3-12-30横山マンション1-3

13376 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）MALQ HAIR CARE 福井市 学園３丁目５－３ 松本ビル 104

13377 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）MANHATTAN 福井店 福井市 大手2丁目2-15 HASⅡビル1F

13378 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）me＋ みたす 福井市 順化1-14-21 ALBAビル１階

13379 生活必需物資供給 MEGAドン・キホーテUNY福井店 福井市 飯塚町第11号111番地

13380 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）men's Sauber 福井市 文京２丁目１９－８　エクセル文京２－１

13381 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）MENS. YAMATO 福井市 若杉浜1-708

13382 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）MEVIUS 福井市 順化2丁目20-13

13383 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）MICHIRU／ 福井市 順化1-7-5 アルファワンビル2階

13384 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） miss DANAN 福井市 順化1丁目8-17　ダイナソービル3F　M号室

13385 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）MODERN GIRL 福井市 順化2-12-14プラチナビル4階

13386 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）MOGA 福井市 順化2-12-19プラチナビル4階401

13387 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）MOGA MODERN GIRL 福井市 順化２-12-19　プラチナビル4F

13388 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） ｍｏｍｏ 福井市 福井市順化1丁目7-8 エドモンド片町4F

13389 生活必需物資供給 momoエルパ店 福井市 大和田2-1212

13390 生活必需物資供給 momoワッセ店 福井市 久喜津町５２－５

13391 生活必需物資供給 momo駅前本店 福井市 中央1-9-28

13392 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）mooi　hair 福井市 高木中央2-3007-5

13393 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）More 福井市 順化1丁目17-12

13394 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）M's Diary 福井市 順化1丁目8-17ダイナソービル2階

13395 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）MUSIC BAR 言ト音 福井市 順化1-10-12 K・Kビル4F

13396 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）N°９ 福井市 北四ツ居3丁目5-24 KOTOBUKI-B.L.D202

13397 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）NAIL ATELIER ENCHANT 福井市 経田2-1601

13398 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）NAIL DESIGN TOO 福井市 和田東1丁目1609-1

13399 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）nail life salon Feel 福井市 新田塚2丁目24-9 テラスハウスS-05

13400 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）nail room & 福井市 八重巻町306st.class八重巻203

13401 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）nail salon&school Dolce 福井市 堂島町7-46

13402 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Nail studio Chäy 福井市 和田中1丁目1723

13403 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）NAIL STUDIO EMO 福井市 菅谷

13404 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）naildesign Grace 福井市 光陽３丁目９－１８

13405 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）nailsalon fu^a 福井市 松本1-15-1 信開ドヌール松本301

13406 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）nanao 福井市 順化1丁目15-4　リトルプラザ2F

13407 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Neilsaion Macolo 福井市 大宮6丁目17-35　高由ビル１F

13408 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）nico lashes 福井市 春山2-15-5

13409 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）no2 福井市 若杉２－１４１４

13410 生活必需物資供給 Nomad 福井市 高柳3-4414

13411 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）NON NONヘアアート 福井市 高木中央2-3209

13412 飲食料品供給 notes 福井市 花堂南１丁目９－１６

13413 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）octavo 福井市 大宮2-25-29クリエイションハウス１０５号

13414 生活必需物資供給 Office Mizukami 福井市 大宮6丁目15-26 DONDO 1A

13415 生活必需物資供給 OKUBO 福井市 足羽1-25-13

13416 生活必需物資供給 Ｏｌｉｖｅ　Ｔｒｅｅ 福井市 中央1丁目15-6

13417 生活必需物資供給 opteyebis 佐々木メガネ 福井市 下馬2丁目2301-1

13418 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Opus ONE 福井市 順化1ー7ー5アルファワンビル4F

13419 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）opusone 福井市 順化1-7-5アルファワンビル４階

13420 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）OSHIROIYA 福井市 みのり3丁目13-1

13421 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）OTONA RASHICU 福井市 開発5-609 セ・ソアーB-1

13422 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）OTSO OTSO 福井市 順化2-12-14

13423 生活必需物資供給 OVUM✕MONOLITH 福井市 中央1-19-21　福井クレストビル2階

13424 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）own beauty 福井市 水越1丁目502

13425 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）PARCO美容室 福井市 宝永

13426 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Party’s Bar BeReTTa 福井市 順化2丁目8-14パークサイドタワーB1

13427 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）past present FUGA 福井市 順化2-22-1寺木ビル4F401

13428 生活必需物資供給 Peak 福井市  花堂南２丁目１６－１

13429 飲食料品供給 PHASE フェイズ 渕店 福井市 渕4－205  ショッピングプラザFY 1F 

13430 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Philippine Bar DIA 福井市 順化1―17―27第二津々美ビル2階201
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13431 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）picaso 福井市 順化2丁目20-13

13432 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Pisuco  Bus 福井市 文京3丁目28-19

13433 生活必需物資供給 PLANT-3 清水店 福井市 三留町21号4番地

13434 生活必需物資供給 ＰＯＬＡ　エステイン・ＶｉＶｉｄ 福井市 松本２－３５－８

13435 生活必需物資供給 Ｐｏｔｔｅａポッテイ 福井市 成和2丁目419

13436 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Prima  next 福井市 高木中央1-2402

13437 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Private Nail Room Shio 福井市 新田塚2-143-4

13438 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）propeller 福井市 順化 1-10-12  KKビル B1

13439 生活必需物資供給 PROSHOP-KITA 福井市 大和田町68-1-2 WAVE40内

13440 生活必需物資供給 R&F 福井市 福井市西谷町1-1306Rスペース210号室

13441 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） R.COCO 福井市 二の宮2丁目26-28 コリン2F

13442 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ratio レシオ 福井市 大願寺2-6-5

13443 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）RAVITA 福井市 新保1-217

13444 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）recess hair entertainer's 福井市 田原2-20-4

13445 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Redeww 福井市 日之出4丁目2-20

13446 生活必需物資供給 Relax Sneakers Salon 福井市 福井市江守中1丁目1701　つち田ビル　102号

13447 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）RESONANCE 福井市 福井市桃園

13448 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）RETENTIR 福井市 順化2-12-1　KT9ビル　2F

13449 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Riccar 福井市 順化2丁目22-3T＆Mビル3F302号

13450 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）riche 福井市 高柳3丁目

13451 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ｒｉｃｏｒｄｏ 福井市 西谷1丁目914

13452 生活必需物資供給 RINO 福井市 順化２－６－７

13453 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）RIUM 福井市 春山2丁目3-4

13454 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Romance 福井市 順化2丁目12-15

13455 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Rose petal 福井市 順化2丁目7-18

13456 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Rui 福井市 順化２丁目２０－１ 片町ランドマークビル2-C

13457 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）RUMFIRE 福井市 中央1ー17ー15ー5f

13458 飲食料品供給 RUNNY PICNIC 福井市 福井市中央1-8-1　福井西武　地下1階

13459 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ruua kind salon 福井市 西開発3-501-2 オフィスMT101号

13460 生活必需物資供給 SABAE･OPT　ベル店 福井市 花堂南2-16-1　ショッピングシティベル1F

13461 生活必需物資供給 SABAE･OPT　開発店 福井市 西開発2丁目101-1-6

13462 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）salon 福井市 順化2-20-2

13463 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Salon de 紅 福井市 順化2丁目20-14 ﾜｺｰKプラザビル１Ｆ

13464 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Salondo.V 福井市 春日１丁目１４－２３

13465 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Santana 福井市 中央1丁目21-7

13466 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Sauber 福井市 若杉１丁目３２０５　ルネッサンス広川１０１

13467 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）SAYA 福井市 順化1-17-5 3階

13468 生活必需物資供給 SEASON　アピタ大和田店 福井市 大和田２－１２３０

13469 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）season. 福井市 順化１丁目14-13 亜米利館ビル２階

13470 飲食料品供給 SEMER par Atelier COERN 福井市 舞屋町

13471 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）senscene 福井市 長本町105 ロイヤルハイツ長本

13472 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）SEVEN"s 福井市 順化２丁目12-18片町フォーカスビル4階401号室

13473 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ｓｆｒａ 福井市 新田塚町417

13474 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）sfra 福井市 新田塚町417 サンスクエア21  1F

13475 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Shampoo 福井市 順化2丁目12-14プリンスビル2F

13476 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Shanti 福井市 鮎川町107-2-5

13477 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）SHIKI 福井市 開発5-1118 エクセルK 102

13478 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Shiori 福井市 順化2丁目20-17

13479 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ShiZuKa 福井市 順化2丁目20-19

13480 飲食料品供給 Shop満天 福井市 文京3-9-1

13481 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）simon 福井市 大宮3-29-14

13482 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）SNACK トンイ 福井市 順化2丁目6-17

13483 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）SNOWDROP 福井市 順化2丁目7-18　三栄ビル1F

13484 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）SO 福井市 2-1-1

13485 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）soar hair design 福井市 石盛3-1703

13486 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）SOEL 福井市 大瀬町23-113

13487 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）story 福井市 順化1-7-8　エドモンド片町ビル　5-1

13488 生活必需物資供給 SuFuLu 福井市 新保３丁目１００１

13489 生活必需物資供給 SUIT SELECT FAIRMALL FUKUI 福井市 大和田2-1230　フェアモール福井2F

13490 生活必需物資供給 SUIT SELECT FUKUI BELL 福井市 花堂南2-16-1　福井ショッピングシティベル2F

13491 生活必需物資供給 Sunadish 福井市 福井市下江尻町１０－１６－１

13492 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） SUNDYS 福井市 下馬3-1501

13493 生活必需物資供給 Super KaBoS 新二の宮店 福井市 二の宮5-18-8

13494 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Superior 福井市 江端町22-9-5

13495 生活必需物資供給 SuperKaBoS+GEOワッセ店 福井市 久喜津町52-22　パワーセンターワッセ内

13496 生活必需物資供給 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ大和田店 福井市 大和田2丁目1234番地
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13497 生活必需物資供給 Ｓｙｍｐａ　高柳店 福井市 高柳２丁目８１０

13498 生活必需物資供給 Ｓｙｍｐａ　福井店 福井市 田原１－８－２

13499 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）T iara 福井市 順化2丁目２３ー13

13500 生活必需物資供給 Ｔ’ｕｔｔｏ / ｄａｉｃｈｏ （トゥット 福井市 文京７－１１－９

13501 生活必需物資供給 TAKEUCHI　ベル店 福井市 花堂南２丁目１６－１

13502 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）taste 福井市 大手二丁目7-3

13503 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）T-bonネットワーク 福井市 加茂河原2-4-28

13504 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Tempting Bar LEGALISS 福井市 順化2丁目8-14 パークサイドタワービル6F-B

13505 飲食料品供給 Ｔｈｅ　Ｇｒａｎｄ　ｃｏｆｆｅｅ 福井市 成和１丁目３１０６　Ｋｅｎｊｉビル

13506 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）The salon 福井市 板垣5-901 イタガキプラザ　ザサロン内

13507 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）The STAGE 福井市 中央1丁目17-15サンジェルマンビル4F

13508 飲食料品供給 The 肉弁 福井市 経田1丁目７０７

13509 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Tiara 福井市 順化2丁目２０ー１３

13510 飲食料品供給 totobase 福井市 高木中央1丁目401

13511 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Trail 福井市 照手4-6-18 1F

13512 生活必需物資供給 TRAVELLER`S BASE 福井市 花堂南2-16-1　BELL1階

13513 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ｔｒｈヘアーメイク 福井市 花堂北1-12-7

13514 生活必需物資供給 TROIS ROCHES 福井市 花堂南２丁目１６－１

13515 生活必需物資供給 TSUTAYA bookstore ﾜｲﾌﾟﾗｻﾞ新保店 福井市 新保北１丁目303番地

13516 生活必需物資供給 TSUTAYAパリオ店 福井市 松城町9-7

13517 生活必需物資供給 ＴＳＵＴＡＹＡ福井高柳店 福井市 高柳３丁目２２０３番地

13518 生活必需物資供給 TSUTAYA若杉店 福井市 若杉１丁目３１０１

13519 生活必需物資供給 TULLY'S COFFEE ﾜｲﾌﾟﾗｻﾞ新保店 福井市 新保北１丁目303番地

13520 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）um Calvo 福井市 順化2-7-18

13521 生活必需物資供給 unfil9 福井市 御幸4丁目20-28

13522 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ｕｎｓｕｎｇ 福井市 中央1-16-8マルヒラビル3F

13523 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）urarabi 福井市 順化2-12-14 プリンスビル301

13524 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）van family四ツ居店 福井市 北四ツ居３丁目５－２４

13525 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）van family大和田店 福井市 大和田２－５１５

13526 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）van family飯塚店 福井市 飯塚町11-127

13527 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）VANfamily　大和田店 福井市 大和田38-30-1

13528 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）VANfamily　福井ｱﾋﾟﾀ飯塚店 福井市 飯塚町1-111

13529 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）VANILLA 福井市 順化1丁目8―17ダイナソービル3階

13530 生活必需物資供給 vanity 福井市 松本4-1-9 カマダビル1F

13531 生活必需物資供給 V-drug　下馬店 福井市 福井市下馬2-1401

13532 生活必需物資供給 V-drug　開発店 福井市 福井市開発2-101

13533 生活必需物資供給 V-drug　高木店 福井市 福井市高木中央3-311

13534 生活必需物資供給 V-drug　若杉店 福井市 福井市若杉2-1512

13535 生活必需物資供給 V-drug　森田店 福井市 福井市栗盛2-3006

13536 飲食料品供給 V-drug　大宮店 福井市 福井市大宮3-6-5

13537 生活必需物資供給 V-drug　大島店 福井市 福井市大島町柳101-4

13538 生活必需物資供給 V-drug　二の宮店 福井市 福井市経田2-110

13539 生活必需物資供給 V-drug　福井御幸店 福井市 福井市御幸2-4-24

13540 飲食料品供給 VENGA！COFFEE 福井市 宝永３丁目15ー10

13541 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Vente Reine plus 福井市 順化2-20-14 シャンティ片町 1F

13542 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）VERITE 福井市 手寄１－４ AOSSA2F

13543 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）VERY berry 福井市 町屋３丁目１３－６

13544 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Vestito bar 福井市 順化二丁目1ー17ー7プランタン片町4f

13545 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Ｖｅｓｔｉｔｏ Bar 福井市 順化1ー17ー7プランタン片町4FーB

13546 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ＶＩＰ　ＡＭＯＮ 福井市 順化2丁目13-1

13547 生活必需物資供給 Viscotecs make your brand福井店 福井市 毛矢1丁目10-1

13548 生活必需物資供給 VISCOTECS　SQUARE福井店 福井市 毛矢1丁目10-1

13549 生活必需物資供給 VIVA 福井市 花堂南２丁目１６－１

13550 飲食料品供給 VIVANT　（エルパチャレンジショップ 福井市 渕2丁目1907

13551 生活必需物資供給 ViVian-you 福井市 松本2-35-8

13552 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ｗａｖｅ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 福井市 二の宮3-4-6

13553 生活必需物資供給 WELLVY 福井市 日光2-25-7 吉川総業ビル101

13554 生活必需物資供給 whisper&musee 福井市 高木中央２丁目３１１２－２

13555 生活必需物資供給 whisper渕本店 福井市 渕4丁目1803

13556 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）With モリシタ 福井市 運動公園1-407

13557 飲食料品供給 ＷｏｏｄＷｏｏｄ 福井市 成和１－２２３１

13558 生活必需物資供給 Y・S　たかやま 福井市 御幸1丁目１９－３

13559 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Yuka 福井市 順化1丁目16-10シャトーレ片町3F

13560 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）yura 福井市 順化一丁目17-28

13561 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON羽水店 福井市 羽水2丁目８０２

13562 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ZABOON下河北店 福井市 下河北町10字

207 ページ



No. 業種 施設・店舗名 住所

13563 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON御幸店 福井市 御幸3丁目10-38

13564 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON江守中店 福井市 江守中2丁目1907

13565 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON高柳店 福井市 高柳2丁目114

13566 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON森田店 福井市 石盛2丁目2221

13567 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON二の宮店 福井市 二の宮2丁目4-16

13568 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON八ツ島店 福井市 八ツ島町31字４０５

13569 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON豊岡BP店 福井市 豊岡1丁目２－１６

13570 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＺＥＲＢＩＮＯ（ゼルビーノ） 福井市 灯明寺町 54-2

13571 生活必需物資供給 ＺＥＲＯ２７ 福井市 花堂南2丁目16-1ベル店1Ｆ

13572 飲食料品供給 ア　ヴォロンテ（株）日商青柳 福井市 経田2丁目406

13573 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アート　ラ　セツコ 福井市 福井市開発4-111

13574 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アイネス観光株式会社 福井市 南江守町60-19

13575 生活必需物資供給 アイン薬局四ツ居店 福井市 北四ツ居2丁目18-33

13576 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）あい美容室 福井市 江端町22-35

13577 生活必需物資供給 あおい商事㈱あおいSSランド24時間車 福井市 大土呂町12-5-1

13578 生活必需物資供給 あおい商事㈱あおいSSランドセルフ音楽 福井市 大土呂町12-5-1

13579 生活必需物資供給 あおい商事㈱セルフプラザしみずSS 福井市 甑谷町24-8

13580 生活必需物資供給 あおい商事㈱セルフプラザつくし野SS 福井市 石盛町1001

13581 生活必需物資供給 あおい商事㈱セルフプラザふくいSS 福井市 開発5-2119

13582 生活必需物資供給 あおい商事㈱セルフプラザわかすぎSS 福井市 若杉1-2915

13583 生活必需物資供給 あおい商事㈱セルフプラザ新田塚SS 福井市 二の宮4丁目44-1

13584 生活必需物資供給 あおい商事㈱セルフプラザ新日光SS 福井市 文京7-7-22

13585 生活必需物資供給 あおい商事㈱セルフプラザ福井インター 福井市 二の宮4丁目44-1

13586 生活必需物資供給 あおい商事㈱まちやSS 福井市 町屋2-6-18

13587 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）アオザイ 福井市 順化2-20-2エルミオーレビル5F

13588 生活必需物資供給 あおば薬局　田原町店 福井市 文京2-1-10

13589 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アクアラボ 福井市 下森田藤巻町1-18

13590 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）アゲイン 福井市 順化１丁目７の５アルファーワンビル4階Ｈ号室

13591 飲食料品供給 あさひるぱん 福井市 高木中央2丁目1711

13592 生活必需物資供給 アザレピュア 福井市 大願寺1-11-8

13593 生活必需物資供給 アジア雑貨屋CHEKKA 福井市 中央1丁目14-8新栄福祉センター2階

13594 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アシスト保険事務所 福井市 西方１－１７－１２

13595 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）あすわ整体 福井市 足羽1－２－１５

13596 生活必需物資供給 アトリエ M 福井市 福井市宝永２－２－７

13597 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アトリエ　ムック 福井市 日光2-2-10 レジデンス小林102

13598 生活必需物資供給 あど工房 福井市 砂子坂町11-22

13599 生活必需物資供給 アニメイト福井 福井市 中央1-8-17 テアトルビル1F

13600 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）あのん 福井市 順化2-19-12森ビル1F

13601 生活必需物資供給 アバックスタジアム店 福井市 大宮6丁目15-32

13602 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） 亜番忠～瑠 福井市 順化1丁目17－15

13603 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）アピール 福井市 西開発１丁目1105

13604 生活必需物資供給 アビオ志比口給油所 福井市 志比口2-20-20

13605 飲食料品供給 アピタ福井大和田店 福井市 大和田二丁目1230番地

13606 生活必需物資供給 あぶらや　ベル店 福井市 花堂南２丁目１６－１

13607 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）アプリコット 福井市 順化２ー２２ー１

13608 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）アプレシオやしろ店 福井市 渕3-512

13609 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）アプレシオ米松店 福井市 長本町610

13610 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）アムハウス 福井市 順化1-15-5

13611 生活必需物資供給 アメリカンスクエアマツヤ福井高柳店 福井市 福井県福井市高柳2丁目808

13612 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）アモ園 福井市 経田一丁目1418

13613 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ありがとう 福井市 順化1丁目24-13

13614 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ありさんのクリーニング 福井市 羽坂町24-1-18

13615 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ありさんのクリーニング 福井市 花堂中1-6-11

13616 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ありん 福井市 順化2-8-6第2福ビル

13617 生活必需物資供給 アル・プラザベル 福井市 花堂南２丁目１６番１号

13618 生活必需物資供給 アルソアJewel 福井市 菅谷1丁目3-21

13619 生活必需物資供給 アルソアmine 福井市 大宮6丁目15-25NSビル1F

13620 生活必需物資供給 アルソア化粧品　アルソアコロン 福井市 若杉4丁目204

13621 飲食料品供給 アルビス　福井南店 福井市 下河北町４字蓼野２番６

13622 飲食料品供給 アルビス高木店 福井市 福井市高木中央3丁目812番地

13623 飲食料品供給 アルビス森田店 福井市 福井市石盛2丁目2221番地

13624 飲食料品供給 アルビス大願寺店 福井市 福井市大願寺2丁目7-1

13625 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アルファ美容室 一番館 福井市 大手2-5-11

13626 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アルファ美容室　順化店 福井市 順化2-5-1

13627 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アルファ美容室　成和店 福井市 成和1-266-6

13628 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アロマ癒し処 トータルケアハルモニア 福井市 成和1-807 シルクタウン303
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13629 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） アン・ヴォーグ 福井市 順化1-17-12ベルトピア片町1Ｆ

13630 生活必需物資供給 アンジュシュシュ 福井市 開発2-710

13631 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）アントワ 福井市 宝永1-32-21　ビブレ宝永206

13632 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）アントワ 福井市 順化1-21-5

13633 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）アンベリール 福井市 福井県福井市順化2-19-13

13634 生活必需物資供給 アンマイユー 福井市 田原２－１５－２８

13635 生活必需物資供給 アンマイユー 福井市 文京１－２８－７

13636 生活必需物資供給 イクラボやしろ店 福井市 渕4-2813

13637 生活必需物資供給 イクラボ大和田店 福井市 大和田2丁目202OPMビル101

13638 生活必需物資供給 イケマリ 福井市 みのり1-25-22　ヴィラ福島1F

13639 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）いずみ湯 福井市 足羽１－１９－３２

13640 生活必需物資供給 いつ和 福井市 松城町　12-7

13641 生活必需物資供給 イプシロン 福井市 中央3丁目13-3

13642 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）イベントサポートあミュー 福井市 篠尾町96-55-1

13643 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）いやしのサロン　アロマクラシカ 福井市 和田中町舟橋７番地１　済生会病院東館８階

13644 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）イワシタ商事株式会社 福井市 円成寺町1-6

13645 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）イワシタ物産株式会社 福井市 円成寺町1-6

13646 生活必需物資供給 イワマ時計店 福井市 東郷二ケ町２３－１６

13647 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ヴィアーレ・ナフ 福井市 順化1丁目17-9

13648 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ウィズユー　ＨｉＰ’Ｓ 福井市 御幸3-9-2

13649 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ウィズユウ美容室 福井市 町屋2-9-31

13650 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ウィッグセレクト　美容室マジョ 福井市 経田2丁目302-1

13651 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ヴィンシティ 福井市 順化1丁目14-21アルバビル2階

13652 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ウェーブインターナショナル 福井市 二の宮３丁目４－６

13653 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）うる肌美容脱毛専門店　美GOSH 福井市 中央１－２１－４０　北の庄ビル南口2階

13654 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エ・クロール 福井市 丸山1－705

13655 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）エースクラブ 福井市 学園2-12-25 レジデンス大坂1階102

13656 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エステティーク　 カラット 福井市 二の宮4-1-7

13657 飲食料品供給 えちぜん水産 福井市 花堂南２丁目１６－１

13658 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）えちぜん鉄道株式会社 福井市 松本上町１５－３－１

13659 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）エックスジャパン 福井市 順化1-17-11 日の丸ビル4階

13660 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）えつこ美容室 福井市 若杉浜1-607

13661 飲食料品供給 エトワアルまるせん 福井市 大手3丁目７－１繊協ビル１F

13662 生活必需物資供給 エネジェット大町 福井市 別所町16字1-1

13663 生活必需物資供給 エバ　パリオ店 福井市 松城町12-7　パリオCiTY２階

13664 生活必需物資供給 エバ　ベル店 福井市 花堂南２丁目16-1　ショッピングシティベル１階

13665 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） エムアール美容室 福井市 上北野1-36-7

13666 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エムズネイル 高木店 福井市 高木中央３丁目1906ピースヴィレッジ1階C

13667 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エムズネイル福井店 福井市 大手2-2-15HAS２ビル２階

13668 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） エルパライソ社店 福井市 福1-1706

13669 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エルパライソ森田店 福井市 八重巻東町7-8

13670 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エルパライソ成和店 福井市 福井市成和2-613-2

13671 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エルパライソ末広店 福井市 末広町15-13-1

13672 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エル美容室 福井市 若杉浜2-603-2

13673 生活必需物資供給 えん 福井市 高柳2丁目１３０５

13674 生活必需物資供給 エンゼル調剤薬局　三の丸店 福井市 大手2-3-1　三の丸ビル1F

13675 生活必需物資供給 エンゼル調剤薬局　川西店 福井市 江上町58-19-1

13676 生活必需物資供給 エンゼル調剤薬局　日光店 福井市 日光1丁目3-2

13677 生活必需物資供給 エンゼル調剤薬局　宝永店 福井市 宝永4-13-12

13678 生活必需物資供給 エンゼル調剤薬局　堀の宮店 福井市 堀ノ宮1-119　西川ビル1F

13679 生活必需物資供給 エンゼル調剤薬局　本店 福井市 和田中3-111

13680 生活必需物資供給 オートクラフト　アイ：スペック 福井市 江端町５－４

13681 生活必需物資供給 おおみや薬局 福井市 大宮2－27－23

13682 飲食料品供給 おかずの店　きむら 福井市 花堂中2丁目29-3

13683 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）おしゃれサロン 免鳥 福井市 免鳥町33-3

13684 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）おしゃれの店かつき 福井市 清水杉谷町2－13

13685 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）おしゃれ美容室 福井市 馬垣町下馬境225

13686 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）おしゃれるーむ レイ 福井市 乾徳3-10-19

13687 生活必需物資供給 オッペン化粧品胡蝶営業所 福井市 三ツ屋2丁目101

13688 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）おふたいむ 福井市 順化1-23-4順化バレンシア

13689 生活必需物資供給 オリーブ＆靴下屋 福井市 花堂南２丁目１６－１

13690 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）オリヂナル美容室 福井市 中央1-4-10

13691 飲食料品供給 オレボキッチン ベル店 福井市 花堂南2丁目16番1号 ショッピングシティベル１F

13692 飲食料品供給 オレボキッチン＆これがうまいんじゃ大 福井市 大和田町2丁目1212番地 フェアモール福井エルパ１F

13693 飲食料品供給 オレボキッチン＆これがうまいんじゃ大 福井市 中央1丁目2番1号　1階

13694 飲食料品供給 オレボステーション フェニックス 福井市 松本4丁目12番12号
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13695 飲食料品供給 オレボステーションいたがき 福井市 下馬2丁目105番地

13696 飲食料品供給 オレボステーション高木中央 福井市 高木中央2丁目1724

13697 飲食料品供給 オレボステーション米松 福井市 米松2丁目24番38号

13698 飲食料品供給 オレンジBOXおおつや 福井市 西木田1丁目20番17号

13699 飲食料品供給 お菓子処　丸岡家 福井市 春山２－１８－１８

13700 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） お茶とお酒　ひとさら 福井市 水越町1丁目803　藤井ビル1F

13701 飲食料品供給 お茶の金津屋 福井市 順化１－６－７

13702 生活必需物資供給 お茶の大三 福井市 花堂南２丁目１６－１

13703 飲食料品供給 お茶の大三　本店 福井市 松本４丁目2番5号

13704 飲食料品供給 お茶の林屋 福井市 中央３丁目３－２６

13705 飲食料品供給 お土産・ギフト専門店　かゞみや福井駅 福井市 中央1-2-1

13706 飲食料品供給 お肉のスエヒロ大宮店 福井市 大宮3-20-2

13707 飲食料品供給 お肉のほりえ 福井市 新田塚町303

13708 生活必需物資供給 カーオートナインティーン 福井市 江端町３２－４０－１

13709 生活必需物資供給 カーテンのKAZUMA 福井市 羽水1丁目611番地

13710 生活必需物資供給 カーテン館 福井市 和田東1丁目2110番

13711 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カーレスト３０５ 福井市 城有町58-6

13712 生活必需物資供給 かいざきでんき 福井市 西方1-4-1

13713 生活必需物資供給 カイドージュエリー 福井市 中央3-1-17

13714 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カイロオフィスｆｍ 福井市 北四ツ居3丁目304

13715 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カイロプラクティックP'S福井院 福井市 福町31-1鷲田ビル101

13716 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） カイロプラクティックRIBBON 福井市 福井市今市町14-12

13717 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カイロプラクティックサロンann 福井市 渕1-710-2

13718 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カイロプラクティックてとて 福井市 上北野１丁目２－６

13719 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カヴェルナ　アズーラ 福井市 順化１丁目16-12鈴ビル１階

13720 飲食料品供給 かゞみや　サン二の宮店 福井市 経田2-203

13721 飲食料品供給 かゞみや　ベル店 福井市 花堂南2-16-1　ベル内1F

13722 飲食料品供給 かゞみや　みゆき店 福井市 城東4-2-1

13723 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カクミ理容 福井市 日の出1-7-12

13724 生活必需物資供給 カクメ楽器店 福井市 松本4丁目3-18

13725 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ガチガチ俱楽部 福井市 西開発1-2401タバタビル１

13726 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットスペース　ＣＡＬ 福井市 渡町 631

13727 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットハウス　４０４ 福井市 上北野 1-35-17

13728 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） カットハウス　髪風船 福井市 松本 2-34-5

13729 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットハウスパート2 福井市 大宮2―9―14

13730 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットハウスヘアードゥ 福井市 福井市渕2-816ヤシロプラザビル1F103

13731 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カフェ＆カラオケ　Yell 福井市 御幸４丁目10-6

13732 飲食料品供給 カフェパンナ 福井市 花堂南２丁目１６－１

13733 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪美人美容室 福井市 松本2-3-3

13734 生活必需物資供給 かみもりた調剤薬局 福井市 上森田１丁目４０３－２

13735 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）上山理容所 福井市 和田2丁目518

13736 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カミヤ理容 福井市 西谷1丁目　１６０２

13737 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カラープラス　新田塚店 福井市 新田塚1丁目70－28

13738 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カラー専門店jinee 福井市 新保北1丁目303

13739 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ、喫茶、スナック　ともちゃん 福井市 文京6丁目14-28

13740 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケBARエミ 福井市 二の宮３丁目２７

13741 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケJOYJOY福井駅前店 福井市 中央1丁目10-2

13742 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケきっさカサブランカ 福井市 舞屋町6-301

13743 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケスナック　さくら 福井市 三十八社町604

13744 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケスナック　ふくろう 福井市 グリーンハイツ10-112

13745 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケバー　TOB 福井市 順化1丁目17-11　日の丸ビル１F

13746 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケバンバン福井花堂店 福井市 花堂中2丁目26-8

13747 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケまねきねこ　福井駅前店 福井市 中央1-1709

13748 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケまねきねこ　福井開発店 福井市 西開発2-412

13749 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケまねきねこ　福井大願寺店 福井市 大願寺3-9-6

13750 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶　JAM  JAM 福井市 宝永　1-9-11  1F

13751 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶　シャロット 福井市 御幸4丁目８－５

13752 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶 ズーム 福井市 松本3丁目10-11

13753 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶　スナックともちゃん 福井市 文京4-5-8

13754 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶　ちゃちゃ 福井市 菅谷2丁目7-10 菅谷ビル1F108

13755 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶　ピコット 福井市 久喜津町64～39～4

13756 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶　ぽんぽん 福井市 下新井町１８－１４

13757 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶　まっち棒 福井市 文京１丁目４５－２２

13758 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶　ゆきえ 福井市 大町清水畑２０２

13759 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶・スナック　ニュー明窓 福井市 田原２丁目２４－１７

13760 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶・スナック　花 福井市 文京６－１３－１　第２吉田マンション１０６
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13761 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶アニー 福井市 西開発2丁目408

13762 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶にわしん 福井市 菅谷2丁目11-25

13763 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶ぽんぽん 福井市 下荒井町18-14

13764 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ笑 福井市 日之出5-9-10 黒川マンション1F

13765 生活必需物資供給 からだラボラトリー二の宮 福井市 二の宮2丁目27-27

13766 生活必需物資供給 カルテル福井 福井市 大願寺2-8-8 La136内

13767 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カルネ ラミュー 福井市 順化2丁目12-19プラチナビル2F

13768 飲食料品供給 カワグチ　ベル店 福井市 花堂南２丁目１６－１

13769 飲食料品供給 かわせ餅店 福井市 毛矢3丁目8-20

13770 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カワセ理容室 福井市 宝永 1-7-14

13771 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）キアラ 福井市 順化１丁目１９－２５　アクト２１ビル１Ｆ

13772 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）キース・ジャレット 福井市 順化１－１２－６

13773 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）黄色いハンカチ 福井市 順化1丁目17-10プルミエ２F

13774 飲食料品供給 キッズステーション愛、 福井市 新保町39ー35ー6

13775 飲食料品供給 キッチンガーデン　ヨンズ 福井市 下荒井町20-6

13776 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）木戸美容室 福井市 花月3-12-4

13777 飲食料品供給 喜ね舎愛菜館 福井市 河増町9字10-1

13778 生活必需物資供給 きもの もたはん 福井市 高木町14－2

13779 生活必需物資供給 きもの　絹甚 福井市 宝永3丁目33-12

13780 生活必需物資供給 きものギャラリー本嶋 福井市 松本３丁目１－１

13781 生活必需物資供給 きものサロン　山もと 福井市 左内町5-11

13782 生活必需物資供給 きものの細安 福井市 手寄1-9-18

13783 生活必需物資供給 きもの専門店　和装こでら 福井市 東森田4丁目723

13784 生活必需物資供給 きもの相談処福井店 福井市 和田3丁目313

13785 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） キャバレーパロパロ 福井市 順化1-15-1

13786 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）キュア 福井市 大願寺2-9-8

13787 生活必需物資供給 キングファミリー福井羽水店　二の宮店 福井市 下馬3丁目301

13788 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）クイン美容室 福井市 大宮6-9-18

13789 生活必需物資供給 クスリのアオキ 下江守店 福井市 下江守町27-12

13790 生活必需物資供給 クスリのアオキ 花堂店 福井市 花堂東1丁目17番3号

13791 生活必需物資供給 クスリのアオキ 月見店 福井市 月見4丁目2番28号

13792 生活必需物資供給 クスリのアオキ 江守中店 福井市 江守中2丁目1507番地

13793 生活必需物資供給 クスリのアオキ 高木中央店 福井市 高木中央1丁目2201番地

13794 生活必需物資供給 クスリのアオキ 志比口店 福井市 志比口3丁目1番7号

13795 生活必需物資供給 クスリのアオキ 新田塚店 福井市 新田塚2丁目33番5号

13796 生活必需物資供給 クスリのアオキ 新保店 福井市 新保三丁目2215番地

13797 生活必需物資供給 クスリのアオキ 森田店 福井市 石盛1丁目1805番地

13798 生活必需物資供給 クスリのアオキ 大宮店 福井市 大宮2丁目23番27号

13799 生活必需物資供給 クスリのアオキ 灯明寺店 福井市 舟橋黒竜2丁目111番地

13800 生活必需物資供給 クスリのアオキ 南四ツ居店 福井市 南四ツ居1丁目3番13号

13801 生活必需物資供給 クスリのアオキ 日之出店 福井市 志比口1丁目11番30号

13802 生活必需物資供給 クスリのアオキ 板垣店 福井市 板垣5丁目130番地

13803 生活必需物資供給 クスリのアオキ 舞屋店 福井市 舞屋町6-5-2

13804 生活必需物資供給 クスリのアオキ 福井若杉店 福井市 若杉4丁目1701番地

13805 生活必需物資供給 クスリのアオキ 文京店 福井市 文京6丁目3番3号

13806 生活必需物資供給 クスリのアオキ 米松店 福井市 米松2丁目4番12号

13807 生活必需物資供給 くすりの上田 福井市 つくも1-4-7

13808 生活必需物資供給 くすりの本多 福井市 西木田1丁目２０-２７

13809 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）くつろぎ倶楽部 福井市 大手3-12-11

13810 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） クミ美容室 福井市 豊岡1-1504-2

13811 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）クラブ ニューフクイ 福井市 日之出1-9-8　ウラワレジデンス 1F

13812 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）クラブハーバービュー 福井市 順化1-8-12片町プラザ5F

13813 飲食料品供給 クランデール二の宮 福井市 二の宮2-3-8

13814 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）クリーニング　ショップ　みやした 福井市 若杉２-1415

13815 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）クリーニングショップハタ　春山店 福井市 春山1丁目4-16

13816 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）クリーニングショップハタ　豊岡店 福井市 豊岡1丁目2-16

13817 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）クリーニングショップ畑 福井市 剣大谷町1-14-4

13818 飲食料品供給 グルメ館新保店 福井市 新保北1丁目303番地

13819 生活必需物資供給 クローバー 福井市 花堂南2-16-1

13820 生活必需物資供給 グローブパリオ店 福井市 松城町12-7

13821 生活必需物資供給 ケイトヤ 福井市 中央1-13-10

13822 生活必需物資供給 ケーズデンキ　福井北店 福井市 高柳２丁目1101

13823 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ゲルべ美容室 福井市 乾徳町1丁目7-11

13824 生活必需物資供給 ゲンキーまつもと町屋店 福井市 文京一丁目1番6号

13825 生活必需物資供給 ゲンキー高木中央店 福井市 高木中央１丁目1304番地

13826 生活必需物資供給 ゲンキー四ツ居店 福井市 南四ツ居1-10-16
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13827 生活必需物資供給 ゲンキー志比口店 福井市 志比口1丁目127番地

13828 生活必需物資供給 ゲンキー種池店 福井市 種池1丁目2107

13829 生活必需物資供給 ゲンキー勝見店 福井市 勝見3丁目20番19号

13830 生活必需物資供給 ゲンキー西谷店 福井市 西谷2丁目2016番地

13831 生活必需物資供給 ゲンキー川西バイパス店 福井市 御所垣内町15字4-1

13832 生活必需物資供給 ゲンキー浅水店 福井市 今市町35番

13833 生活必需物資供給 ゲンキー中藤店 福井市 寺前町101

13834 生活必需物資供給 ゲンキー日光店 福井市 日光2-26-5

13835 生活必需物資供給 ゲンキー飯塚店 福井市 飯塚町8-116-1

13836 生活必需物資供給 ゲンキー福井若杉店 福井市 若杉町34字51-1

13837 生活必需物資供給 ゲンキー福井新田塚店 福井市 新田塚2丁目2100番

13838 生活必需物資供給 ゲンキー福井森田店 福井市 石盛1丁目1705番地

13839 生活必需物資供給 ゲンキー福井大和田店 福井市 大和田町29字47

13840 生活必需物資供給 ゲンキー福井二の宮店 福井市 二の宮2-803-2

13841 生活必需物資供給 ゲンキー文京店 福井市 文京6丁目1701番地

13842 生活必需物資供給 ゲンキー木田店 福井市 木田3丁目923番地

13843 生活必需物資供給 ゲンキー和田東店 福井市 和田東1丁目2315番

13844 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）こうか苑 福井市 南四ツ居1-15-19 

13845 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）コート・ダジュール福井大願寺店 福井市 大願寺3-8-24

13846 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）コート・ダジュール福井渕店 福井市 渕2-1006

13847 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）こころ 福井市 順化2丁目21-4加賀ビル1階

13848 生活必需物資供給 コスメティックスタクトジャパン 福井市 木田町2710-1

13849 生活必需物資供給 コスメティック青山 福井市 中央1-22-21

13850 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）コップンカー 福井市 順化2丁目20-17

13851 飲食料品供給 コッペ亭 福井市 中央1丁目2-1

13852 飲食料品供給 コッペ亭 福井市 下馬三丁目１６０１

13853 飲食料品供給 コッペ亭　MEGAドンキホーテUNY福井 福井市 飯塚町１１－１１１

13854 飲食料品供給 こっぽい屋 福井市 花堂南２丁目１６－１ショッピングシティベル内

13855 飲食料品供給 コペラわきもと　菅谷店 福井市 福井市菅谷２丁目16-23

13856 生活必需物資供給 ゴルフ５福井大和田店 福井市 大和田１－３０８

13857 生活必需物資供給 ゴルフパートナー　福井米松店 福井市 米松2-24-43

13858 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）コワファール　サロン　クレール 福井市 下森田町6-66-1

13859 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ザ･バー イースト 福井市 順化1-5-18 福井パレスホテル2階

13860 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サイトー美容室 福井市 春山2-7-21

13861 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）さが 福井市 順化1-17-28

13862 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サカイサイクル 福井市 福１－１１１２

13863 生活必需物資供給 サカヰヤ 福井市 大手2丁目2-15

13864 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サキナビューティーラウンジ福井 福井市 久喜津町52-1

13865 生活必需物資供給 さくらの宮ランドセル　フクイホンテン 福井市 高柳2丁目1503　ソレイユ大和田東

13866 生活必需物資供給 さくらの宮ランドセル　福井本店 福井市 高柳2丁目1503　ソレイユ大和田東

13867 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）さくら美容室 福井市 下江守町9-26-14

13868 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）さくら通り動物病院 福井市 花月3-10-9

13869 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）沙月 福井市 順化1－17－25

13870 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） サニー美容室 福井市 渕4-406

13871 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ザブーン町屋店 福井市 文京1丁目1808

13872 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）さふらん 福井市 順化1丁目9-8

13873 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）サム 福井市 南四ツ居一丁目11-2

13874 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サルドガティ 福井市 東下野町8-10

13875 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）サロン・ド・ミヤコ 福井市 順化1-16-10 シャトレー片町2階

13876 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サロン・ドゥ.いちはし 福井市 足羽1丁目1-10

13877 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） サロン愛 福井市 松本3-2-4

13878 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サロンド・ＴＯＭＯ 福井市 花堂中1-7-15

13879 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サロンドゥヤン 福井市 城東3-11-7

13880 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サロンドユウ 福井市 今市町1-3

13881 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）さわやか矯正歯科クリニック 福井市 福井市新田塚町３０２番

13882 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）さわ美容室 福井市 花堂中1丁目７－１１

13883 飲食料品供給 サンキュー精肉店 福井市 宝永

13884 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）サンズ・バー 福井市 順化2丁目22-1　寺木ビル3階

13885 生活必需物資供給 サンステッププラスワッセ店 福井市 久喜津町52-43

13886 生活必需物資供給 サンステップ福井南店 福井市 御幸4丁目20-5

13887 飲食料品供給 サンステップ福井本店 福井市 福井市経田2-1005

13888 生活必需物資供給 サンテラボ高柳店 福井市 高柳1丁目406

13889 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）さんぱつ倶楽部 福井市 成和1-1418

13890 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サン美容室 福井市 三郎丸町24-8

13891 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）さんぽみち 福井市 杉谷町23-44-4

13892 飲食料品供給 サン化粧品店 福井市 開発１－２０８
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13893 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サン美容室 福井市 二の宮2丁目14-22

13894 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） シークレットクラシカル 福井市 順化1-14-24 ホワイトハウスビル2階

13895 生活必需物資供給 ジェームス福井大和田店 福井市 大和田１－４１０

13896 飲食料品供給 シェフ・ゼフィール 福井市 経田1-202-1

13897 飲食料品供給 ジェラートトリノ　ハピリン店 福井市 中央1-2-1

13898 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） シエラマドレ 福井市 中央3-13-22  大宝ビル1F

13899 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）シエル 福井市 順化1丁目8-17

13900 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ジェンカ 福井市 順化1丁目17ー9

13901 生活必需物資供給 じっぷじっぷ 福井市 文京2-8-11

13902 生活必需物資供給 シブヤ時計店・日刊県民福井森田販売店 福井市 石盛２丁目2021

13903 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）シャルム 福井市 順化1丁目14-13亜米利館ビル2F

13904 生活必需物資供給 シャルレ代理店　エープル 福井市 新保2丁目1602番地

13905 生活必需物資供給 シャルレ代理店　山口和美 福井市 東大味町４１－４

13906 生活必需物資供給 シャルレ代理店　則房訓子 福井市 足羽5丁目11-10

13907 生活必需物資供給 シューズブティックトモキ 福井市 中央１丁目15-10

13908 生活必需物資供給 シュープラザ福井高柳店 福井市 高柳町1丁目902番地

13909 生活必需物資供給 シュープラザ福井若杉店 福井市 若杉町1-3005

13910 生活必需物資供給 シューラルーUNY福井店 福井市 飯塚町１１－１１１

13911 生活必需物資供給 シューラルーパリオ店 福井市 松城町12-7

13912 生活必需物資供給 シューラルーベル店 福井市 花堂南2-16-1

13913 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）しゅおん 福井市 順化1-12-10

13914 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ジュン美容室 福井市 東郷ニケ町34-12-4

13915 生活必需物資供給 ジョイント 福井市 飯塚町31-126-1

13916 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ショークラブ　ＧＡＰ 福井市 順化2丁目13-14　片町COPAビル４階

13917 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ショーシアター・ドールズハウス 福井市 順化1丁目2番14号

13918 生活必需物資供給 ジョーシン 福井本店 福井市 高柳１－２０１

13919 生活必需物資供給 ショッピングシティベル 福井市 花堂南２丁目１６－１

13920 生活必需物資供給 ショッピングシティベル・ラファエル 福井市 花堂南2丁目16番1号 

13921 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）シライハウス 福井市 順化2-20-14 ワコーKプラザB1

13922 生活必需物資供給 シラサキ株式会社 福井市 照手１丁目６－１３

13923 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）シルク 福井市 大島町大島台911

13924 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）シルクハウス 福井市 順化2丁目13-20 ナカムラビル2階

13925 生活必需物資供給 スーパースポーツゼビオ福井大和田店 福井市 大和田町2-1230

13926 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）スーパー銭湯　花の湯 福井市 福1丁目2801

13927 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）すがや温泉 福井市 菅谷２丁目１０-１２

13928 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）杉　美容室 福井市 グリーンハイツ4-193

13929 生活必需物資供給 スギドラッグ福井パリオ店 福井市 松城町12番7号　パリオシティ1階

13930 生活必需物資供給 スギドラッグ福井大手店 福井市 大手一丁目2番10号

13931 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）スキンケアサロン　りりぃべる 福井市 高木中央2ー2805

13932 生活必需物資供給 スギ薬局　ワイプラザ福井店 福井市 新保北一丁目303番地　ワイプラザ福井内

13933 生活必需物資供給 スギ薬局　福井田原町店 福井市 文京二丁目2番3号

13934 生活必需物資供給 スク－ルウェアみらい 福井市 江端町33-15

13935 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）すすきクリーニング 福井市 西木田3-6-14

13936 飲食料品供給 すずき鶏肉専門店 福井市 文京3-6-19

13937 飲食料品供給 スックムックベーカーズマート 福井市 日光2-2-5林マンション1階

13938 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ストーリー 福井市 順化1丁目7-8

13939 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック Rest 福井市 順化1丁目15-9スカイパレスビル2階202

13940 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック Sisters 福井市 江端町11-1

13941 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　あれから 福井市 順化一丁目7番8号エドモンド片町ビル5F

13942 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック カイザー 福井市 順化２丁目10-15

13943 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　コップンカー 福井市 福井市順化2丁目20番17号セレクトシティ片町3F

13944 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　パリジェンヌ 福井市 中央1-22-4

13945 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック ひかる 福井市 順化２丁目21-4加賀ビル地下１Ｆ

13946 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　ひまわり 福井市 学園２丁目１－２３

13947 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック ホーチミン 福井市 順化1-8-12

13948 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック ミストラル 福井市 順化2丁目22－17 アクト21ビル

13949 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　みやま 福井市 順化2-19-12 森ビル二階

13950 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　ゆう 福井市 順化1丁目10-12

13951 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　ラブ 福井市 順化１丁目１８－８開明ビル１F

13952 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック リトル 福井市 板垣5丁目612

13953 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック 女優 福井市 順化2丁目20-13

13954 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　小暮 福井市 順化1丁目17-28　ジョイフル片町1階

13955 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　美 福井市 二ノ宮2丁目８－１６

13956 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　木暮 福井市 順化1-17-28　ジョイフル片町1F

13957 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック．ビビアン 福井市 順化１丁目１２－６順化ロンシャンビル４F

13958 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック「おいでおいで」 福井市 順化2丁目１９－１４
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13959 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック・エール 福井市 順化1丁目7-8　エドモント片町ビル2Ｆ

13960 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナックlittle 福井市 八重巻中町11―7―1

13961 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナックあざみ 福井市 順化一丁目17-11

13962 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナックバー せせらぎ 福井市 順化2丁目20-18　片町ビル2Ｆ

13963 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック華 福井市 順化2-21-11

13964 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック向日葵 福井市 順化1丁目14ー22

13965 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック篠 福井市 順化2丁目7-18三栄ビル2階西

13966 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック女帝 福井市 順化1丁目17-23

13967 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック小町 福井市 順化1丁目15-1

13968 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック美南 福井市 高木中央1丁目3102

13969 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック未知 福井市 順化2-7-18三栄ビル四階

13970 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック蘭 福井市 順化2丁目20-13

13971 飲食料品供給 スバル食品株式会社 福井市 森行町２４－１

13972 飲食料品供給 スペイン石窯パン酵母はちの子下馬店 福井市 下馬3丁目1202

13973 生活必需物資供給 スポーツショップ羽っと 福井市 足羽2－16－19

13974 生活必需物資供給 スポーツデポ福井大和田店 福井市 大和田１丁目３０８

13975 生活必需物資供給 スマイル石油　BiGエッグわかすぎSS 福井市 若杉3-1715

13976 生活必需物資供給 スマイル石油　アミューズ上北野SS 福井市 大東1-6-40

13977 生活必需物資供給 スマイル石油　毛矢SS 福井市 毛矢３丁目1-21

13978 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）スリムサロンK 福井市 高柳1丁目2501

13979 生活必需物資供給 セキセイ化粧品　パリオCITY店 福井市 松城町１２－７

13980 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）セツコ　life x beauty 福井市 福井市大東1-5-28

13981 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）セツコ　リフレ店 福井市 福井市二の宮2-27-9

13982 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）セツコ　板垣店 福井市 福井市板垣5-1001

13983 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）セツコ美容室　板垣店 福井市 板垣5-1001

13984 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）セツコ美容室　順化店 福井市 順化1-10-16

13985 飲食料品供給 セブンイレブン　福井つくし野　店 福井市 定正町１３１４番

13986 飲食料品供給 セブンイレブン　福井みのり　店 福井市 みのり３丁目１０３番地２５

13987 飲食料品供給 セブンイレブン　福井運動公園　店 福井市 福２丁目１９１７番地

13988 飲食料品供給 セブンイレブン　福井駅西口　店 福井市 大手２丁目５－１

13989 飲食料品供給 セブンイレブン　福井下河北町　店 福井市 下河北町２－８－５

13990 飲食料品供給 セブンイレブン　福井花堂東１丁目　店 福井市 花堂東１丁目８０６－１

13991 飲食料品供給 セブンイレブン　福井花堂南　店 福井市 花堂南１丁目５０２

13992 飲食料品供給 セブンイレブン　福井開発３丁目　店 福井市 開発３丁目１１１－１

13993 飲食料品供給 セブンイレブン　福井開発町　店 福井市 開発５丁目１１２４番地

13994 飲食料品供給 セブンイレブン　福井学園２丁目　店 福井市 学園２丁目５番３号

13995 飲食料品供給 セブンイレブン　福井栗森町　店 福井市 栗森２丁目３３１５番地

13996 飲食料品供給 セブンイレブン　福井経田１丁目　店 福井市 経田１丁目２１０

13997 飲食料品供給 セブンイレブン　福井高木町　店 福井市 高木町１４－１１－１

13998 飲食料品供給 セブンイレブン　福井高柳町　店 福井市 高柳２丁目１２０１番

13999 飲食料品供給 セブンイレブン　福井三十八社　店 福井市 三十八社町１０字４－１

14000 飲食料品供給 セブンイレブン　福井三郎丸　店 福井市 三郎丸１丁目２０３番

14001 飲食料品供給 セブンイレブン　福井志比口　店 福井市 志比口２丁目３０４－１

14002 飲食料品供給 セブンイレブン　福井種池２丁目　店 福井市 種池２丁目７１５番

14003 飲食料品供給 セブンイレブン　福井春山１丁目　店 福井市 春山１丁目６－２５

14004 飲食料品供給 セブンイレブン　福井城東１丁目　店 福井市 城東１丁目１８－３０

14005 飲食料品供給 セブンイレブン　福井成和　店 福井市 成和２丁目３１５

14006 飲食料品供給 セブンイレブン　福井清水町　店 福井市 三留町８－２－９

14007 飲食料品供給 セブンイレブン　福井西谷３丁目　店 福井市 西谷３丁目７０８

14008 飲食料品供給 セブンイレブン　福井大手３丁目　店 福井市 大手３丁目１２０１番１

14009 飲食料品供給 セブンイレブン　福井灯明寺１丁目　店 福井市 灯明寺１丁目２８０１

14010 飲食料品供給 セブンイレブン 福井板垣2丁目店 福井市 板垣2丁目314番

14011 飲食料品供給 セブンイレブン　福井板垣３丁目　店 福井市 板垣３丁目１６０３番

14012 飲食料品供給 セブンイレブン　福井文京３丁目　店 福井市 文京３丁目９４５

14013 飲食料品供給 セブンイレブン　福井米松２丁目　店 福井市 米松２丁目１番２８号

14014 飲食料品供給 セブンイレブン　福井明里　店 福井市 足羽５丁目３－８

14015 飲食料品供給 セブンイレブン　福井問屋町１丁目　店 福井市 問屋町１丁目２４９番

14016 飲食料品供給 セブンイレブン　福井和田東　店 福井市 和田東２丁目９０２

14017 飲食料品供給 セブンイレブンハートインJR福井駅 福井市 中央１－１－２５

14018 生活必需物資供給 セルフィッシュ 福井市 福井市和田東2-1619

14019 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）セルフネイルジャパン 福井市 長本町５１０南後ビル1階

14020 生活必需物資供給 セルフ呉服町ＳＳ 福井市 田原２－４－１

14021 生活必需物資供給 セレクトショップディーリバー 福井市 舞屋町2-17-2キタヤチBDG1F

14022 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）そ 福井市 照手1-9-20

14023 生活必需物資供給 そうごう薬局　江守中店 福井市 江守中1-1714-1

14024 生活必需物資供給 そうごう薬局 福井若杉浜店 福井市 若杉浜1丁目706-2
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14025 生活必需物資供給 そうごう薬局福井社店 福井市 加茂河原3-2-16

14026 生活必需物資供給 ソレイユトモキ　アピタ福井大和田店 福井市 大和田２丁目1230

14027 生活必需物資供給 ターキー化粧品 福井市 花堂南２丁目１６－１

14028 生活必需物資供給 ダイソー　フレンドタウン福井店 福井市 西開発二丁目１０１番１他６筆

14029 生活必需物資供給 ダイソーパリオ店 福井市 松城町12-7

14030 生活必需物資供給 ダイソーワイプラザ新保店 福井市 新保北１丁目303番地

14031 生活必需物資供給 ダイソー松本店 福井市 松本2丁目23－7

14032 生活必需物資供給 ダイソー大町店 福井市 大町１丁目５１４番地

14033 生活必需物資供給 ダイソー福井開発店 福井市 開発５丁目1703番地

14034 生活必需物資供給 ダイソー福井志比口店 福井市 志比口２丁目19－19番1号

14035 生活必需物資供給 ダイソー福井二の宮店 福井市 経田１丁目205

14036 生活必需物資供給 タイヤガーデン福井下馬 福井市 下馬２丁目１４１４

14037 生活必需物資供給 タイヤセレクト福井 福井市 勝見3-21-3

14038 生活必需物資供給 タイヤセンターあだち 福井市 花堂東1丁目9-5

14039 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）タイランド 福井市 順化1-15-1

14040 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）たかばたさんちの床屋さん 福井市 浅水二日町14-32

14041 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）タカ美容室 福井市 大宮3-16-5

14042 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）タカラ美容室 福井市 城東1-15-27

14043 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）たきのゆ 福井市 足羽2－17－4

14044 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）田圭 福井市 三十八社町12-13-1

14045 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）たじま美容室 福井市 甎谷町14-1

14046 生活必需物資供給 ダスキン福井エリア 福井市 三ツ屋1丁目507

14047 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ダスキン福井西支店 福井市 渕3-315

14048 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） たにかわ理容 福井市 照手4-5-8

14049 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）たばたヘアデザイン 福井市 松本 2-17-3

14050 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）タマヤ整骨院 福井市 若杉町6-2

14051 生活必需物資供給 タムラ刺繍 福井市 山内町3-6

14052 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ダルヴィ 福井市 順化1-16-10

14053 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ダンスホール 青空 福井市 大宮2丁目21- 3 2F 

14054 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）チェリー美容室 福井市 下莇生田町27-1-10

14055 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）チャーム・ルーム　コンドウ 福井市 運動公園1－4501　エターナル公園

14056 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）チャームルーム　お幸 福井市 順化1-14-23エルシャトービル3F

14057 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）チャイナイン上海 福井市 順化1丁目15-9スカイパレスビル３Ｆ

14058 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）チャイナタウン 福井市 順化2-12-18 フォーカスビル5F

14059 飲食料品供給 茶楽かぐや　西武店 福井市 中央１－８－１

14060 飲食料品供給 つるや　アピタ福井大和田店 福井市 大和田町2丁目1230番地

14061 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）デイサービス　きたえるーむ福井　開発 福井市 開発４丁目111-101

14062 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）デイサービス　きたえ～るむ　福井文京 福井市 文京６丁目22-9

14063 生活必需物資供給 ティットコレクション 福井市 中央1-9-21

14064 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ディフィアート 福井市 高柳1丁目911

14065 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ディルガ　ワッセ店 福井市 久喜津町52-6

14066 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ディンプル美容室 福井市 八重巻東町7-10-1

14067 飲食料品供給 テト 福井市 高柳3丁目3901-1

14068 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）てもみやてん ワイプラザ新保店 福井市 新保北１丁目３０３

14069 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） てもみやてん　福井上北野店 福井市 上北野１丁目２５－１３

14070 飲食料品供給 デリアテール 福井市 西開発4-221-2

14071 飲食料品供給 デリアテール　高柳店 福井市 高柳1-908

14072 飲食料品供給 デリアテール　西武福井店 福井市 中央1-8-1

14073 飲食料品供給 デリアテール西武福井店 福井市 福井県福井市中央１丁目８－１

14074 飲食料品供給 デリカマート 福井市 飯塚町30-40-2

14075 生活必需物資供給 テリフリ 福井市 文京4丁目9-34

14076 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）てるてるぼうず 福井市 福井市順化1丁目9-8

14077 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）テレパシー 福井市 順化1-9-20

14078 生活必需物資供給 でんかハウスオダ 福井市 志比口2-8-2

14079 生活必需物資供給 でんきランド　でんえいしゃ 福井市 福井市加茂河原2-13-19

14080 生活必需物資供給 でんき館とびやま 福井市 花堂南２－１２－５

14081 飲食料品供給 とうごうっこのだがしや 福井市 福井市東郷ニケ町6-13-1

14082 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）トゥモロー 福井市 順化二丁目１２－１９

14083 生活必需物資供給 トータルファッション コタニ 福井市 宝永2-12-28

14084 飲食料品供給 トーフ庵 福井市 上森田3丁目112

14085 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ときわ美容室 福井市 春山2-6-25

14086 生活必需物資供給 ドクターツール二ノ宮店 福井市 二の宮３丁目42-30

14087 生活必需物資供給 とにいわん 福井市 宝永4-4-5

14088 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）とも眠 福井市 渕３－２０２

14089 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ドライクリーナース幾久 福井市 大宮1丁目7-4

14090 生活必需物資供給 ドリームシーズ 福井市 新保3丁目
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14091 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ナイトイン　MAGICO 福井市 順化1丁目13ー1  順化アートビル3F

14092 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ナイトイン　霞 福井市 順化１丁目7-5

14093 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ナイトイン　季節風 福井市 順化１丁目１７－２８　ジョイフル片町2F

14094 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ナイトインアップルハウス 福井市 順化1丁目17ー10プルミエビル３階

14095 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ナイトイン霞 福井市 順化1-7-5

14096 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ナイトラウンジ恋華 福井市 順化１丁目１７－１１

14097 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ナイトルーム　LOUIS 福井市 高木中央３丁目1606 アフィニスビル1F-D

14098 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ナイトルーム ちか 福井市 順化1丁目7-8エドモンド片町３F

14099 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ナイトルーム弓 福井市 順化一丁目12-10アフターシックスビル1Ｆ

14100 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ナイトルーム妙 福井市 春山2-1-3

14101 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ナウリラックス 福井市 西開発3丁目501-2　オフィスMT201

14102 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ナガオカ美容室 福井市 日光1-8-12

14103 飲食料品供給 なかやま酒店 福井市 問屋町2-28

14104 生活必需物資供給 なごみ薬局　和田店 福井市 和田東2-2217

14105 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）名津井理容所 福井市 地蔵堂町 11-35

14106 生活必需物資供給 なつい化粧品店 福井市 松本3丁目1ー19

14107 生活必需物資供給 ナリス化粧品シラサキ販売所 福井市 宝永１丁目31ー10

14108 飲食料品供給 肉のつるや　MEGAドン・キホーテUNY 福井市 飯塚町11-11

14109 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ニジノイロ 福井市 西開発3-313

14110 生活必需物資供給 ニューイングランドつくしの 福井市 つくし野1丁目1106

14111 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ニュー胡蝶蘭 福井市 日光２-１-８

14112 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ニュー美容室 福井市 菅谷2-15-3

14113 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ニューピピ美容室 福井市 手寄1-17-21

14114 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ニュー夢いちりん 福井市 開発1丁目2301

14115 飲食料品供給 にわ～ずデリ 福井市 大和田1－101

14116 生活必需物資供給 ヌーヴェルヴァーグ 福井市 花堂南２丁目１６－１

14117 生活必需物資供給 ねこせや 福井市 花堂南２丁目１６－１

14118 生活必需物資供給 ネムネム 福井市 問屋町1-31

14119 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ノグチ理容 福井市 西開発 1-2305

14120 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）野路理容店 福井市 乾徳町1丁目7-11

14121 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）バー  アンジェリーナ 福井市 順化2-19-12森ビル１Ｆ

14122 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）バーこうみんかん 福井市 中央一丁目22-7 ニシワキビル2階

14123 飲食料品供給 ハーツ羽水 福井市 木田3丁目２８０２番地

14124 飲食料品供給 ハーツ学園 福井市 学園2丁目９番２２号

14125 飲食料品供給 ハーツ志比口 福井市 志比口2丁目１１番１３号

14126 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）バード理容室 福井市 八ツ島町31-406-3

14127 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）バーナフナフ 福井市 順化2丁目20-2

14128 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）バーバー　聖 福井市 足羽 2-4-16

14129 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ハイデンシーク 福井市 中央1-9-20　福井ロフト　2Ｆ

14130 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ハイブリッドサロンピース 福井市 花堂北1丁目160

14131 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）パインズバー 福井市 順化2丁目20-16

14132 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ハクジュプラザ福井パリオ店 福井市 松城町12-7　パリオＣＩＴＹ内　1Ｆ

14133 生活必需物資供給 パソコン工房　福井店 福井市 舞屋町7-1-1

14134 生活必需物資供給 バッグのあぶらや 福井市 中央1-21-1

14135 生活必需物資供給 バッグのあぶらやエルパ店 福井市 大和田2-1212　エルパ内１Ｆ

14136 生活必需物資供給 ハッシュアッシュパリオ店 福井市 松城町12-7

14137 生活必需物資供給 バツタカハシ 福井市 花堂南1-3-17

14138 生活必需物資供給 バッテリー専門店　ニューエナジー 福井市 福井市若杉浜３－７１５

14139 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ハッピー・治療室 福井市 福井市田原1-2-18

14140 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ハッピー・治療室株式会社 福井市 田原１丁目２－１８

14141 飲食料品供給 パティスリームラングバニュー 福井市 大願寺2-5-20

14142 生活必需物資供給 ハナビシ福井店 福井市 大手3-8-9

14143 生活必需物資供給 ハニーズ　ベル店 福井市 花堂南２丁目１６－１

14144 飲食料品供給 ハニー食彩館やしろ店 福井市 若杉４丁目１０２１

14145 飲食料品供給 ハニー食彩館四ツ居店 福井市 北四ツ居１丁目９－１

14146 飲食料品供給 ハニー食彩館西福井店 福井市 文京４丁目３－１

14147 飲食料品供給 ハニー食彩館足羽店 福井市 桃園１丁目１－１０

14148 飲食料品供給 ハニー食彩館大宮店 福井市 大宮６丁目５－５

14149 飲食料品供給 ハニー食彩館東部店 福井市 成和１丁目３２１０

14150 飲食料品供給 ハニー新鮮館つくし野 福井市 八重巻町201

14151 飲食料品供給 ハニー新鮮館みのり 福井市 みのり4丁目15-1

14152 飲食料品供給 ハニー新鮮館大安寺 福井市 仙町4-1-1

14153 飲食料品供給 ハニー新鮮館灯明寺 福井市 船橋黒竜1-110

14154 飲食料品供給 ハニー麻生津店 福井市 今市町14-11-1

14155 飲食料品供給 ハニー木田店 福井市 木田3丁目2302

14156 生活必需物資供給 ハピリン 福井市 中央1丁目2番1号
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14157 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）パブ浪江 福井市 順化一丁目２４－１９郡ビル2Ｆ

14158 生活必需物資供給 ハマノ薬局 福井市 運動公園4-1619

14159 生活必需物資供給 パリオＣｉＴＹ 福井市 松城町　12－7

14160 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）バルベアリーナ　ヤマザキ 福井市 福井市

14161 生活必需物資供給 はるやま  福井店 福井市 大町2-402

14162 飲食料品供給 バロー　やしろ店 福井市 種池2丁目1001番地

14163 飲食料品供給 バロー 久喜津店 福井市 久喜津町55-1

14164 飲食料品供給 バロー　新田塚店 福井市 二の宮　5-18-32

14165 飲食料品供給 バロー　森田店 福井市 八重巻東町6番5号

14166 飲食料品供給 バロー　町屋店 福井市 文京1丁目16番1号

14167 飲食料品供給 バロー　福井南店 福井市 下馬３丁目418番地

14168 飲食料品供給 バロー　米松店 福井市 米松２丁目２１番１８

14169 飲食料品供給 バロー　豊岡店 福井市 豊岡1-1-25

14170 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ハワイアンマッサージサロン　Pono 福井市 照手４丁目15-3

14171 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）パンダノセノビ 福井市 加茂河原1-3-8 ドリームNOAH A号

14172 飲食料品供給 パンテス 福井市 松本４丁目12-14

14173 生活必需物資供給 バンブードリーム株式会社 福井市 下馬３丁目８０５

14174 飲食料品供給 パン工房 野っ歩野っ穂 福井市 丸山２丁目１７１６

14175 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ＡＲＩＳＡ 福井市 学園2-12-19　ｺｰﾎﾟ梅田1Ｆ

14176 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Ｍｉｎｔ 福井市 高柳町6-1-5

14177 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Ｓａｌｌｙ 福井市 日の出3-3-6

14178 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ＳＰＩＦＦＹ 福井市 高木中央2-403シラサキ第2ビル103

14179 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室ＳＷＥＥＰ 福井市 二の宮2-22-7パルス二の宮

14180 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室アオイ 新田塚店 福井市 二の宮5-18-26

14181 生活必需物資供給 ビアラかぐら 福井市 花堂南２丁目１６－１

14182 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ピーチ美容室 福井市 乾徳1-7-20

14183 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ひえん別館 福井市 中央１丁目22-12

14184 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室しげた 福井市 中央2-3-20

14185 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）びしゃもん 福井市 問屋３丁目201

14186 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ビッグエコー片町店 福井市 順化1丁目11-14　まるまんビル

14187 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ヒットパレード大和田店 福井市 大和田2丁目1002番地

14188 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ノーブル 福井市 勝見1-1-10

14189 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ベイス 福井市 花堂東2-411

14190 生活必需物資供給 ひまわり調剤薬局 福井市 下六条町215番池

14191 生活必需物資供給 ひまわり調剤薬局　木田店 福井市 木田２丁目１６０１

14192 生活必需物資供給 ひまわり調剤薬局北四ツ居店 福井市 北四ツ居2-18-21

14193 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室メルローズ 福井市 二の宮2-24-18

14194 生活必需物資供給 ひめ空間すずや 福井市 南四ツ居1-2-20

14195 生活必需物資供給 ピュアくらや 福井市 江尻ヶ丘町284

14196 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ゆうこ 福井市 足羽1-7-14

14197 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティ・ヴュー 福井市 大手2-22-1

14198 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティ・リサ 福井市 新田塚1-2-10

14199 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティアトリエ マキ 福井市 春日1-4-15

14200 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティこばやし 福井市 高木2-511

14201 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ビューティサロン ココ 福井市 板垣3-1316

14202 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン はねだ 福井市 幾代2-1415

14203 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン ミエ 福井市 城東2-6-9

14204 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン レーヌ 福井市 種池町1-15-27

14205 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン片岡 福井市 運動公園1-3901

14206 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ビューティサロン祇園 福井市 浅水町107-10-2

14207 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝせいきょう 福井市 松本3-16-10

14208 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン谷 福井市 高木中央2-3001-1

14209 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロンひでこ 福井市 足羽2-6-5

14210 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン藤 福井市 渕2-1805　

14211 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティルーム新 福井市 日の出3-13-18

14212 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ピューパ　ヘア＆メイク 福井市 二の宮3丁目36-24

14213 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ＨＥＬＬＯＬＡＤＹ種池店 福井市 種池1-105

14214 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室nanashi 福井市 南四ツ居1-3-11

14215 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Ｎｅｖ 福井市 中央1-21-23　吉中ビル　2Ｆ

14216 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室So-La 福井市 二の宮3丁目42-33

14217 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室アオイ パリオ店 福井市 松城12-7

14218 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室インピッシュ 福井市 二の宮3-2-34

14219 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室キューブ 福井市 福1-2202

14220 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室クリップ 福井市 下馬2-2112

14221 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室コジコジ 福井市 松本2丁目24-10福井ﾋﾞｭｰﾃｨｶﾚｯｼﾞ1F

14222 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ちず 福井市 文京7-23-31
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14223 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室マーシュ 福井市 二の宮4-1-4

14224 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ラピス 福井市 渡町165

14225 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ビリーブ 福井市 順化2丁目12ー18 片町フォーカスビル3F

14226 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビリー美容室 福井市 文京7-2-210

14227 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ひろみ美容室 福井市 渕1-508

14228 生活必需物資供給 ファーストウッド株式会社 福井市 川尻町40-126-1

14229 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）フアースト美容室 福井市 木田町2214-2

14230 飲食料品供給 ファーマーズマーケット「もぎたて館」 福井市 大土呂町20-6

14231 飲食料品供給 ふぁーむさるーと 福井市 新田塚２丁目３２－２３

14232 生活必需物資供給 ファイテンショップ福井フェニックス通 福井市 豊岡1丁目10-26

14233 生活必需物資供給 ファッションカンパニーW 福井市 下馬3丁目812-201

14234 生活必需物資供給 ファッションプラザヤスサキパリオシ 福井市 松城町12-7

14235 生活必需物資供給 ファッションプラザヤスサキ新保店 福井市 新保北1丁目303番地

14236 生活必需物資供給 ファッションプラザヤスサキ福井南店 福井市 羽水２丁目802番地

14237 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ファッションヘアーサロン理容ますだ 福井市 学園２丁目12-30

14238 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ファミリーサロン橋元 福井市 江端町３３－２３－１

14239 飲食料品供給 ファミリーマート　新田塚　店 福井市 新田塚２－２６－８３１７

14240 飲食料品供給 ファミリーマート　清水志津が丘　店 福井市 山内町第１１号１１番地１５

14241 飲食料品供給 ファミリーマート　川尻　店 福井市 川尻町４１字４８番１

14242 飲食料品供給 ファミリーマート　二の宮四丁目　店 福井市 二の宮四丁目３６０１

14243 飲食料品供給 ファミリーマート　福井あがり　店 福井市 文京５－１４－４１

14244 飲食料品供給 ファミリーマート　福井あがり店 福井市 文5-14-41

14245 飲食料品供給 ファミリーマート　福井みゆき　店 福井市 城東四丁目２番１号

14246 飲食料品供給 ファミリーマート　福井駅前　店 福井市 中央１丁目２番１号

14247 飲食料品供給 ファミリーマート　福井円山　店 福井市 北四ツ居町５０５番地

14248 飲食料品供給 ファミリーマート　福井下馬　店 福井市 下馬３丁目１８０９

14249 飲食料品供給 ファミリーマート　福井花月　店 福井市 花月４丁目５０４番地

14250 飲食料品供給 ファミリーマート　福井花堂　店 福井市 花堂中２丁目２００４

14251 飲食料品供給 ファミリーマート　福井県庁前　店 福井市 大手２丁目７－６

14252 飲食料品供給 ファミリーマート　福井県立武道館口　 福井市 三ツ屋１丁目５０１番

14253 飲食料品供給 ファミリーマート　福井江端　店 福井市 江端町２２－２７

14254 飲食料品供給 ファミリーマート　福井高木中央　店 福井市 高木中央１丁目２４０６番

14255 飲食料品供給 ファミリーマート　福井高木町　店 福井市 高木町第４号８番地

14256 飲食料品供給 ファミリーマート　福井高柳　店 福井市 高柳町３丁目３２０９番地

14257 飲食料品供給 ファミリーマート　福井高柳一丁目　店 福井市 高柳１丁目９１２番地

14258 飲食料品供給 ファミリーマート　福井若杉　店 福井市 若杉２丁目２０１

14259 飲食料品供給 ファミリーマート　福井若杉浜三丁目　 福井市 若杉浜三丁目７０４番地

14260 飲食料品供給 ファミリーマート　福井若杉浜東　店 福井市 若杉浜２丁目６０９番地

14261 飲食料品供給 ファミリーマート　福井舟橋新一丁目　 福井市 舟橋新１丁目１３０２番地

14262 飲食料品供給 ファミリーマート　福井新保町　店 福井市 新保町第１６号４番地

14263 飲食料品供給 ファミリーマート　福井新木田　店 福井市 花堂東１丁目３番３０号

14264 飲食料品供給 ファミリーマート　福井森田　店 福井市 八重巻町第９号２３番地１

14265 飲食料品供給 ファミリーマート　福井森田中学校前　店 福井市 石盛３丁目９１０番地

14266 飲食料品供給 ファミリーマート　福井菅谷二丁目　店 福井市 菅谷２丁目１１番１３号

14267 飲食料品供給 ファミリーマート　福井西谷　店 福井市 西谷２丁目６０１

14268 飲食料品供給 ファミリーマート　福井大願寺三丁目　店 福井市 大願寺３丁目８番２５号

14269 飲食料品供給 ファミリーマート　福井大宮二丁目　店 福井市 大宮二丁目２８番１８号

14270 飲食料品供給 ファミリーマート　福井大和田　店 福井市 大和田１丁目３０２番地

14271 飲食料品供給 ファミリーマート　福井町屋二丁目　店 福井市 町屋二丁目８番６号

14272 飲食料品供給 ファミリーマート　福井二の宮五丁目　 福井市 二の宮五丁目１８番３号

14273 飲食料品供給 ファミリーマート　福井日之出一丁目　 福井市 日之出一丁目６番１６号

14274 飲食料品供給 ファミリーマート　福井飯塚町　店 福井市 飯塚町１２字堤ノ本１０７

14275 飲食料品供給 ファミリーマート　福井文京　店 福井市 文京６丁目９番１２号

14276 飲食料品供給 ファミリーマート　福井文京六丁目　店 福井市 文京６－１８－８

14277 飲食料品供給 ファミリーマート　福井米松　店 福井市 志比口２－２６０８－１

14278 飲食料品供給 ファミリーマート　福井片町　店 福井市 順化一丁目１７番５号

14279 飲食料品供給 ファミリーマート　福井宝永三丁目　店 福井市 宝永三丁目１０番１号

14280 飲食料品供給 ファミリーマート　福井北四ツ居　店 福井市 北四ツ居３丁目１５番６２号

14281 飲食料品供給 ファミリーマート　福井木田一丁目　店 福井市 木田一丁目３４０４番１

14282 飲食料品供給 ファミリーマート　福井和田一丁目　店 福井市 和田１丁目１番１３号

14283 飲食料品供給 ファミリーマート　福井渕町　店 福井市 渕４丁目１７０１－１

14284 飲食料品供給 ファミリーマート　文京１丁目　店 福井市 文京１－２６－５

14285 飲食料品供給 ファミリーマート　本町通り　店 福井市 順化２－２－１０

14286 飲食料品供給 ファミリーマート福井駅前店 福井市 中央１－２－１

14287 飲食料品供給 ファミリーマート福井飯塚町店 福井市 飯塚町12-101

14288 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ふぅ 福井市 順化2丁目20-13シャンティ片町ビル2F
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14289 生活必需物資供給 フェアリーテール 福井市 大手3-4-1

14290 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）フェイスフルサキ有限会社 福井市 経栄1丁目704-1

14291 生活必需物資供給 フェール　ベル店 福井市 花堂南２丁目16-1　ショッピングシティベル１階

14292 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）フォーラム 福井市 若杉4-805

14293 生活必需物資供給 ふくい21給油所 福井市 大島町20

14294 生活必需物資供給 ふくいめがねSpot by グラスジョイ 福井市 手寄1-4-1　AOSSA　2F

14295 飲食料品供給 ふくいレインボーファーム株式会社　食 福井市 高木中央3丁目101

14296 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）フクイレジャーランド　ワイプラザ店 福井市 新保北１丁目３０３ 303 ヤスサキワイプラザA棟2F ヤスサキワイプラザB 棟2F

14297 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ふくい健康の森温泉（生きがい交流セン 福井市 真栗町47-51

14298 飲食料品供給 フクしょうゆ直売店 福井市 中新田町８－５－５

14299 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）フク理容 福井市 福新町７１７

14300 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）フジイ理容 福井市 文京1-4-26

14301 飲食料品供給 ブシェリ肉研究所 福井市 中央1-8-1　福井西武地下1階

14302 生活必需物資供給 フジタスポーツ 福井市 順化1-3-1

14303 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）藤田美容室 福井市 木田町2303-7

14304 飲食料品供給 フジノ食品株式会社　福井営業所 福井市 高柳１丁目１９０１

14305 飲食料品供給 フジノ食品株式会社　福井高木物流セン 福井市 高木中央２丁目３８１０

14306 生活必需物資供給 ブティック　サントノーレ 福井市 板垣3丁目601イトウビル1F

14307 生活必需物資供給 ブティック　ルクール 福井市 中央1-21-36シルクビル１階

14308 生活必需物資供給 ブティック横山 福井市 中央3丁目13-4

14309 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）プティ庵じゅ 福井市 福井市渕4丁目1215クレストチモリ1F102号

14310 生活必需物資供給 ふなばしアルプ薬局 福井市 舟橋1丁目301-2

14311 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）舟橋美容室 福井市 舟橋1-401

14312 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ブライトン 福井市 順化1-7-5 アルファワンビル2階

14313 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）プライベートサロン粧 福井市 御幸２丁目１２－１０－１

14314 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）プライム＆ヒロ 福井市 若杉浜1-404

14315 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ブラジリア 福井市 花堂南２丁目１０－２７

14316 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）プラス１ 福井市 みのり４－１２－６

14317 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） プラスアルファ 福井市 光陽2丁目18-14

14318 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）プラスコットン 福井市 三郎丸3丁目1205パセオ三郎丸Ａ号室

14319 生活必需物資供給 フラミンゴレコーズ 福井市 羽水2-132　2Ｆ

14320 生活必需物資供給 フラワーカドヤ西武福井店 福井市 福井市中央1-8-1西武福井店１階

14321 生活必需物資供給 フラワーカドヤ本店 福井市 宝永3-5-13

14322 生活必需物資供給 フラワーギフト花屋さん 福井市 松本2-3-6

14323 生活必需物資供給 フラワーショップ開花園　ベル店 福井市 花堂南2-16-1

14324 生活必需物資供給 プリズム福井 福井市 中央1－1－25

14325 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ブリックスヘアー 福井市 宝永4丁目１９－１１

14326 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）プリュス 福井市 北四ツ居3-15-76

14327 飲食料品供給 フルーツのウメダ福井駅前本店 福井市 中央1-9-23

14328 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ブルーバード理容室 福井市 門前1-1213

14329 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ブルーライト・あさこ 福井市 文京7丁目8-1

14330 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）フルール美容室 福井市 花堂南2-5-25

14331 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）フレアスラべリア　下森田店 福井市 下森田新町714

14332 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）フレアスラベリア下森田 福井市 下森田新町714番

14333 飲食料品供給 フレッシュジュースと生ジェラートのお店・サニーさんの農園マルシェ 福井市 福井市中央1-2-1

14334 飲食料品供給 ブレッドガーデンクローバー 福井市 坂垣

14335 飲食料品供給 フレンドマート開発店 福井市 西開発２丁目１０１番１

14336 生活必需物資供給 フローリストさくら 福井市 米松1-14-11

14337 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）フロールＫ 福井市 大宮４丁目10-11

14338 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ふわり 福井市 二の宮3-13-23

14339 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘア＆メイクＮＥＷ★ＳＴＡＲ！ 福井市 南四ツ居1-1-14

14340 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘア・メイク　マ・シェリ 福井市 高木4-10-3

14341 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘア・メイクＳｈｉｎｅ 福井市 若杉1-1421

14342 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーアトリエ アンジェ 福井市 月見2-1-7ﾊﾟｾｵもみ山

14343 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーアトリエ椿 福井市 中央2-2-2　杉森ビル　2Ｆ

14344 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーカップリングBCBG 福井市 八ツ島町31-509

14345 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ﾍｱｰｸﾘｴｲﾄ エモーシオン 福井市 渕2-1711

14346 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　ＡＩＮ 福井市 宝永 2-10-24

14347 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　Ｋ－ＬＩＦＥ 福井市 志津が丘４丁目１３９番

14348 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　OZAKI 福井市 大島町山崎１５１５

14349 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　いわい 福井市 新保 1-1712

14350 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　オークボ 福井市 中央1丁目7－5

14351 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　オオハタ 福井市 飯塚町７－９－２

14352 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　こんどう 福井市 上北野 1-11-24

14353 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン センス 福井市 堀ノ宮 1-806

14354 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　ていねい館 福井市 みのり２丁目４－６
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14355 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　ニュー鮎川 福井市 志比口 1-2-4

14356 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　ノムラ 福井市 江守中町1-40

14357 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　ふかくさ 福井市 下江守町12-51

14358 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　フレスコ 福井市 和田東２丁目１５０１－３

14359 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　マルヤマ 福井市 宝永２丁目4-5　

14360 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　モリモト 福井市 松本 2-28-1

14361 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　ヤマザキ 福井市 岩倉町19-6-3

14362 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン わだ 福井市 乾徳2丁目5-26

14363 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　三英 福井市 新田塚 2-41-30

14364 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　畑 福井市 板垣 3-713

14365 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘア―サロン．ケン 福井市 学園2-4-3

14366 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン・キッド 福井市 大宮3-13-9

14367 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン・サンエイ 福井市 新田塚2ー41ー30

14368 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン・フジ 福井市 グリーンハイツ1-209

14369 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン・ヨシムラ 福井市 砂子阪町１３－２９

14370 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンBLUE 福井市 江上町59-16

14371 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンＨ＆Ｍ’ｓ 福井市 文京４－２－１２

14372 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンKID 福井市 大宮３丁目13－9

14373 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンアスワ 福井市 つくも1丁目3-10

14374 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンいけだ 福井市 照手１－１４－１

14375 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンサカイ 福井市 浅水町

14376 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンさかした 福井市 灯明寺4丁目201

14377 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロントップ２ 福井市 和田東2丁目１１０８

14378 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンミヤガワ 福井市 月見 1-2-33

14379 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンムラナカ 福井市 渡町209

14380 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンユキ 福井市 乾徳1-12-18

14381 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン太郎 福井市 松本２－３４－１６

14382 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン大野 福井市 花月５丁目1－40

14383 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーショップ　はしもと 福井市 グリーンハイツ4-174

14384 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ヘアーズ　エイム 福井市 光陽2-15-7

14385 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ヘアーズ　ミヤザキ 福井市 浜住町２－８１

14386 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアースタジオ　カペリ 福井市 下江守町27-17-1

14387 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアースタジオ　フクノトリ 福井市 新保2ー413

14388 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアースタジオJI 福井市 日之出5-7-11

14389 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアースタジオカシマ 福井市 開発 4-105-3

14390 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ﾍｱｰﾃﾞｻﾞｲﾝ Blondie 福井市 飯塚町13-5　ルーラルＢ

14391 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーハウス カトウ 福井市 加茂河原1-5-22

14392 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーフリーダム　タカミゾ 福井市 花堂中2丁目3－11

14393 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーメイク　アン 福井市 足羽1-17-22

14394 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーメーク プント 福井市 若杉1-3018

14395 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーモードサロン　タケウチ 福井市 真栗町 1-20         

14396 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーモードみやした 福井市 宝永三丁目26-5

14397 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアールーム Ｒ 福井市 運動公園4-1606

14398 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアールームちひろ 福井市 松本3-21-5

14399 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアカラー専門店カラープラス　開発店 福井市 西開発1丁目1001　シラサキビル1F

14400 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアカラー専門店カラープラス　種池店 福井市 種池2丁目611番地

14401 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアカラー専門店カラープラス　新田塚 福井市 新田塚1丁目70-28

14402 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアサロンキタ 福井市 高木町

14403 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ヘアスタジオ カペリ 福井市 下江守町27-17-1

14404 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアメイク　ケセラセラ 福井市 二ノ宮4-3-21

14405 生活必需物資供給 ペーパーグラス福井　福井駅前店 福井市 中央１丁目５－１１

14406 生活必需物資供給 ベェレッザ 福井市 二の宮３-１-３０

14407 生活必需物資供給 ベルクート 福井市 中央1丁目15-4

14408 生活必需物資供給 ベル薬局 福井市 花堂南２丁目１６－１

14409 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）宝永サロン 福井市 宝永2-2-32

14410 生活必需物資供給 ポエムハウス 福井市 中新田8-4

14411 生活必需物資供給 ホームセンターみつわ 福井市 川合鷲塚町39-11

14412 生活必需物資供給 ホームセンターみつわ　菅谷店 福井市 菅谷2-12-10

14413 生活必需物資供給 ホームセンターみつわ　鷲塚店 福井市 河合鷲塚23-5

14414 生活必需物資供給 ホームセンターヤマキシ開発店 福井市 開発町9字5-1

14415 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホームドライコインランドリーつくし野 福井市 八重巻町201

14416 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホームドライつくし野店(ハニー新鮮館 福井市 八重巻町201

14417 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホームドライ北四ツ居店 (ハニー食彩館 福井市 北四ツ居１丁目８－１１

14418 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ポーラ　エステ　イン富 福井市 上江尻町3-202

14419 飲食料品供給 ほがらか寿し大東店 福井市 大東1-6-44

14420 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ほぐし家やまたつ 福井市 運動公園１-4501エターナルシティ1号館205
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14421 飲食料品供給 ホクチク株式会社 福井市 問屋町1丁目15番地

14422 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ホットヘブン 福井市 中央1－11―19

14423 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ボドゲSHOPオフライン 福井市 光陽2丁目2-39 ウエストプラザB号

14424 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ポプラの樹 福井市 文京６丁目ー１７－８

14425 生活必需物資供給 ポプラ調剤薬局 福井市 松本4-3-7

14426 生活必需物資供給 ポプラ調剤薬局二の宮 福井市 二の宮2-25-20

14427 生活必需物資供給 ポプラ調剤薬局高木店 福井市 高木北1-410

14428 生活必需物資供給 ポプラ調剤薬局美山店 福井市 市波町24-13

14429 生活必需物資供給 ホリタ文具エルパ店 福井市 大和田2丁目1212

14430 生活必需物資供給 ホリタ文具花堂店 福井市 花堂中2丁目29-12

14431 生活必需物資供給 ホリタ文具大願寺店 福井市 大願寺3丁目9-1

14432 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ホリチャン 福井市 順化１丁目１７－２３サンロイヤル片町１０１

14433 飲食料品供給 ポレポレベーカリー 福井市 花堂南1-3-6

14434 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホワイトピアみのり店 福井市 みのり4-14-12

14435 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホワイトピア下江守店 福井市 渕町4-1905

14436 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）麻雀ビーバ 福井市 米松1丁目15-22

14437 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）マーチ美容室 福井市 文京4-19-4

14438 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）マー美容室 福井市 中央3-3-3

14439 生活必需物資供給 マインドＫＡＩＨＯＴＳＵ 福井市 開発5-1101

14440 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）前川美容室 福井市 和田中2-2008

14441 生活必需物資供給 まごころ弁当　福井本店 福井市 経田1-108-4

14442 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）まこと 福井市 毛矢1-2-15

14443 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）マサコ美容室 福井市 グリーンハイツ8-163

14444 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）マシェリ 福井市 若杉浜３丁目８０３

14445 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）マチ美容室 福井市 手寄1-18-1

14446 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）まつだクリーニングショップ 福井市 文京7丁目9-31

14447 生活必需物資供給 マツムラデンキ 福井市 品ケ瀬町20-5

14448 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）まつもと治療院 福井市 松本3丁目17-14

14449 飲食料品供給 まつやま酒店 福井市 大手3-12-10

14450 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）マトリョーシカ 福井市 順化2丁目20-17　セレクトシティ4F

14451 飲食料品供給 まめだまめお 福井市 東森田4-723

14452 生活必需物資供給 マリアンボレ雅や美 福井市 高木町55-6-1

14453 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）マリエ美容室 福井市 松城町11-23

14454 生活必需物資供給 マリモめがね店 福井市 大手３－１２－１４

14455 飲食料品供給 まるいちつぶうま本舗 福井市 高木中央3-2014

14456 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）三上美容室 福井市 乾徳2-2-7

14457 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）みさ美容室 福井市 渡町710

14458 生活必需物資供給 ミスタータイヤマンジャパン 福井市 宝永3-9-22

14459 生活必需物資供給 ミスターベンウェアハウス 福井市 下馬3-1717

14460 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）みずのもと整体 福井市 日光２丁目25-3ウエストベルセル301

14461 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ミチコウェディング 福井市 高木北4-925

14462 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ミチ美容室 福井市 光陽3-13-21

14463 生活必需物資供給 みどり薬局 福井市 光陽3丁目4-12

14464 生活必需物資供給 みのり調剤薬局 福井市 月見3-2-43

14465 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ミハシ理容 福井市 文京 1-17-16

14466 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）みやこ美容室 福井市 渕1-2002 ローズハイツＹ

14467 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美山美容室 福井市 西河原町12-20

14468 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ミューズ美容室 福井市 成和２－２０７

14469 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）みゆき美容室 福井市 新田塚1-2-7

14470 生活必需物資供給 ミラドールトモダ　エルパ店 福井市 大和田2丁目1212　エルパ1階

14471 生活必需物資供給 ミラドールトモダ　本店 福井市 中央1丁目14-4

14472 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ミルヴァ 福井市 若杉浜２－５０２

14473 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ミローネ 福井市 順化1-15-9

14474 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） みわ歯科クリニック 福井市 志比口2-11-13

14475 飲食料品供給 みんなのおかし市場　株式会社 福井市 高柳1丁目2102番地

14476 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）みんなのりびんぐれもん 福井市 みのり4-14-8

14477 飲食料品供給 むらた精肉店 福井市 福井市大東3-2-13

14478 生活必需物資供給 メガネサロン 福井市 福井市中央1-8-1　本館5階

14479 生活必需物資供給 メガネシティー　花堂店 福井市 花堂南2丁目14-35

14480 生活必需物資供給 メガネシティー　飯塚店 福井市 飯塚町13-112

14481 生活必需物資供給 メガネスーパー福井二の宮店 福井市 二の宮2-28-26

14482 生活必需物資供給 メガネのハラダ花堂店 福井市 花堂北2丁目12-8

14483 生活必需物資供給 メガネのハラダ新田塚店 福井市 新田塚1丁目72-1

14484 生活必需物資供給 メガネのハラダ新保店 福井市 新保北1丁目402番地

14485 生活必需物資供給 メガネの松井 福井市 みのり１－２８－１８

14486 生活必需物資供給 メガネの赤松 四ツ井店 福井市 四ツ井2-7-2
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14487 生活必需物資供給 メガネワールド株式会社 福井市 大町2丁目807

14488 生活必需物資供給 めがね屋Suzu 福井市 久喜津町52-1

14489 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）めぐみ美容室 福井市 田原2-18-4

14490 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）メティール 福井市 順化1丁目7-8

14491 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）メナードフェイシャルサロン   Rirefique 福井市 二の宮4丁目7-18

14492 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）メンズ　ヘア　マックス 福井市 二の宮4-1-10　オフィスNビル1F

14493 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）メンズ＆レディースひまわり 福井市 田原1-11-14

14494 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） モア美容室 福井市 花堂南2-16-1

14495 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）モダンガール 福井市 中央1丁目20-17　丸越ビル2階

14496 飲食料品供給 もち吉福井店 福井市 高柳1丁目103番地

14497 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）モナミ美容室 福井市 月見1-2-12

14498 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）モニー美容室 福井市 浅水町108-23-1

14499 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） もみあっぷ 福井市 西谷2丁目2704 エスパンドル店舗101

14500 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）もみつぼ５　８号線福井新保店 福井市 開発5-1902

14501 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）もみほぐし　愉ら里 福井市 渕２丁目１５０６－１　山一ビル１０３

14502 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）森野美容室 福井市 開発2-1003

14503 生活必需物資供給 ヤスサキワイホーム新保店 福井市 新保北1丁目303番地

14504 飲食料品供給 ヤスブン四ツ居店 福井市 福井市南四ツ居１丁目１１－３

14505 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヤマウチ 福井市 中央 3-12-1

14506 飲食料品供給 ヤマギクしょうゆ 福井市 御幸１丁目１１番１４号

14507 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヤマザキ理容 福井市 勝見 3-9-6

14508 生活必需物資供給 ヤマシタエンジニアリング 福井市 江端町36-18

14509 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）山下美容室 福井市 勝見3-25-6

14510 飲食料品供給 ヤマショウ商店 福井市 左内町9-25

14511 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヤマダ美容室 福井市 乾徳1-7-4

14512 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）やまだ美容室 福井市 上野本町新201

14513 飲食料品供給 やまに 福井市 文京３丁目６－２４

14514 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）有）セラム 福井市 福町31-1

14515 飲食料品供給 ユーグレナショップ 福井市 二の宮3-36-24

14516 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ユーミ 福井市 順化1‐17‐12ﾍﾞﾙﾄﾋﾟｱ片町ﾋﾞﾙ3階

14517 生活必需物資供給 ゆうらくざ・ごとう 福井市 栄町2－8

14518 生活必需物資供給 ゆうらくざはちや 福井市 安原町8-4

14519 飲食料品供給 ゆとりの豆や 福井市 石盛町８１８

14520 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ユミイエ 福井市 三留町43-18-3

14521 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）洋子美容室 福井市 文京6-25-8

14522 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヨーコ美容室 福井市 島寺町61-9

14523 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）よしの美容室 福井市 八重巻中町19-7

14524 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）よしみ美容室 福井市 足羽2-4-7

14525 生活必需物資供給 ラ　ブレーザ　フェリーチェ 福井市 大和田2丁目1212番地

14526 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ラ・ボー 福井市 二の宮4-1-8

14527 生活必需物資供給 ラーナニーニャ 福井市 中央1-12-13

14528 生活必需物資供給 ラァルモリシタ 福井市 豊島２－１－７

14529 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）らいじんぐ⭐️ 福井市 順化１丁目

14530 生活必需物資供給 ライフアシスト福井 福井市 江端町21-4

14531 生活必需物資供給 ラヴィ・モアレ 福井市 西木田3-2-1

14532 生活必需物資供給 ラヴィンライフ 福井市 開発2丁目806番地

14533 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ  カルネ 福井市 福井市順化２丁目２０－１３友邦ビル４F

14534 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ BR 福井市 順化1-15-9　片町スカイパレスビル3階

14535 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ Sui 福井市 福井市順化1-15-9 スカイパレスビル2F

14536 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） ラウンジ カルネ 福井市 順化2-20-13 友邦ビル4階

14537 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ　コネクション 福井市 順化２丁目２１―４ 加賀ビル１Ｆ－Ｄ

14538 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ ひまり 福井市 順化1-21-5

14539 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） ラウンジ　リアン 福井市 順化１丁目１５－９　スカイパレス３階

14540 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ　雪ほたる 福井市 福井市順化1丁目17-8 勝ビル　1F

14541 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ　奈々 福井市 順化2丁目20－13　友邦ビル１F

14542 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジKodachi 福井市 順化1丁目7-9 片町バレービル4階

14543 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）らうんじ人輪車 福井市 順化2丁目18-7  Ayuビル2階

14544 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ月虹 福井市 順化2-12-18 片町フォーカス1F

14545 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ心 福井市 順化一丁目17-12ベルトピア片町5階

14546 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ川上 福井市 順化1-8-17ダイナソービル2F

14547 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ姫 福井市 順化1-17-20

14548 生活必需物資供給 ラウンジ本店 福井市 羽水2丁目733番地

14549 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ蘭花 福井市 順化2丁目2-23-9

14550 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） ラウンジ凛 福井市 順化1-17-9

14551 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラクシャリィ 福井市 順化1-16-9 Raビル1F&2F

14552 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラナンキュラス 福井市 順化2丁目22-1
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14553 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラビット 福井市 順化1丁目21-5

14554 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラブ 福井市 順化1丁開明ビル　ラブ

14555 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラフィーネ 福井市 順化１丁目１４－１３亜米利館ビル４０１

14556 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ラフィネ　MEGAドン・キホーテUNY福 福井市 飯塚町11-111 MEGAドン・キホーテUNY福井店2階

14557 生活必需物資供給 ラブリーパートナーエルパ 福井市 大和田2丁目１２１２

14558 生活必需物資供給 ラブリーパートナーエルパ・ラディアン 福井市 大和田2丁目1212番地

14559 生活必需物資供給 ラブリーパートナーエルパ・ラディアン 福井市 大和田2丁目1212番地

14560 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラメール 福井市 順化1-15-9スカイパレスビル１階

14561 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ららら 福井市 日光2-16-9

14562 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ラルスタイル 福井市 下江尻町9-11-4

14563 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）リアンジェコンパニオン 福井市 川合鷲塚町28-16-8

14564 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）リオガクラシック 福井市 福井県福井市城東２丁目１－４

14565 生活必需物資供給 リオネットセンター大和田 福井市 高木町4-10-3

14566 飲食料品供給 リカーズ川ばた 福井市 長本町102

14567 飲食料品供給 リカーワールド華　プラザ店 福井市 新保北1-401

14568 飲食料品供給 リカーワールド華　光陽店 福井市 光陽3-7-22

14569 飲食料品供給 リカーワールド華　江守店 福井市 江守中2-1517

14570 飲食料品供給 リカーワールド華　二の宮店 福井市 経田2-305

14571 飲食料品供給 リカーワールド華　本店 福井市 下馬3-308

14572 生活必需物資供給 リサイクルマート新田塚店 福井市 新田塚2-34-3

14573 生活必需物資供給 リサイクルマート二の宮店 福井市 二の宮3-4-9

14574 生活必需物資供給 リサイクルマート福井板垣店 福井市 板垣3丁目1618

14575 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）リッシュTSR 福井市 渕1-1905-2

14576 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）リトル 佐渡 福井市 板垣5丁目612

14577 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）リフォームブティック 福井市 花堂南２丁目１６－１ アル・プラザベル ２Ｆ

14578 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）リフレ・セツコ 福井市 二の宮2-27-9

14579 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　ノジリ 福井市 山室町 47-13

14580 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）リライムのタイ古式マッサージ屋さん 福井市 福井市開発５丁目１２０７

14581 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）リラクゼーションroom Nei～寧～ 福井市 板垣1-508 ハクレイハイム201

14582 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） リラクゼーションサロン　く.えるぽ 福井市 種池町2-25

14583 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）リラクゼーションサロン ルクラ アピタ 福井市 大和田2-1230 アピタ福井大和田店1階

14584 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝひまわり 福井市 花堂南２－３－３MOビル２F

14585 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）リラクゼーションなごみ福井やしろ店 福井市 渕3-1003　いずみビル１F

14586 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）りらくる新田塚店 福井市 新田塚1-72-18

14587 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）りん 福井市 中央１丁目２１－７

14588 生活必需物資供給 ルイ　シノン 福井市 飯塚町8-130-1

14589 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ルージュ 福井市 石盛町917-2

14590 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ルーチェ 福井市 順化二丁目13-14  コパビル2階

14591 生活必需物資供給 ルシェノン 福井市 花堂南1-8-13

14592 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ルマ・バリナチュラ福井店 福井市 開発5-1207

14593 飲食料品供給 レサンシエル 福井市 木田３－３１０７　メゾン　ド　オブジェ　１F

14594 生活必需物資供給 レスポワール・フジヤ 福井市 中央1-9-27 マルキヤビル１F

14595 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）レスリール 福井市 順化2丁目20ー17セレクトシティ片町2階

14596 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ローズローザフラワーズ 福井市 高木中央3丁目701

14597 飲食料品供給 ローソン福井下森田店 福井市 下森田新町417

14598 飲食料品供給 ローソン福井開発二丁目店 福井市 開発2-211

14599 飲食料品供給 ローソン問屋店 福井市 福井市問屋4-101

14600 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ロマンス 福井市 順化1-18-8

14601 生活必需物資供給 ワークマン福井和田店 福井市 和田3-301

14602 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ワイズヘアーサカモト 福井市 宝永4丁目14-1

14603 飲食料品供給 ワイプラザグルメ館パリオ店 福井市 松城町12-7

14604 飲食料品供給 ワイプラザグルメ館江守店 福井市 舞屋町7-109

14605 飲食料品供給 ワイプラザグルメ館松本店 福井市 松本３丁目16-57

14606 飲食料品供給 ワイプラザグルメ館森田店 福井市 河合寄安町101番地

14607 飲食料品供給 ワイプラザグルメ館福井南店 福井市 羽水２丁目802番地

14608 生活必需物資供給 わおん書房 福井市 中央1-14-9

14609 生活必需物資供給 ワタゼン薬局 福井市 経田1丁目1413

14610 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）愛華 福井市 順化1-7-8 エドモンド片町 3F

14611 生活必需物資供給 愛装縁株式会社 福井市 笹谷町１３－１２

14612 飲食料品供給 安田かまぼこ鮮いち場店 福井市 大和田1丁目101番地

14613 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）移動美容室　サンライフ 福井市 豊島1丁目4-8　ゴールデンパーク豊島102号

14614 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）隠れ家サロンLuLu 福井市 文京7丁目2-23

14615 生活必需物資供給 羽水らいふ薬局 福井市 木田3丁目2803

14616 生活必需物資供給 栄月株式会社　SS事業部 福井市 大手2-11-12　6F

14617 飲食料品供給 永平寺四季食彩館　れんげの里　Lpa店 福井市 大和田2丁目1230　Lpa1階

14618 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）越のゆ福井店 福井市 高木中央２丁目２６１３
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14619 飲食料品供給 越石亭 福井市 東郷二ケ町27-12

14620 飲食料品供給 越前たこ焼　蓮屋 福井市 菅谷1-1-15サンクレール玉川一階　蓮屋

14621 飲食料品供給 越前蕎麦倶楽部 福井市 中央1丁目10-21

14622 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）越前水仙の里温泉　波の華 福井市 蒲生町1-94

14623 飲食料品供給 越前宝や 福井市 新田塚2-34-16

14624 生活必需物資供給 越島漢方薬局 福井市 毛矢2-7-6

14625 飲食料品供給 円太鮮魚店 福井市 浅水町17-1

14626 飲食料品供給 塩善茶舗 福井市 西木田2-4-31

14627 飲食料品供給 横井チョコレート株式会社 福井市 高柳１丁目2101番地

14628 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）横笛 福井市 順化2丁目8-14パークサイドタワービル６階－Ａ

14629 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）加藤石油 福井市 川合鷲塚

14630 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）嘉七 福井市 福井県福井市順化１丁目９-８　滝の街ビル2F

14631 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）夏希 福井市 順化1-14-21

14632 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）夏目理美容室 福井市 小幡町33-1

14633 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）夏目理容 福井市 小幡町33-1

14634 生活必需物資供給 家電住まいる館YAMADA福井本店 福井市 渕3-411

14635 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）歌謡喫茶 秀 福井市 米松１丁目8番21号

14636 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）歌謡喫茶　集 福井市 田尻町11-89

14637 飲食料品供給 河村酒店 福井市 甑谷町１－１

14638 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）花いち 福井市 順化1-17-25

14639 飲食料品供給 花えちぜん 福井市 花堂南　ショッピングシティーベル１F

14640 生活必需物資供給 花たんぽぽ 福井市 大東３丁目１０９－２

14641 生活必需物資供給 花工房 福井市 里別所新町701-1

14642 生活必需物資供給 花工房ｌá１３６店 福井市 大願寺２丁目8-8

14643 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） 花水木 福井市 豊岡町1町目8-8

14644 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）花菱 福井市 順化2-12-14 プリンスビル303

14645 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）華苑 福井市 滝波町59-40-5

14646 飲食料品供給 菓子工房オルロージュ 福井市 種池町2-404

14647 飲食料品供給 菓心所　菓子の木 福井市 下六条町8-6

14648 生活必需物資供給 開花園 本店 福井市 高柳1丁目808番地 

14649 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）街中スナック ふくい店 福井市 順化1丁目24-17

14650 飲食料品供給 角桝屋 福井市 安原町1-37

14651 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）革修復どっとコム 福井市 大宮1-11-27清水ビル3F

14652 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）楽く楽く亭 福井市 市波町２６－１５

14653 生活必需物資供給 株式会社　en 福井市 下新井町13-321　　グラッドハウス101号

14654 飲食料品供給 株式会社　エール水仙　市役所売店 福井市 大手３丁目10番1号　

14655 生活必需物資供給 株式会社　スギ薬局　花堂店 福井市 花堂中二丁目２６番６号

14656 生活必需物資供給 株式会社 プチモールうちやま 福井市 毛矢３－６－１

14657 飲食料品供給 株式会社　みずもと 福井市 花堂南1-2-6

14658 生活必需物資供給 株式会社 モリチュウ 福井市 西方1丁目12-1

14659 生活必需物資供給 株式会社　やまだでんき 福井市 照手４－５－２

14660 生活必需物資供給 株式会社　安井 福井市 問屋町4丁目５０７

14661 生活必需物資供給 株式会社 奥十商店 福井市 問屋町4丁目202

14662 飲食料品供給 株式会社　山さきや 福井市 光陽1-3-6

14663 生活必需物資供給 株式会社　西友 福井市 問屋町２丁目４８番地

14664 生活必需物資供給 株式会社　太陽スポーツ 福井市 中央1-21-36

14665 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）株式会社B-LIG 福井市 二日市町20-21-1

14666 生活必需物資供給 株式会社Flavor 福井市 高柳1丁目805

14667 生活必需物資供給 株式会社Flavor　駅前店 福井市 中央1丁目16-8

14668 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）株式会社SNOW*K / Happy SimLab.合同 福井市 順化1-13-3　2F

14669 生活必需物資供給 株式会社ＶＨリテールサービス 福井下馬 福井市 下馬2-201

14670 生活必需物資供給 株式会社ＶＨリテールサービス 福井花堂 福井市 花堂南2-3-3

14671 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）株式会社アオイ 福井市 大手1-7-11

14672 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）株式会社アデランス 福井市 中央 1-3-1 加藤ビル ２Ｆ

14673 飲食料品供給 株式会社イトソー 福井市 西木田2丁目9-9

14674 飲食料品供給 株式会社カガセイフン 福井市 高木中央1-3004

14675 生活必需物資供給 株式会社カスマオートサービス 福井市 花堂東1丁目30-15

14676 飲食料品供給 株式会社カワグチ　エルパ店 福井市 大和田2-1212

14677 飲食料品供給 株式会社カワグチ　プリズム店 福井市 中央1-1-25

14678 飲食料品供給 株式会社カワグチ　ベル店 福井市 花堂南2-16-1

14679 生活必需物資供給 株式会社キープラザ 福井市 米町1ー16-1

14680 生活必需物資供給 株式会社グラント・イーワンズ 福井市 新田塚町305番地

14681 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）株式会社クレス 福井市 大東1-1-1

14682 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）株式会社クローバー 福井市 福井市渕４丁目2805

14683 生活必需物資供給 株式会社コーテック　本社 福井市 成和2丁目１１１８

14684 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）株式会社サンセット 福井市 二日市町20-21-1
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14685 生活必需物資供給 株式会社スギ薬局 灯明寺店 福井市 灯明寺4丁目104

14686 生活必需物資供給 株式会社スギ薬局 堀ノ宮店 福井市 堀ノ宮一丁目112番地

14687 生活必需物資供給 株式会社ディーダウ 福井市 成和一丁目807番地ツルケタウン202

14688 生活必需物資供給 株式会社トレミー48 福井市 江端町6-6-1, ビジュードモナ花堂902

14689 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 株式会社ハマ・エンタープライズ 福井市 順化2-22-17

14690 生活必需物資供給 株式会社フクイフラワ-ガ-デン 福井市 高木中央２丁目3902

14691 生活必需物資供給 株式会社フレンドスポーツ商会 福井市 田原２丁目１４－２３

14692 生活必需物資供給 株式会社ホームセンターヤスサキ 福井市 新保北１丁目303番地

14693 飲食料品供給 株式会社みなと 福井市 高柳1403

14694 飲食料品供給 株式会社ヤスサキ 福井市 新保北1丁目303番地

14695 飲食料品供給 株式会社ヤスサキ　本社 福井市 新保北１丁目303番地

14696 飲食料品供給 株式会社ヤスブン　本社 福井市 福井市南四ツ居１丁目９番１７号

14697 飲食料品供給 株式会社稲與商店 福井市 大手3-12-7

14698 飲食料品供給 株式会社横井商店 福井市 高柳１丁目2101番地

14699 飲食料品供給 株式会社七楽 福井市 石盛町８１７

14700 生活必需物資供給 株式会社太陽スポーツ 福井市 中央1-2136

14701 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）株式会社大橋建機 福井市 鉾ケ崎町６－６３－３

14702 飲食料品供給 株式会社大麦俱楽部 福井市 殿下町46-4-1

14703 飲食料品供給 株式会社大脇萬蔵商店 福井市 宝永４－７－２

14704 生活必需物資供給 株式会社谷口文栄 福井市 北四ツ居1-8-24

14705 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）株式会社読売旅行福井営業所 福井市 順化1-24-43ストークビル福井一番館603号室

14706 生活必需物資供給 株式会社福井中央花卉市場 福井市 福井市大和田1丁目101

14707 生活必需物資供給 株式会社平和堂　アルプラザベル 福井市 花堂南２丁目１６番１号

14708 飲食料品供給 株式会社髙橋製粉所 福井市 西開発3-701

14709 生活必需物資供給 ㈱キーセンター 福井市 花堂南１-4-17

14710 生活必需物資供給 ㈱ドン・キホーテ　福井大和田店 福井市 大和田一丁目１００３番地

14711 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）㈱ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝｹｲ サンロード美容室 福井市 中央1-8-1　福井西武　4F

14712 生活必需物資供給 ㈱フクイフラワーガ－デン　高木本店 福井市 高木中央2丁目3903

14713 飲食料品供給 ㈱肉のいまむら 福井市 西木田１丁目17－1

14714 飲食料品供給 蒲鉾道場売店 福井市 高柳1丁目2512

14715 生活必需物資供給 鑑定団 福井市 手寄1丁目１９－１８

14716 飲食料品供給 丸松茶舗 福井市 宝永4-1-22

14717 生活必需物資供給 丸福株式会社 福井市 板垣5-1002

14718 生活必需物資供給 丸福産業(株)セルフかいほつ店 福井市 西開発3丁目２０１

14719 生活必需物資供給 眼鏡市場 福井運動公園前店 福井市 加茂河原町３１字１－１ 

14720 生活必需物資供給 眼鏡市場 福井大和田店 福井市 大和田２丁目1301

14721 生活必需物資供給 眼鏡市場 福井二の宮店 福井市 二の宮2丁目29-29 

14722 飲食料品供給 岩村酒店 福井市 寮町45-71

14723 生活必需物資供給 岩並薬局 福井市 渕２－８２０　塚谷ビル１階

14724 飲食料品供給 企業組合ファームまぁま喜ね舎 福井市 河増町9-10-1

14725 飲食料品供給 喜ね舎店 福井市 河増町9-10-1

14726 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）希林館 福井市 大宮１－７－２

14727 生活必需物資供給 幾久屋 福井市 松本1-3-2

14728 飲食料品供給 吉田醤油醸造元 福井市 佐野町２１－２７

14729 生活必需物資供給 吉野屋商店 福井市 順化1-17-6

14730 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）喫茶 ロードショー 福井市 高木中央1-3102

14731 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）喫茶・カラオケスナック　和 福井市 宮地町59-4-1

14732 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）喫茶・スナック　ニューアマーレ（カラ 福井市 下江守町4-10-2

14733 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）喫茶コロコロ 福井市 花堂東2-304

14734 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）喫茶ジョイント 福井市 大願寺1丁目４－１７

14735 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）喫茶ろっぽんぎ 福井市 大宮2丁目２０－７

14736 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）喫茶青銅 福井市 城東3丁目1-25

14737 飲食料品供給 久保田製菓 福井市 福井市南四ツ居２丁目１－３６

14738 生活必需物資供給 宮﨑電器商会 福井市 中央2-3-27

14739 飲食料品供給 牛若餅松永家 福井市 福町31‐1‐38

14740 飲食料品供給 居酒屋てらや 福井市 順化二丁目２１－１２

14741 飲食料品供給 居酒屋ネコ 福井市 順化1-12-12

14742 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）京 福井市 順化1丁目14-21

14743 生活必需物資供給 京呉服　平田 福井市 花堂南１－２－１

14744 生活必需物資供給 京美 福井市 高木中央2丁目801-31

14745 生活必需物資供給 共創未来　下六条薬局 福井市 下六条町２１４番地

14746 生活必需物資供給 共創未来　新田塚薬局 福井市 新田塚町721

14747 生活必需物資供給 共創未来　中藤薬局 福井市 高柳３－３２０５

14748 飲食料品供給 共同製麺所 福井市 成和2丁目318-2

14749 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）協和車輌株式会社 福井市 別所町18-46

14750 生活必需物資供給 協和調剤薬局 福井市 板垣４－１０１

225 ページ



No. 業種 施設・店舗名 住所

14751 飲食料品供給 業務スーパーワッセ店 福井市 久喜津町５２－２０

14752 飲食料品供給 業務スーパー四ツ居店 福井市 福井市南四ツ居１丁目９－１７

14753 飲食料品供給 業務スーパー二の宮店 福井市 福井市二の宮２丁目4-5

14754 飲食料品供給 業務用食品スーパー　アミカ福井文京店 福井市 文京6-14-14

14755 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）極楽湯　福井店 福井市 開発一丁目1-118

14756 飲食料品供給 吟撰肉匠　立力 福井市 高木中央3-304

14757 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）銀夏 福井市 順化2丁目22-3TMビル2F

14758 飲食料品供給 九頭龍・地酒百蔵（くずりゅう・じざけ 福井市 中央1-9-29　エコライフプラザ1F

14759 飲食料品供給 駒屋本社 福井市 長本町１０３４

14760 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）空海 福井市 順化1-16-10

14761 飲食料品供給 桑野精肉店 福井市 日之出2ー16ー12

14762 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）結羅 福井市 順化１丁目12-10

14763 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）犬と休日パルクリール 福井市 成和１丁目２９０８

14764 生活必需物資供給 絹甚 福井市 宝永3-33-12

14765 生活必需物資供給 個人事業主 福井市 稲津町23-34-1

14766 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） 五十八 福井市 福井県福井市順化2丁22-1寺木ビル3階

14767 生活必需物資供給 呉服のおはら 福井市 福井市松本３丁目２－２

14768 飲食料品供給 御菓子司　栄太楼 福井市 二の宮4丁目-4-5

14769 飲食料品供給 御菓子司　榮山堂 福井市 幾久町2-18

14770 飲食料品供給 御菓子司あまとや 福井市 つくも1丁目4-10

14771 飲食料品供給 御菓子司栄太楼　プリズム店 福井市 中央1丁目1-25

14772 生活必需物資供給 御幸給油所 福井市 御幸2-20-4

14773 飲食料品供給 御素麺屋　松本本店 福井市 松本3-2-12

14774 飲食料品供給 御素麺屋　大和田店 福井市 大和田2-204

14775 飲食料品供給 御素麺屋　堀の宮店 福井市 大宮6-5-22

14776 生活必需物資供給 広部薬局 福井市 松本3-5-7

14777 飲食料品供給 紅屋酒店 福井市 毛矢3丁目6-13

14778 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）紅鈴蘭 福井市 福1丁目2705

14779 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）荒川湯 福井市 松城町6-45

14780 生活必需物資供給 高桑薬品 福井市 春山　2-2-22

14781 飲食料品供給 高島屋 大宮精肉店 福井市 大宮２丁目２６－２５

14782 飲食料品供給 高島屋　木田本店 福井市 木田２丁目１６１６

14783 飲食料品供給 高木鮮魚店 福井市 照手２丁目２－１０

14784 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング　河増 福井市 河増町21-41-5

14785 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 黒川クリーニング社 Aコープやしろ店 福井市 渕2丁目1711

14786 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 Aコーブ堀の宮店 福井市 堀の宮1-215

14787 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 アピタ大和田店 福井市 大和田町2-1230

14788 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 アピタ福井店 福井市 飯塚町11-111

14789 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 アルビス森田店 福井市 石盛2丁目2221

14790 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 クランデールニの宮 福井市 二の官2-3-8

14791 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 グルメ館江守店 福井市 舞屋町7-5 

14792 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 ゲンキーニの宮店 福井市 二の宮2-803-1

14793 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 城の橋店 福井市 手寄1-19-14

14794 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 ハーツ学園店 福井市 学園29-22

14795 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 ハーツ羽水店 福井市 木田3丁目2802

14796 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 ハニー麻生津店 福井市 今市14-12

14797 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 パリオ店 福井市 松城町12-7

14798 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 バロー新田塚店 福井市 二の宮5丁目13-32

14799 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 黒川クリーニング社 バロー福井南店 福井市 下馬3丁目418番地

14800 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 フェニックス店 福井市 田原1-12-13

14801 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 フレンドタウン店 福井市 西開発2-101

14802 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 ベル店 福井市 花堂南2 丁目16-1

14803 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 御幸店 福井市 御幸3-9-21

14804 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 ワイプラザ店 福井市 新保町7-9-1

14805 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 ワッセ店 福井市 久喜津町52-57

14806 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 駅前南店 福井市 中央1-22-4

14807 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社　河増店 福井市 河増町21-41-5

14808 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 黒川クリーニング社 経田店 福井市 大宮3-20-1

14809 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 高木中央店 福井市 高木中央2丁 目2612

14810 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 四ッ居店 福井市 南四ッ居1丁目10—17

14811 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 若杉本店 福井市 若杉1-3011

14812 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 春山店 福井市 春山2丁目13-24

14813 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社　新田塚店 福井市 新田塚2丁目21-20

14814 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 町屋店 福井市 文京1-12-23

14815 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 黒川クリーニング社 長本店 福井市 長本町1001

14816 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 二の宮店 福井市 二の宮2丁目23—12
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14817 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 日之出店 福井市 日之出5-16-24

14818 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 板垣店 福井市 板垣2-1921-2

14819 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 飯塚店 福井市 飯塚町13-103

14820 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 黒川クリーニング社 文京5丁目店 福井市 文京5-14-39

14821 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 和田東店 福井市 和田東2-1106

14822 飲食料品供給 今川焼本舗 福井市 中央1-5-10

14823 飲食料品供給 昆布屋孫兵衛 福井市 松本2－2－6

14824 飲食料品供給 昆布巻専門店　まる貴や　鮮いちば店 福井市 大和田１丁目１０１番地　福井市中央卸売市場内

14825 飲食料品供給 佐佳枝上町　村中甘泉堂 福井市 中央1-21-24

14826 飲食料品供給 佐藤精肉店 福井市 毛矢３丁目５－１９

14827 生活必需物資供給 再生館 補聴器 福井市 三郎丸町21-27

14828 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）彩花 福井市 順化１－２３－４ バレンシアビル２Ｆ

14829 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 坂下理髪店 福井市 乾徳1-12-5

14830 飲食料品供給 坂㞍魚店 福井市 清水杉谷町2-13

14831 飲食料品供給 桜むすび 福井市 中央1-1-25 プリズム福井

14832 生活必需物資供給 桜町アルプ薬局 福井市 下森田桜町6-12

14833 生活必需物資供給 鯖江田中眼鏡福井店 福井市 中央1-8-21　伊井ビル５号館１F

14834 飲食料品供給 三七味噌 福井市 つくも2丁目1-5

14835 生活必需物資供給 三上呉服店 福井市 島寺町56－4

14836 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）三宅歯科医院 福井市 順化1ー9ー21

14837 飲食料品供給 三田村商店 福井市 城東1-2-1

14838 生活必需物資供給 三和薬品株式会社 福井市 新保町10-36

14839 生活必需物資供給 仕事着屋大事朗　本店 福井市 二の宮２丁目4-10

14840 生活必需物資供給 志比口調剤薬局 福井市 志比口１－３－６

14841 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）指圧マッサージ院　施術庵 休家 福井市 板垣3-1401-3

14842 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 施療院 福井市 文京

14843 生活必需物資供給 時計・メガネ・宝石のツルベ 福井市 田原2丁目21-5

14844 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）紗羅 福井市 順化2丁目7-18

14845 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）謝謝 福井市 順化2丁目20-1　3階

14846 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）若草理容室 福井市 手寄1-11-3

14847 飲食料品供給 手づくりお惣菜　乃し三 福井市 順化2丁目13-5

14848 飲食料品供給 手づくり菓子工房ペルシュ 福井市 神中町2-4-35

14849 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） 手品家福井店 福井市 順化1丁目17－11　日の丸ビル３F　手品家

14850 飲食料品供給 酒デリバリー輝 福井市 西谷１丁目１６１２ 

14851 生活必需物資供給 酒のタケウチ 福井市 下馬3‐1606

14852 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） 酒酒楽楽　　朔望 福井市 順化2丁目19-15順化ビル２階

14853 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）酒場　コンドル 福井市 順化１丁目10-15

14854 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）酒房　ぼんくら 福井市 順化二丁目20-2エルミオーレビル2階

14855 飲食料品供給 秋吉羽水店 福井市 木田3丁目2802

14856 飲食料品供給 舟木酒造本店 福井市 大和田町

14857 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）十時 福井市 福井市順化二丁目22-17ミヤコビル一階

14858 生活必需物資供給 出口書店 福井市 志比口１－１３－１２

14859 飲食料品供給 出村屋 福井市 手寄1-16-1

14860 生活必需物資供給 勝木書店外商部 福井市 大願寺3丁目8-1

14861 生活必需物資供給 商い処マチュピチュ 福井市 東川上町31字堂本9-3

14862 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）宵待・花音 福井市 順化1-7-9 バレービル3F

14863 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）小ちゃな部屋 福井市 順化１丁目１４ー３

14864 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）小春どうぶつクリニック 福井市 花堂中1-8-39

14865 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）小春日和 福井市 順化１丁目１６－１０

14866 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）小川理容店 福井市 毛矢 1-7-20

14867 生活必需物資供給 小泉薬局 福井市 照手2-8-1

14868 生活必需物資供給 小大黒屋 福井市 順化2丁目15-9

14869 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）小林歯科医院 福井市 豊島2-7-9

14870 生活必需物資供給 松井家具 福井市 春山2-16-1

14871 生活必需物資供給 松浦株式会社 福井市 問屋町４丁目５０８番地

14872 生活必需物資供給 松岡屋 福井市 福井市みのり2丁目5-5

14873 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）松葉湯 福井市 月見2-5-6

14874 飲食料品供給 焼肉 七福 福井市 順化２丁目１３－１７

14875 飲食料品供給 上村商店 福井市 茱崎町２－２３

14876 飲食料品供給 常山酒造合資会社 福井市 御幸1-19-10

14877 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）織彩 福井市 順化2丁目22-1

14878 生活必需物資供給 寝具とインテリアつかたに 福井市 松本3-2-8

14879 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）心 福井市 順化一丁目17-12ベルトピア片町5階

14880 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）心音整体院 福井市 下荒井町4-28

14881 飲食料品供給 新華堂 福井市 松本4-5-1

14882 生活必需物資供給 新呉服町SS 福井市 春山2-21-8

227 ページ



No. 業種 施設・店舗名 住所

14883 生活必需物資供給 新松崎薬局 福井市 照手1丁目11-8

14884 飲食料品供給 森酒舗 福井市 文京4-11-19

14885 生活必需物資供給 森田アルプ薬局 福井市 下森田新町413番地

14886 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）森乃家 福井市 日之出５丁目５－２５

14887 飲食料品供給 森八大名閣　本店 福井市 大手3-15-9

14888 生活必需物資供給 真晃ＥＬＳ株式会社 福井市 御幸4-20-13

14889 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）真利倫 福井市 大手2-22-30　プレミスト808

14890 飲食料品供給 親玉菓舗 福井市 順化2-20-15

14891 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）身体コンサルタントINB Style 福井市 志比口1丁目5-1

14892 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）針山アルミ 福井市 大島町大島台623番地

14893 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）陣 福井市 順化2丁目20-13シャンティ片町２階

14894 飲食料品供給 酢屋 福井市 照手１－１５－２

14895 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）水仙 福井市 順化1丁目12一6

14896 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）水嶋治療院グループ 福井市 下江守町103

14897 生活必需物資供給 正午堂　福井店 福井市 中央1-16-8

14898 生活必需物資供給 生活雑貨HANAベル店 福井市 花堂南2-16-1

14899 生活必需物資供給 生活雑貨HANA下馬店 福井市 下馬3-1717

14900 生活必需物資供給 生活雑貨HANA文京店 福井市 文京7-7-1

14901 飲食料品供給 西岡河村酒造株式会社 福井市 910-3613

14902 生活必需物資供給 西谷アルプ薬局 福井市 西谷2丁目2118番地

14903 飲食料品供給 西尾食品株式会社 福井市 順化2-12-17

14904 生活必需物資供給 西武福井店 福井市 中央１-8-1

14905 飲食料品供給 西洋菓子倶楽部　MEGAドン・キホーテ 福井市 飯塚町11-111

14906 飲食料品供給 西洋菓子倶楽部　アピタ大和田店 福井市 大和田2丁目1230

14907 飲食料品供給 西洋菓子倶楽部　米松店 福井市 米松1丁目11-33

14908 飲食料品供給 青木蘭麝堂 福井市 脇三ヶ町２５－１９

14909 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）千織 福井市  順化2-20-17 セレクトシティ片町2F

14910 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）千織 福井市 順化2-221 寺木ビル4

14911 飲食料品供給 川口洋菓子店 福井市 大願寺3-1-20

14912 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）川上・野坂・安藤法律事務所 福井市 宝永４丁目１－１

14913 生活必需物資供給 川西ss 福井市 砂子坂町7-93

14914 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）川中理容店 福井市 稲多元町2-1

14915 生活必需物資供給 川﨑モータース 福井市 美山町4-19

14916 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）洗濯王　四ツ居店 福井市 大東

14917 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）洗濯王　西開発店 福井市 西開発

14918 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）洗濯王　大和田店 福井市 大和田

14919 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）洗濯王　板垣店 福井市 板垣3丁目1323

14920 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）洗濯王　福井南店 福井市 下河北町5-1-1

14921 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）洗濯王　文京店 福井市 文京

14922 飲食料品供給 鮮魚かど七 福井市 順化2-19-85

14923 飲食料品供給 鮮魚丸松　福井本店 福井市 飯塚町13-13-1

14924 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）前田理容所 福井市 久喜津町70-13

14925 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）前田理容所 福井市 徳光町42-13-3

14926 飲食料品供給 創作和洋菓子　花えちぜん　エルパ店 福井市 大和田2-1212　ラブリーパートナーエルパ１F

14927 生活必需物資供給 増永眼鏡店 福井市 中央1-19-16

14928 飲食料品供給 足羽パーク 福井市 足羽四丁目5番16号

14929 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）足楽健康庵 福井市 足羽5-12-43

14930 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）足健道ココロネあしつぼ療術院 福井市 中央１丁目19-3 TDハウス2階

14931 生活必需物資供給 村井メガネ本店 福井市 大手3丁目1番13号

14932 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）村井鈑金塗装 福井市 羽水1丁目621

14933 飲食料品供給 村田米酒店 福井市 宝永１丁目11-16

14934 飲食料品供給 大吉餅 福井市 松本2丁目2-2

14935 飲食料品供給 大橋鮮魚店 福井市 勝見3-1-12

14936 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）大坂理髪店 福井市 福井市東郷ニケ町23-22-3

14937 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）大雑把 福井市 高木中央１丁目１１３高木中央コーポ１０３

14938 飲食料品供給 大同青果 福井市 開発5-2002

14939 生活必需物資供給 大和田ファーマライズ薬局 福井市 高柳2丁目1301番地　レインボービル1階

14940 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）脱毛サロン　Hotaru 福井市 東森田3-1216

14941 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）谷美容室 福井市 福井市高木中央2丁目3001-1

14942 飲食料品供給 丹生膳野菜 福井市 風巻町27-2

14943 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）池田自動車 福井市 江端町7-5

14944 生活必需物資供給 竹内ふとん店 福井市 田尻栃谷町１－２０

14945 飲食料品供給 竹内菓子舗 福井市 花堂北2-12-3

14946 生活必需物資供給 竹内呉服店 福井市 花堂北2丁目5-10

14947 飲食料品供給 竹澤茶屋 福井市 高屋町24-112

14948 生活必需物資供給 中善呉服店 福井市 西開発1-1901
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14949 生活必需物資供給 中村屋呉服店 福井市 花堂北２丁目７－１５

14950 飲食料品供給 中島屋 福井市 勝見3丁目3-14

14951 生活必需物資供給 中島屋呉服店 福井市 春山2-16-8

14952 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）潮香 福井市 鮎川町96-18

14953 生活必需物資供給 超寝具店　ヌノヤ福井月見店 福井市 月見２丁目１－２８

14954 生活必需物資供給 長信堂薬局　大安寺店 福井市 天菅生町7-36-4

14955 生活必需物資供給 長谷川の家具 福井市 新保北1丁目109

14956 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）直善屋 福井市 順化2-3-4　大進ビル1階

14957 生活必需物資供給 珍花園 福井市 照手１－６－２０

14958 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）爪屋 福井市 有楽町3-5

14959 飲食料品供給 天たつ 福井市 順化2-7-17

14960 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）天使の羽 福井市 真木町137-11

14961 飲食料品供給 田中屋酒店 福井市 豊島1丁目8-10

14962 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）田中理容所 福井市 西河原町6-33

14963 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）登美美容室 福井市 中野３－８０９

14964 生活必需物資供給 土谷の家具 福井市 中央3丁目4-19

14965 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）島田理容 福井市 勝見 2-11-1

14966 生活必需物資供給 東京靴流通センター福井下馬店 福井市 下馬3-404

14967 生活必需物資供給 東郷ＳＳ 福井市 東郷二ヶ町３６－１１

14968 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）東條整骨院 福井市 種池2-303

14969 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）道伝産業有限会社 福井市 高木２丁目810

14970 飲食料品供給 内田精肉店 福井市 手寄1丁目19-18

14971 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）南山堂薬局 松本店 福井市 松本４丁目５２３

14972 生活必需物資供給 南山堂薬局福井本店 福井市 和田中3-107

14973 生活必需物資供給 南山堂薬局米松店 福井市 北四ツ居1-2-39

14974 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）二日市リサイクルセンター 福井市 二日市町１９号８番地

14975 飲食料品供給 肉のはまや 福井市 みのり3丁目２１－１２

14976 飲食料品供給 肉の高島屋　やしろ店 福井市 渕4丁目704

14977 飲食料品供給 梅月堂 福井市 福井市加茂河原1丁目2-3

14978 飲食料品供給 梅野餅店 福井市 松本三丁目1-24

14979 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）白妙舎クリーニング 福井市 城東1丁目5-24

14980 生活必需物資供給 舶来の館　南家具 福井市 順化１丁目１３－１７

14981 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）肌質改善専門店 Cocochi 福井市 松城町1-38

14982 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）畑美容室 福井市 古市2丁目5-9番地

14983 飲食料品供給 八重巻酒店 福井市 八重巻東町7-14-17

14984 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪y 福井市 文京7丁目8-22

14985 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪たかやま 福井市 足羽1-13-13

14986 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪倶楽部　エーラインヘアー 福井市 開発 1-2502

14987 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪工房　サカイ 福井市 文京 2-12-20

14988 生活必需物資供給 番傘光陽店 福井市 光陽１丁目1ー16

14989 飲食料品供給 番匠本店 福井市 中央1-1-25 プリズム福井

14990 飲食料品供給 美川酒造場 福井市 小稲津町36-15

14991 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）美々 福井市 順化1丁目１７ー7プランタン片町３Ｆ

14992 飲食料品供給 美味食卓　さくだ屋 福井市 大和田1丁目101番地

14993 飲食料品供給 美味食卓　さくだ屋　2号店 福井市 大和田1丁目101番地

14994 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容カイロサロンプチローズ 福井市 渡町533

14995 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容館　華かんざし 福井市 和田中2-211-1

14996 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室  Cure　（キュア） 福井市 大願寺2丁目9-8

14997 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室 but 福井市 御幸4丁目2-8

14998 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室　Heart 福井市 西谷2-2704-102

14999 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室　LAUGH 福井市 照手4-7-11

15000 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室　miracle 福井市 灯明寺3-4201

15001 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室 サンピュア 福井市 大森町71-1-23

15002 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室　シャンプー 福井市 花月3-5-12

15003 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室 じゅん子 福井市 下馬3丁目1702-2

15004 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室　ヒップス 福井市 御幸3丁目9-2

15005 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室　ページワン 福井市 品ケ瀬町１３－３１

15006 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室　倶楽部 福井市 飯塚町７－２－１

15007 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室　幸愛 福井市 東森田１丁目2121番地

15008 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室　千日 福井市 西谷3-204

15009 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室　路 福井市 灯明寺3-4302

15010 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ａｌａｍ， 福井市 花堂中2-10-15

15011 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ant. 福井市 門前2丁目916

15012 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ATTEND by peace 福井市 定正町1213

15013 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ＣＲＥＡＴＥ 福井市 乾徳１－８０６－１

15014 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室fleur 福井市 花堂南2-5-25
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15015 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ＨＥＬＬＯ　ＬＡＤＹ　種池店 福井市 種池1-105

15016 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ＨＥＬＬＯ　ＬＡＤＹ　二の宮店 福井市 二の宮2丁目8-3

15017 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室LOOP 福井市 福井市田原２－３２－１０

15018 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Mist 福井市 花堂南2-3-8

15019 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室noname 福井市 藤島町43－26

15020 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室NUK 福井市 志比口1-13-23

15021 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ＰＡ．ＺＡ．ＰＡ．　森田店 福井市 上森田2-215

15022 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ＰＡ．ＺＡ．ＰＡ．　和田東店 福井市 和田東2-1126

15023 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Ten.te 福井市 栄町17-12

15024 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Tocca 福井市 花堂北2-9-3

15025 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Turick 福井市 豊岡2-3-25

15026 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室Ｖｉ-Ｖｉ 福井市 東森田4丁目727番地

15027 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室エルザ 福井市 みのり3-20-17

15028 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室カタリナ 福井市 坂井市丸岡町今町4

15029 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室髪風船 福井市 菅谷1-3-10

15030 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室グラードステラ 福井市 種池2丁目701-1

15031 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室サイムム 福井市 松本3-23-13

15032 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室シェリール 福井市 毛矢2-1-7 プエンテスール2F

15033 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室セツコ　順化店 福井市 福井市順化1-10-16

15034 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室パールハウス 福井市 石橋町4-22-2

15035 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ﾊﾛｰﾚﾃﾞｨｰ二の宮店 福井市 二の宮2丁目8-3

15036 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ボンバークー 福井市 文京5-12-8 稲木マンション一階

15037 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室マーシュルッソコンフォルト 福井市 渕2丁目913

15038 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室マーシュ大和田店 福井市 福井県福井市高木中央3丁目314

15039 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ルアー 福井市 免鳥町33-7

15040 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Ꭲ-Seven 福井市 八重巻東町7-14-6

15041 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室清四郎 福井市 御幸２丁目３－２２

15042 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容脱毛サロンSHINE 福井市 福井市門前２丁目614-A

15043 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）柊月 福井市 順化1-7-8

15044 生活必需物資供給 俵屋商事 福井市 宝永4-22-19

15045 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）浜茄子 福井市 八ツ俣町浜田２－６

15046 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）浜町　日々 福井市 中央3-9-26

15047 飲食料品供給 富永ホルモン 福井市 菅谷２丁目６－２０

15048 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）福イベント 福井市 日之出５丁目８－３

15049 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）福井あそびマーレ 福井市 新保北１丁目３０３ 303 ヤスサキワイプラザA棟2F ヤスサキワイプラザB 棟2F

15050 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）福井スイミングスクール 福井市 松本1-34-15

15051 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）福井タクシー㈱ 福井市 西開発3丁目510-1

15052 生活必需物資供給 福井ツバメ商事株式会社　本社 福井市 豊岡１丁目14-20

15053 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）福井むつう整体院 福井市 栄町17-13

15054 生活必需物資供給 福井メガネ倉庫 福井市 栃泉町28-2-6

15055 生活必需物資供給 福井県花商協同組合 福井市 大和田１－１０１

15056 飲食料品供給 福井県庁生活協同組合 本庁売店 福井市 大手3丁目17番1号

15057 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）福井市伊自良館 福井市 中手町２９－３

15058 飲食料品供給 福井市観光物産館 福福館 福井市 中央1丁目2番1号　2階

15059 生活必需物資供給 福井新聞市波販売店 福井市 福井市市波町２４－９

15060 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）福井新聞福井中央販売店 福井市 松本４－５－１８

15061 飲食料品供給 福井精米株式会社 福井市 森行町5-15-2

15062 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）福井代行 福井市 大島町山崎510番地

15063 生活必需物資供給 福信商事㈱ ＥＮＥＯＳ 花堂南ＳＳ 福井市 花堂南２丁目１４－３１

15064 生活必需物資供給 福大前 桐山薬局 福井市 文京4丁目4-20

15065 生活必需物資供給 福田木材株式会社 福井市 西開発４丁目７１９

15066 生活必需物資供給 福福めがね館 福井市 中央1丁目2-1

15067 生活必需物資供給 福洋 福井市 中央1-8-24

15068 生活必需物資供給 平岡呉服店 福井市 月見4丁目２－３７

15069 飲食料品供給 米五 みそ楽 福井市 春山2-15-1

15070 生活必需物資供給 米穀商　杉山商店 福井市 西木田２丁目２－１

15071 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）米松美容室 福井市 米松2-5-4

15072 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）宝永湯 福井市 宝永3丁目26-3

15073 生活必需物資供給 宝石・時計・メガネ　益永 福井市 順化2-3-6

15074 生活必需物資供給 宝石時計メガネのイガラシ 福井市 二の宮1-11-10

15075 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）芳芳 福井市 順化1-17-11

15076 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）萌え木 福井市 高木中央2-2901-1

15077 生活必需物資供給 北山株式会社 福井市 問屋町４丁目206

15078 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）凡&BON 福井市 福井市順化2丁目16-8 2F

15079 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）麻衣 福井市 順化1-15-9 片町スカイパレス5F

15080 飲食料品供給 万寿屋 福井市 宝永4-13-23
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15081 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）湊和 福井市 光陽１－４－１５

15082 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）妙 福井市 春山2-1-3

15083 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）夢花 福井市 足羽２丁目12-1

15084 飲食料品供給 名大同 福井市 大和田1-101

15085 生活必需物資供給 明治橋給油所 福井市 地蔵堂町11-23

15086 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）明里橋美粧 福井市 若杉1-3205 広川1F

15087 生活必需物資供給 木田らいふ薬局 福井市 木田３-2402

15088 生活必需物資供給 問屋センターＳＳ 福井市 問屋2-11

15089 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）夜来香 福井市 順化１丁目１８－８　開明ビル1F

15090 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）野坂理髪店 福井市 花堂南2-12-6

15091 生活必需物資供給 野路洋服店 福井市 大手3-6-16

15092 生活必需物資供給 柳生商店 福井市 成和１－２８０８

15093 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）癒しの隠れ家 TORIKO 福井駅前店 福井市 中央1丁目14-7

15094 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）癒しの隠れ家 TORIKO 本店 福井市 川合鷲塚町18-3-3

15095 飲食料品供給 有限会社　お肉のほりえ 福井市 新田塚町303

15096 生活必需物資供給 有限会社　さの屋 福井市 小幡町1-4

15097 飲食料品供給 有限会社　シーエルティー 福井市 問屋町4-101

15098 生活必需物資供給 有限会社　デンキ・ビート 福井市 照手4-17-19

15099 生活必需物資供給 有限会社　ミテラ 福井市 二の宮４丁目２９－２７

15100 生活必需物資供給 有限会社　安久薬局　大手店 福井市 大手2丁目15-13　ホワイトビル大手1階

15101 生活必需物資供給 有限会社　橋本藤商店 福井市 二の宮2丁目28‐32

15102 飲食料品供給 有限会社　公楽商店 福井市 加茂河原1丁目9-10

15103 飲食料品供給 有限会社　荒木米穀店 福井市 中央2-3-25

15104 飲食料品供給 有限会社　今尾精肉本店 福井市 田原2丁目18-7

15105 生活必需物資供給 有限会社　山崎石油店 福井市 真木町　106-13

15106 生活必需物資供給 有限会社　清水石油店 福井市 仙町３－３－１

15107 生活必需物資供給 有限会社　赤坂電機 福井市 つくも２－１５－８

15108 飲食料品供給 有限会社 肉の高島屋 福井市 文京4丁目5-22

15109 飲食料品供給 有限会社 礒見酒販 福井市 大宮５-8-25

15110 生活必需物資供給 有限会社、土橋電機農機商会 福井市 上天下町

15111 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）有限会社アイデン 福井市 花堂中1-6-5

15112 生活必需物資供給 有限会社アルソアユウー 福井市 木田１－３３１１

15113 生活必需物資供給 有限会社カナニシ金物 福井市 花堂北2丁目2-6

15114 生活必需物資供給 有限会社さの屋 福井市 小幡町1-4

15115 飲食料品供給 有限会社さんしゅうえん 福井市 高柳1-909

15116 生活必需物資供給 有限会社シマヅジムキ 福井市 福井市西方２丁目２－１１

15117 生活必需物資供給 有限会社タイヤセンターあだち 福井市 花堂東１丁目９－５

15118 生活必需物資供給 有限会社タツノ不動産 福井市 下荒井町17-1-22

15119 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）有限会社ティーエムティ 福井市 石盛町918 2Ｆ

15120 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）有限会社ドゥーワップ 福井市 光陽２丁目10-7

15121 生活必需物資供給 有限会社ハナヤ 福井市 西木田3-7-5

15122 生活必需物資供給 有限会社ひまわりめがね 福井市 栃泉町28-2-6

15123 飲食料品供給 有限会社フェニックス商事 福井市 古市2丁目4-5

15124 飲食料品供給 有限会社リンクスネットワーク 福井市 文京4-17-13

15125 飲食料品供給 有限会社錦梅堂 福井市 順化１丁目７番７号

15126 飲食料品供給 有限会社佐藤かまぼこ 福井市 高柳1-1502

15127 生活必需物資供給 有限会社十字堂薬局 福井市 町屋2-9-18

15128 生活必需物資供給 有限会社東山デンキ 福井市 中野3丁目1204-3

15129 生活必需物資供給 有限会社福井メガネ倉庫 福井市 栃泉町28-2-6

15130 生活必需物資供給 有限会社福井新聞山岸新聞店　やしろ販 福井市 福新町101

15131 生活必需物資供給 有限会社福井新聞山岸新聞店　やしろ販 福井市 飯塚町20-22　Uコーポ101

15132 生活必需物資供給 有限会社福井新聞山岸新聞店　浅水町 福井市 浅水町102-2-1

15133 生活必需物資供給 有限会社福井新聞山岸新聞店　大森町 福井市 大森町33-9-1

15134 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ㈲サニー美容室 福井市 渕4-406

15135 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ㈲ｽﾀｰﾛｰﾄﾞ美容室 福井市 大願寺2-8-8　Ｌａ136（3F）

15136 生活必需物資供給 ㈲小倉金物 福井市 つくも1-4-14

15137 飲食料品供給 洋菓子ハシモト 福井市 つくも2丁目16-4

15138 生活必需物資供給 洋服の青山 福井大町店 福井市 別所町第9号25番地の1

15139 生活必需物資供給 洋服の青山 福井大和田店 福井市 大和田2丁目1901

15140 生活必需物資供給 洋服の青山 福井文京店 福井市 文京7丁目12番26号

15141 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） 来神 福井市 有楽町6-16

15142 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）蘭美容室 福井市 光陽4-5-3

15143 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理・美容室フィージ 福井市 運動公園4-103

15144 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理髪業、メンズサロンＫ 福井市 本堂町45-1-14

15145 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理美容たじま 福井市 甑谷町14－1

15146 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理美容ほりい 福井市 上天下町2-58
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15147 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　イシバシ 福井市 月見5-1-29

15148 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　カルソル 福井市 経田1丁目203

15149 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 理容　カルソル　開発店 福井市 福井市西開発2丁目101-1平和堂フレンドタウン内

15150 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　カルソル　八ツ島店 福井市 八ツ島町31-508

15151 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 理容　ケン 福井市 米松 2-23-14

15152 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　サワダ 福井市 大宮２－２３－１８

15153 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　タナカ 福井市 勝見 1-1-13

15154 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　ナガオカ 福井市 南四ツ居 2-10-1

15155 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　なかむら 福井市 手寄 1-14-18

15156 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　ナツイ 福井市 新田塚 1-20-1

15157 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　はやし 福井市 大味町 36-15        

15158 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　ふくだ 福井市 寺前町 5-9

15159 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　ヤナギタ 福井市 みのり 2-3-17

15160 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　ヤマモト 福井市 順化　１－２４－２５

15161 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　ヤマモト 福井市 文京 1-37-23

15162 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　ワタナベ 福井市 豊岡1-16-1

15163 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　鮎川 福井市 豊島1-9-6

15164 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　橋本 福井市 新田塚 1-27-17

15165 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　佐々木 福井市 栄町 12-6

15166 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　山口 福井市 美山町3-9

15167 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　山本 福井市 蒲生町 11-61-3    

15168 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　青空　二の宮店　東野 福井市 二ノ宮２丁目１-１

15169 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 理容　大久保 福井市 加茂河原 2-14-30

15170 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　大宮 福井市 大宮2-11-12

15171 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 理容　坪田 福井市 松本 4-16-30

15172 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　堀井 福井市 大和田１丁目101

15173 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容Ｙ 福井市 文京7-8-22

15174 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容アマノ 福井市 上北野1－12－18

15175 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容いまむら 福井市 北四ツ居30-122

15176 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 理容オークボ 福井市 春日1-8-14

15177 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容おくたに 福井市 田ノ谷町17-66

15178 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容クロンボ 福井市 大宮2-5-14

15179 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容こばやし 福井市 文京4丁目5-25

15180 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容ササキ 福井市 木田3-808

15181 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容サロン　のむら 福井市 大森町３１－２

15182 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容スズキ 福井市 江守中1-1806

15183 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容ナカノ 福井市 天池町４２－２５

15184 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容ナカムラ 福井市 半田町7-15-3

15185 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容なかもと 福井市 布施田町17-36-1

15186 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容なべしま 福井市 手寄１－９－１７

15187 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容プラージュ　福井渕店 福井市 渕3－102

15188 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容マエナミ 福井市 中央１－１２－９

15189 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容マルウチ 福井市 本堂町6-12-1

15190 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容ミナミザワ 福井市 東森田1丁目107

15191 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容ワタナベ 福井市 豊岡1丁目

15192 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容室　くわの 福井市 八重巻東町 16-8

15193 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容室なべしま 福井市 下莇生田町

15194 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容室ボムス 福井市 高木中央3丁目309 ジュエルビル2階

15195 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容室ランブルオン 福井市 文京7-9-20

15196 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容小ふじ 福井市 上森田町12-31

15197 飲食料品供給 力泉酒造有限会社 福井市 島山梨子町２０号１０番地

15198 生活必需物資供給 浪華 福井市 有楽町14-5

15199 生活必需物資供給 浪漫遊 福井店 福井市 江守中町6-10-1

15200 飲食料品供給 蝋金 福井市 左内町9-27

15201 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）和Lounge 桜人 福井市 順化2丁目15-19

15202 生活必需物資供給 和ＭＯＮＯＹＡ　ＴＡＫＩＺＡＷＡ 福井市 大手３丁目８番８号

15203 生活必需物資供給 和ふくの花衣山 福井市 城東1-5-13

15204 飲食料品供給 和菓子とおやつのお店　菓匠　二幸庵 福井市 若杉4-913-2

15205 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）和工房 福井市 大手2-12-24

15206 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）和風　波 福井市 順化一丁目17-11ウエノビル3階

15207 生活必需物資供給 和風館 福井市 問屋町1-47

15208 飲食料品供給 彌右衛門　京町本店 福井市 照手１－５－１

15209 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）榮伸気功整体院 福井市 和田2-2112

15210 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）燻　（いぶし） 福井市 順化1丁目14-24　ホワイトハウスビルB1

15211 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）珈琲館 福井市 大町２丁目1009フローデンハイツ

15212 飲食料品供給 珈琲豆専門店　びいん 福井市 高柳1-708 レリアン101
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15213 飲食料品供給 珈琲豆専門店和珈屋 福井市 福2-1914

15214 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）紲 福井市 渕町2丁目1506 山一ビル1F 4号室

15215 生活必需物資供給 綺麗屋ぱーしもん 福井市 高柳1-708 レリアン102

15216 生活必需物資供給 (株)川上　ジュノン店 敦賀市 中央町1-5-5　アピタ敦賀店2F

15217 生活必需物資供給 (株)川上　駅前本店 敦賀市 白銀町5-27

15218 生活必需物資供給 （㈱）クララ調剤薬局野神店 敦賀市 野神４０ー２５８ー４

15219 生活必需物資供給 (有)渡辺石油 敦賀市 道口46-1

15220 生活必需物資供給 100満ボルト敦賀店 敦賀市 木崎11-10

15221 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）16区inparis 敦賀市 本町1丁目2-12

15222 飲食料品供給 2 go crepes 敦賀市 松葉町3-2

15223 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Aki n chi 敦賀市 本町一丁目1-15

15224 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）AmeBar 8-OTTO- 敦賀市 本町1-3-11 十八あみやビル2F

15225 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ANTI 敦賀市 昭和町2-3-17

15226 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BAR S 敦賀市 古田刈67-706-103

15227 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ｂａｒｂｅｒ　ＥＮＡＭＩ 敦賀市 昭和町 2-22-35

15228 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BARBER MORITA 敦賀市 蓬莱町12-14

15229 生活必需物資供給 bouteique　みなみ　アル・プラザ敦賀 敦賀市 白銀町11番５号アル・プラザ敦賀2F

15230 生活必需物資供給 boutique　みなみ　中央店 敦賀市 中央町２－３－７

15231 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）brimming 敦賀市 清水町1丁目19ｰ2

15232 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Calme hair atelier 敦賀市 和久野27-23-1

15233 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Cashe＊Cashe 敦賀市 鋳物師町2-18

15234 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Cat`s-Eye 敦賀市 本町１丁目

15235 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） celine 敦賀市 本町一丁目2-13

15236 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） Chatty House Kanda (ﾁｬﾃｨﾊｳｽ ｶﾝﾀﾞ) 敦賀市 清水町 2-2-15

15237 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Chuu No Gee 敦賀市 本町１丁目5-19

15238 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Chuu No Jyo 敦賀市 本町１丁目5-19

15239 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ｃｌｉｃｋ 敦賀市 古田刈69-1916

15240 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）COEUR 敦賀市 古田刈68-808

15241 飲食料品供給 COFFEE ROASTER TAITOTEN 敦賀市 野神12-21-2

15242 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Crayon:case 敦賀市 呉竹町2丁目9-7

15243 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ｃｒｅｂｅ　Ａｉ 敦賀市 津内町2-11-101

15244 生活必需物資供給 crocs　fam敦賀 敦賀市 中央町１-5-5　アピタ敦賀 1F

15245 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Cynthia 敦賀市 本町1丁目5-8シルクライトコート2-D号室

15246 生活必需物資供給 Dr.Driveセルフ敦賀サンルート27店 敦賀市 古田刈16号水掛20-1

15247 生活必需物資供給 Dr.Drive敦賀中央店 敦賀市 中央町1-1-1

15248 生活必需物資供給 duranbah 敦賀市 莇生野80-13-9

15249 生活必需物資供給 Ever　Jewelryアルプラザ敦賀店 敦賀市 白銀町11-5　アルプラザ敦賀2階

15250 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Eyelash Salon ゆるり 敦賀市 市野々二丁目671

15251 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）FLAT 敦賀市 山泉9-203-1

15252 飲食料品供給 Golf Studio 敦賀 敦賀市 金山73-26-2

15253 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair   ar’chu 敦賀市 櫛川28-3-7

15254 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair　re- 敦賀市 本町1-8-10

15255 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair resort FLOW 敦賀市 木崎11-12グランレーヴ101

15256 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair shop time 敦賀市 桜町4-14 NKビルF2

15257 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAIR STAGE SESSION 敦賀市 昭和町２－２２－２７

15258 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAIR&MAKE　NOZAKI 敦賀市 櫛林２０－４－２４

15259 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Happy Voice(ハッピーボイス) 敦賀市 本町1丁目1-12

15260 生活必需物資供給 HAPUON 敦賀市 山泉73-211

15261 飲食料品供給 HGMおはよう 敦賀市 中央町2-6-13

15262 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）HOPE 敦賀市 本町1丁目5-8

15263 生活必需物資供給 ILL-BRED 敦賀市 三島町33-17-1

15264 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）IRo hair 敦賀市 中央町2-8-4

15265 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）j'adore/ｼﾞｬﾄﾞｰﾙ 敦賀市 清水町１丁目１８－１３

15266 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Japan Travel 敦賀市 新松島街3-1

15267 生活必需物資供給 ＪＡ福井県　敦賀西部給油所 敦賀市 莇生野104-19-1

15268 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）JIN 敦賀市 本町1-5-8シルクライトコート4G

15269 生活必需物資供給 KaBoSアピタ敦賀店 敦賀市 中央町1-5-5

15270 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Kei 敦賀市 本町1-4-13 カワセビル1F

15271 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Leaf 敦賀市 敦賀市御名32-12-1

15272 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Lien 敦賀市 清水町1-20-17

15273 生活必需物資供給 LIFE-こうの 敦賀市 岡山町1-63-4-3

15274 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）LIG 敦賀市 野神1-9-1

15275 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）L's　hair 敦賀市 中央町2-22-22　OBTﾋﾞﾙ　4F

15276 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ＬｕｘＧ 敦賀市 本町1丁目2-12

15277 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）M.Line 敦賀市 本町1丁目2-6TAKAビル1F

15278 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）MANHATTAN 敦賀店 敦賀市 呉竹町1丁目36-13 オリエント呉竹ビル1F
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15279 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Mline 敦賀市 本町1丁目２－６TAKAビル１F

15280 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）nacocoro 敦賀市 櫛川93-404-1リバーパーク和田A102

15281 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Nakayama Hair Design 敦賀市 金山65-1-115

15282 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＯＨＡＮＡ 敦賀市 砂流３６－８－２

15283 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）pepel moco 敦賀市 若葉町2－1115

15284 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）PLAY BACH 敦賀市 本町1-14

15285 生活必需物資供給 pool 敦賀市 相生町5ー3

15286 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Rapture 敦賀市 本町1丁目9-5

15287 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） Rei 敦賀市 清水町１－２１－１４フゲンビル１F

15288 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Retreat 敦賀市 清水町1丁目21-9 タップ一番館 1C

15289 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ＲＩＡＮＡ 敦賀市 本町1丁目１－１５

15290 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）SevenR 敦賀市 本町１－５－１９ABCビル２F

15291 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）shot-ya 925 敦賀市 本町1－9－9

15292 生活必需物資供給 ｓi 敦賀市 白銀町6-22

15293 生活必需物資供給 Sixfourアピタ敦賀店 敦賀市 中央町1-5-5

15294 生活必需物資供給 SKグリーン 敦賀市 敦賀市古田刈66号1303番地

15295 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）SNACK下美人 敦賀市 本町1丁目5-19

15296 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）SORA 敦賀市 野神40-275-1

15297 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）splash2 敦賀市 清水町1丁目21-14

15298 生活必需物資供給 SuperKaBoS敦賀店 敦賀市 木崎15-1-1

15299 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）TAiSEiKANアピタ敦賀店 敦賀市 中央町1-5-5

15300 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Tiara 敦賀市 本町1丁目5-25RYOTAビル1F

15301 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）toco toco 敦賀市 長沢49-2-7

15302 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）TROY 敦賀市 本町1丁目２－６

15303 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Vanilla 敦賀市 清水町1-18-16

15304 生活必需物資供給 V-drug 敦賀市 福井市下馬2-1401

15305 生活必需物資供給 V-drug　敦賀清水店 敦賀市 敦賀市清水町2-16-20

15306 生活必需物資供給 V-drug　敦賀長沢店 敦賀市 敦賀市長沢51-1

15307 生活必需物資供給 V-drug　木崎店 敦賀市 敦賀市木崎17号高土手7番地

15308 生活必需物資供給 あい調剤薬局　敦賀店 敦賀市 結城町17-9

15309 生活必需物資供給 あおい商事㈱イーグルステーション敦賀 敦賀市 木崎5-11-1

15310 生活必需物資供給 アクア　フェアリー 敦賀市 開町13-13

15311 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）アクアマリン 敦賀市 本町1丁目1‐13藤村ビル一階

15312 生活必需物資供給 アサヒメガネ 敦賀市 昭和町

15313 生活必需物資供給 あっぷる 敦賀市 松島町16-1-2

15314 飲食料品供給 アピタ敦賀店 敦賀市 中央町1-5-5

15315 生活必需物資供給 アル・プラザ敦賀 敦賀市 白銀町１１番５号

15316 生活必需物資供給 アルソア幸樹（さちのき） 敦賀市 敦賀市莇生野104－27－6

15317 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）あわの歯科医院 敦賀市 櫛林19-4-1

15318 生活必需物資供給 あわの薬局 敦賀市 和久野14-13-5

15319 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） イマージュ ビス 敦賀市 古田刈67-613

15320 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）イメージ・カール 敦賀市 津内2-12-22

15321 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヴィッツ理容室 敦賀市 津内町 2-8-1

15322 生活必需物資供給 エーワン薬局 敦賀市 市野々町二丁目1567番地

15323 飲食料品供給 エフレDay's店 敦賀市 鋳物師町9番7号

15324 飲食料品供給 エフレ古田刈店 敦賀市 古田刈69-305

15325 飲食料品供給 エフレ清水本店 敦賀市 清水町2丁目18-17

15326 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エムズネイル 敦賀店 敦賀市 呉竹町１－３６－１３オリエント呉竹ビル１階

15327 飲食料品供給 おみやげ処　敦賀かわと 敦賀市 白銀町

15328 飲食料品供給 おむすびや 穂んのり 敦賀市 新松島町1-21

15329 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）オンリー遊 敦賀市 本町１丁目２－１

15330 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ガーデン 敦賀市 清水町1丁目20-17 HIMEビル2F07

15331 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）かずみ美容室 敦賀市 堂57-707

15332 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットイン聖 敦賀市 津内町1-3-12

15333 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットショップ　クロスオーバー 敦賀市 清水町 1-17-17

15334 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットハウス　ＢＯ‐Ｚ 敦賀市 呉竹町 1-42-33

15335 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットハウス　アップル 敦賀市 清水町 1-1-25

15336 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットルーム　キノシタ 敦賀市 野神40-166

15337 生活必需物資供給 カドノ薬局　ヘルシートッポ店 敦賀市 木崎20-12（バロー木崎店内）

15338 生活必需物資供給 カドノ薬局　市立病院前店 敦賀市 結城町17-7

15339 生活必需物資供給 カドノ薬局　中央店 敦賀市 中央町1丁目17-1

15340 生活必需物資供給 カドノ薬局　木崎店 敦賀市 木崎19-12-1

15341 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケＣＬＵＢ ＤＡＭ Ｒｅｓｏｒｔ 敦賀市 敦賀市木崎13-14-11

15342 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケまねきねこ　敦賀店 敦賀市 木崎14-25

15343 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶　宝 敦賀市 若葉町2丁目407

15344 生活必需物資供給 キハラ 敦賀市 木崎15-6-1
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15345 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）きよmi 敦賀市 清水町１丁目１８－９

15346 生活必需物資供給 クスリのアオキ 敦賀店 敦賀市 呉竹町二丁目5番12号

15347 生活必需物資供給 クスリのアオキ 敦賀南店 敦賀市 若葉町2丁目705番

15348 生活必需物資供給 クスリのアオキ 木崎店 敦賀市 木崎24号13番地1

15349 生活必需物資供給 クスリのアオキ 野神店 敦賀市 野神15号一本松6-6

15350 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）クリーニングハウス　クレヨン　あわの 敦賀市 櫛林４－３－３

15351 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）クリーニングハウス　クレヨン　敦賀中 敦賀市 中央町２丁目１８－１８

15352 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）クリーニングハウスクレヨン粟野店 敦賀市 櫛林4-3-3

15353 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）クリーニングハウスクレヨン中央店 敦賀市 中央町2-18-18

15354 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）クリーニングハウスクレヨン津内店 敦賀市 津内町3-5-43

15355 生活必需物資供給 グリーンポピー敦賀店 敦賀市 鋳物師町916-1

15356 飲食料品供給 ケセラセラーみやもと 敦賀市 クレタケチョウ１丁目40-17

15357 生活必需物資供給 ゲンキー敦賀駅前店 敦賀市 清水町２丁目17－5

15358 生活必需物資供給 ゲンキー敦賀店 敦賀市 古田刈28号1-1

15359 生活必需物資供給 ゲンキー敦賀木崎店 敦賀市 木崎17-14

15360 生活必需物資供給 げんき堂薬局 敦賀市 新和町1丁目14-1

15361 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）コート・ダジュール敦賀店 敦賀市 中央町1-8-20

15362 飲食料品供給 ささえたまご農園 敦賀市 沓見８１－２－２

15363 飲食料品供給 サチＨａｎａ 敦賀市 神楽町2丁目1-3 1階店舗

15364 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サロン・ド・シメ 敦賀市 和久野25-23-4

15365 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）さんぱつや　あずま 敦賀市 金山(沢) 73-23-2

15366 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）シスター美容室 敦賀市 白銀町5-26

15367 飲食料品供給 しばたけ敦賀店 敦賀市 白銀町11-5

15368 生活必需物資供給 シュープラザ敦賀店 敦賀市 木崎12号5-1

15369 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） シュクール 敦賀市 本町1-2-4-7

15370 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ジュンハ 敦賀市 本町1丁目2-12

15371 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ショークラブ　avant-garde 敦賀市 清水町1丁目21-9

15372 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ショークラブ　アバンギャルド 敦賀市 福井県敦賀市清水町1-21-9

15373 生活必需物資供給 ジョーシン 敦賀店 敦賀市 古田刈２８－１－１

15374 生活必需物資供給 スーパーカボス+ゲオ敦賀店 敦賀市 木崎13-28

15375 生活必需物資供給 スギドラッグ敦賀櫛林店 敦賀市 櫛林9号9番地の1

15376 生活必需物資供給 スギ薬局　敦賀病院前店 敦賀市 結城町17番13号

15377 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）すず 敦賀市 本町1丁目2-12クリスタルコートビル3Ｆ-Ｂ

15378 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック  舞 敦賀市 清水町 1丁目19ｰ10

15379 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　JAPINA 敦賀市 清水町1丁目20-17

15380 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック エアポート 敦賀市 本町1丁目4-21

15381 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック オンリー遊 敦賀市 本町1丁目2-1

15382 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　きらら 敦賀市 本町1丁目１－１５

15383 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック センス 敦賀市 本町1-1-12

15384 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　パラダイス 敦賀市 本町１丁目２－２OKビル１F

15385 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック マリ 敦賀市 清水町1丁目20-13

15386 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　花香 敦賀市 本町1丁目5-8シルクライトコート4F

15387 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　四季彩 敦賀市 津内町1丁目１－１０

15388 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）すなっく 慎 敦賀市 本町1丁目10-15

15389 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　壇 敦賀市 清水町1-21-19

15390 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　麗麗 敦賀市 角鹿町5-4マストタウン角鹿A202

15391 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　絆 敦賀市 角鹿町6-27

15392 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック5年3組 敦賀市 本町1丁目2-2

15393 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナックJ 敦賀市 本町1丁目5-19

15394 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナックNo.2 敦賀市 本町１丁目1ー12　美幸ビル１階

15395 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナックRei 敦賀市 清水町1丁目21-14-21フゲンビル1  1階

15396 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナックシンバ 敦賀市 敦賀市本町1丁目9-19

15397 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） すなっくミチ 敦賀市 清水町1丁目18-9

15398 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック愛 敦賀市 清水町1丁目18-9

15399 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック花香 敦賀市 本町1丁目5-8シルクライトコート4F

15400 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック慎 敦賀市 本町一丁目10番地23

15401 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）すなっく慎 敦賀市 本町一丁目10番地15

15402 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック絆 敦賀市 本町一丁目

15403 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スプラッシュ2 敦賀市 清水町1丁目21-14

15404 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）セクシーナイト 敦賀市 新和町１丁目6-6-308

15405 飲食料品供給 セブンイレブン　敦賀２７号線　店 敦賀市 長沢４９号１０番

15406 飲食料品供給 セブンイレブン　敦賀市野々町　店 敦賀市 市野々町９号東中堀１番１１

15407 飲食料品供給 セブンイレブン　敦賀昭和町１丁目　店 敦賀市 昭和町１丁目１－４５

15408 飲食料品供給 セブンイレブン　敦賀中央町２丁目　店 敦賀市 中央町２丁目１０－２７

15409 飲食料品供給 セブンイレブン　敦賀布田町　店 敦賀市 津内町６７－１６－１

15410 飲食料品供給 セブンイレブンハートインJR敦賀駅店 敦賀市 鉄輪町１丁目１－１９
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15411 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）セブンズウォッシュ津内店 敦賀市 津内町３丁目１１－５－４３

15412 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）タカハシクリーニング　本店 敦賀市 本町一丁目11-1

15413 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）タカハシクリーニング　木崎店 敦賀市 木崎2-1-2

15414 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ダスキン敦賀 敦賀市 中央町1-14-18

15415 飲食料品供給 たにでの店 敦賀市 若葉町1丁目1531

15416 飲食料品供給 たにでの店 敦賀市 白銀町11-5

15417 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）チャーム美容室 敦賀市 長沢42-10-3

15418 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ちょい呑み カラオケ　セーラ 敦賀市 本町1丁目５－８   書類の送付先　９１４０１２１　敦賀市野神４３－７－４　高山勝美　にお願い致します。

15419 生活必需物資供給 つるが大丸 敦賀市 本町一丁目９-１７

15420 飲食料品供給 つるや　アピタ敦賀店 敦賀市 中央町1-5-5

15421 生活必需物資供給 テーラーヨシダ 敦賀市 元町18-12

15422 生活必需物資供給 トウシヤ水上 敦賀市 新松島町2-3

15423 飲食料品供給 とさやん 敦賀市 清水町2-9-22

15424 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ないとーぱぶ久 敦賀市 清水町19-10 千年ビル2F

15425 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ナイトラウンジ順子 敦賀市 清水町一丁目20-15パートキャピタルビル2F

15426 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）なんちゃってBAR（バ）ナナ 敦賀市 本町１丁目５－１９ABCビル１F

15427 生活必需物資供給 ノエビア福井中央販売会社 敦賀市 鋳物師町１６－３

15428 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）バー きらく 敦賀市 本町１－２－１４

15429 飲食料品供給 ハーツつるが 敦賀市 若葉町1丁目1610

15430 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）パインビレッジ 敦賀市 本町2丁目2-47

15431 生活必需物資供給 ハタナカ薬局 敦賀市 道口２３－５１

15432 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）はな・び 敦賀市 本町1丁目2-13

15433 生活必需物資供給 はるやま 敦賀店 敦賀市 木崎14－2

15434 飲食料品供給 バロー　木崎店 敦賀市 木崎20号12番地

15435 飲食料品供給 バロー敦賀店 敦賀市 市野々町　1丁目　251番

15436 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ＶＩＡＬＥ 敦賀市 津内町2-8-1

15437 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ひとみ美容室 敦賀市 金山67-11-1

15438 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティーサロンポエム 敦賀市 莇生野88-3-5

15439 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン８(エイト) 敦賀市 中央町1-8-40-3

15440 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロンふぁみ～る 敦賀市 市野々2丁目505番地

15441 生活必需物資供給 ビューティハウスイカリ 敦賀市 木崎19-16-12

15442 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Ank 敦賀市 白銀町10-20

15443 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ｒｅｐｏｓｅｒ　ｐｌａｃｅ 敦賀市 櫛林2-2-67

15444 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室あぷりこっと 敦賀市 三島町1-9-19

15445 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ロリーポップ 敦賀市 元町3-15

15446 生活必需物資供給 ファ ・ミーユ 敦賀市 新松島町19-14-1

15447 飲食料品供給 ファーマーズマーケット旬・ときめき広 敦賀市 三島町2丁目11-11

15448 生活必需物資供給 ファッション　かめい 敦賀市 白金町　5-27

15449 飲食料品供給 ファミリーマート　石本金山　店 敦賀市 金山７６号東沢田

15450 飲食料品供給 ファミリーマート　敦賀あけぼの　店 敦賀市 曙町１－２４

15451 飲食料品供給 ファミリーマート　敦賀駅前　店 敦賀市 白銀町５番３０号

15452 飲食料品供給 ファミリーマート　敦賀岡山二丁目　店 敦賀市 道口４８号１番３

15453 飲食料品供給 ファミリーマート　敦賀花城　店 敦賀市 松島町１３０－１５１－１

15454 飲食料品供給 ファミリーマート　敦賀櫛林　店 敦賀市 櫛林７号２－１

15455 飲食料品供給 ファミリーマート　敦賀結城町　店 敦賀市 結城町９番１０号

15456 飲食料品供給 ファミリーマート　敦賀山泉　店 敦賀市 山泉９号５０７番地

15457 飲食料品供給 ファミリーマート　敦賀新松島　店 敦賀市 新松島町１３番１０号

15458 飲食料品供給 ファミリーマート　敦賀清水町　店 敦賀市 清水町二丁目１９番７号

15459 飲食料品供給 ファミリーマート　敦賀中央町二丁目　 敦賀市 中央町二丁目３番２号

15460 飲食料品供給 ファミリーマート　敦賀中郷　店 敦賀市 古田刈１６－２５

15461 飲食料品供給 ファミリーマート　敦賀木崎　店 敦賀市 櫛川１５－８－１

15462 飲食料品供給 ファミリーマート　敦賀木崎通り　店 敦賀市 木崎５号２番地１

15463 飲食料品供給 ファミリーマート　敦賀野神　店 敦賀市 野神４号８番地の１

15464 飲食料品供給 ファミリーマート　敦賀和久野　店 敦賀市 公文名５号２１番地の３

15465 飲食料品供給 フジノ食品株式会社　敦賀営業所 敦賀市 栄新町３-３２

15466 生活必需物資供給 ブティックミナミ中央店 敦賀市 中央町2丁目3-7

15467 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）プラチナ 敦賀市 清水町1-20-15 1F

15468 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）プラチナ 敦賀市 敦賀市清水町2-18-21

15469 生活必需物資供給 フローリスト華えん 敦賀市 野神

15470 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘア　シエロ 敦賀市 若葉町3-1712

15471 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　いちむら 敦賀市 金山(沢) 68-1-1

15472 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン カゲヤマ 敦賀市 松島 130-180-2

15473 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　カワバタ 敦賀市 相生町 8-1

15474 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　クロダ 敦賀市 白銀町 6-32

15475 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　しらき 敦賀市 平和町 20-26

15476 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　タイズミ 敦賀市 結城町２－６
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15477 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ヘアーサロン　タカギ 敦賀市 本町 2-9-4

15478 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　タヒチ 敦賀市 新松島町10-7

15479 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　ミヤハラ 敦賀市 莇生野94-2-4

15480 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　竹内 敦賀市 横浜 23-4-4

15481 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンオクダ 敦賀市 三島32ー4ー6

15482 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンはまの 敦賀市 櫛川２5-2　ヘアーサロンはまの

15483 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアカラー専門店カラープラス　敦賀店 敦賀市 新松島町1-26 ヴァンヴェール1F　A-1号室

15484 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ヘクス・イン・ゲームズ 敦賀市 本町2丁目１２－３

15485 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ベリー  ベリー 敦賀市 清水町１丁目 21-18

15486 生活必需物資供給 ベル 敦賀市 呉竹町１丁目３９－１３

15487 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ほぐし屋 敦賀市 木崎５－８－３

15488 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホジポジ 敦賀市 津内一丁目12-7

15489 生活必需物資供給 ホテヤ洋品店 敦賀市 神楽町1-4-21

15490 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）マーシュ 呉竹店 敦賀市 新松島町３－１

15491 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）マリージョゼ　敦賀店 敦賀市 若葉町2-301

15492 飲食料品供給 まるさん商店 敦賀市 白銀町6-41

15493 生活必需物資供給 みなみ調剤薬局 敦賀市 金山58ー15ー1

15494 生活必需物資供給 メガネのスカイ敦賀店 敦賀市 白銀町11-5アルプラザ3F

15495 生活必需物資供給 メガネのハラダ敦賀店 敦賀市 木崎5-3-1

15496 生活必需物資供給 メガネの洋光 敦賀市 白銀町13-30

15497 生活必需物資供給 メガネ赤札堂　敦賀店 敦賀市 若葉町２－４０１

15498 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）モダン美容室 敦賀市 沢68-15-1

15499 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）もみつぼ５　敦賀店 敦賀市 中央２丁目6-8

15500 生活必需物資供給 ヤスサキホームセンター敦賀店 敦賀市 金山78

15501 生活必需物資供給 ヤマダ電器 敦賀市 市野々町2丁目502番地

15502 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ  Lupi 敦賀市 本町1丁目14ー27アスナビル1F

15503 飲食料品供給 リカーポートみのや 敦賀市 川崎町2-13

15504 飲食料品供給 リカーワールド華　敦賀店 敦賀市 木崎5-15-1

15505 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）リサ 敦賀市 清水町1-20-13

15506 生活必需物資供給 リサイクルマート敦賀店 敦賀市 呉竹町1丁目41

15507 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　カミカゼ 敦賀市 市野々 2-1-21

15508 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） リラクゼーションルーム癒しがおか 敦賀市 泉ヶ丘町17-15

15509 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）リラクゼーション悠々 敦賀市 本町2丁目12-15

15510 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）凜 敦賀市 本町一丁目2-12

15511 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ルピア 敦賀市 本町一丁目2-12クリスタルコートビル

15512 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）レイ美容室 敦賀市 呉竹町1-36-11

15513 生活必需物資供給 レディスファッション　プチ 敦賀市 神楽町１丁目２－２４

15514 飲食料品供給 ローソン敦賀若葉町店 敦賀市 敦賀市若葉町3丁目106番

15515 飲食料品供給 ローソン敦賀新和町店 敦賀市 鋳物師町19-2

15516 飲食料品供給 ワイプラザグルメ館敦賀店 敦賀市 櫛林8-4-1

15517 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）愛舞 敦賀市 本町一丁目4-1プリモールビル２F

15518 生活必需物資供給 井上調剤薬局 敦賀市 結城町17番8号

15519 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）一花 敦賀市 本町1－2－12クリスタルコート1F

15520 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）隠れ家・來人・Light 敦賀市 本町1-5-26

15521 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）越のゆ敦賀店 敦賀市 木崎 13松ノ角10

15522 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）円卓の騎士 敦賀市 津内町1-3-5 2階

15523 飲食料品供給 塩荘 敦賀市 衣掛町450番地

15524 飲食料品供給 奥井海生堂　神楽本店 敦賀市 神楽町1丁目4-10

15525 生活必需物資供給 花工房アピタ敦賀店 敦賀市 中央町１丁目5-5

15526 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）花蘂 敦賀市 本町一丁目5-8シルクライトコートビル

15527 飲食料品供給 株式会社　すみよし　（フレッシュラン 敦賀市 道口64-1-1

15528 飲食料品供給 株式会社　すみよし　（フレッシュラン 敦賀市 道口64-1-1

15529 生活必需物資供給 株式会社　ツルガ薬局　市野々店 敦賀市 市野々町1-808

15530 生活必需物資供給 株式会社　ツルガ薬局　松原店 敦賀市 松島町２９－１６

15531 生活必需物資供給 株式会社　ツルガ薬局　本店 敦賀市 白銀町7-17

15532 生活必需物資供給 株式会社オザキスポーツ　敦賀店 敦賀市 呉竹町2丁目503

15533 生活必需物資供給 株式会社スギ薬局 敦賀駅前店 敦賀市 鉄輪町2丁目3番11号

15534 生活必需物資供給 株式会社スギ薬局 敦賀中央店 敦賀市 敦賀市鋳物師町9番7号

15535 生活必需物資供給 株式会社スギ薬局　敦賀南店 敦賀市 敦賀市古田刈69号中305番地

15536 生活必需物資供給 株式会社西浦石油店　敦賀ＳＳ 敦賀市 白銀町6-22

15537 生活必需物資供給 株式会社西浦石油店　敦賀西ＳＳ 敦賀市 平和町10-14

15538 生活必需物資供給 株式会社太陽スポーツ敦賀店 敦賀市 莇生野72-11-3

15539 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）甘雨 敦賀市 本町1町目2～2

15540 生活必需物資供給 眼鏡市場 敦賀店 敦賀市 木崎町１２字２－２ 

15541 飲食料品供給 気比の里　いもじ店 敦賀市 鋳物師町3-12

15542 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）宮本サイクル 敦賀市 津内町２丁目３－１８
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15543 生活必需物資供給 京呉服　クワナ 敦賀市 白銀町7-13

15544 飲食料品供給 業務スーパー木崎店 敦賀市 木崎４－７－１

15545 飲食料品供給 甲羅組　３号店 敦賀市 若葉町１－１５３１

15546 飲食料品供給 甲羅組　本店 敦賀市 若葉町１－１５３１　日本海さかな街内

15547 飲食料品供給 甲羅亭 敦賀市 若葉町１－１５３１

15548 飲食料品供給 酵母の工房パナショー 敦賀市 津内町3-3-5

15549 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 神楽店 敦賀市 神楽2丁目1-17

15550 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 昭和町店 敦賀市 昭和町1丁目21-35

15551 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 敦賀本店 敦賀市 野神48上塩境5-2(木崎)

15552 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 ハーツ敦賀店 敦賀市 若葉町1丁目1610

15553 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 若葉町店 敦賀市 若葉町2丁目705

15554 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 和久野店 敦賀市 公文名5-20-2

15555 生活必需物資供給 阪神調剤薬局　敦賀店 敦賀市 清水町1-24-10

15556 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）山本理容所 敦賀市 大比田 31-4

15557 飲食料品供給 酒文化　食文化　ウタ 敦賀市 三島町1丁目4-3

15558 飲食料品供給 酒舗 藤原 敦賀市 清水町１丁目１７-２０

15559 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）女騎士館 敦賀市 本町一丁目7-32

15560 飲食料品供給 松原庵　アピタ店 敦賀市 中央町

15561 飲食料品供給 松原庵　本店 敦賀市 鋳物師町1-24

15562 生活必需物資供給 上新電機株式会社　敦賀店 敦賀市 古田刈28-1-1

15563 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）心羽2 敦賀市 敦賀市清水町1丁目20-13

15564 生活必需物資供給 晴明書店　若狭店 敦賀市 平和町9-15

15565 飲食料品供給 生け簀の甲羅 敦賀市 若葉町１－１５３１

15566 生活必需物資供給 赤ちゃん堂 敦賀市 神楽町2丁目3-17

15567 生活必需物資供給 泉ヶ丘調剤薬局 敦賀市 中81号岩ケ鼻1-23

15568 生活必需物資供給 泉ヶ丘薬局駅前店 敦賀市 鉄輪町1丁目3-21

15569 飲食料品供給 相木魚問屋 敦賀市 蓬莱町16-11

15570 飲食料品供給 地酒蔵　川越 敦賀市 清水町１丁目２２－１０

15571 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）竹内理容店 敦賀市 長沢 47-7-2

15572 飲食料品供給 茶里夢 敦賀市 若葉町1-1531

15573 飲食料品供給 天清酒万寿店 敦賀市 神楽町1-4-9

15574 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）田辺獣医科病院 敦賀市 木崎43-17-2

15575 飲食料品供給 島屋 敦賀市 若葉町1-1531

15576 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）童夢 敦賀市 本町１丁目１－９

15577 生活必需物資供給 敦賀港SS 敦賀市 蓬莱町16-19

15578 飲食料品供給 敦賀合同青果株式会社 敦賀市 古田刈66号1303番1

15579 飲食料品供給 敦賀昆布館 敦賀市 坂下17-3-1

15580 飲食料品供給 敦賀市公設地方卸売市場 敦賀市 古田刈６６号１３０３番地1

15581 飲食料品供給 農産物直売所　企業組合敦賀マルシェ　 敦賀市 砂流２４号４５番地

15582 飲食料品供給 白ヤギさん家のお弁当 敦賀市 沢68-19

15583 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美骨サロンMon reve 敦賀市 福井県敦賀市市野々町 １丁目２１－１－１２

15584 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室　ヘア　シエロ 敦賀市 若葉町3-1712

15585 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室atta 敦賀市 昭和町1丁目21-28サーマルビル2階B

15586 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Dili 敦賀市 33-17-1

15587 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室kei 敦賀市 市野々１丁目305

15588 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室prink 敦賀市 舞崎町2-19-3

15589 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室ＴＡＲＯＨＡＮＡ 敦賀市 中央町1-11-12

15590 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ブリューテ 敦賀市 昭和町1丁目9-21

15591 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室らむ 敦賀市 公文名62-13-2

15592 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室レディ 敦賀市 若葉町1-519

15593 飲食料品供給 銘菓処笑福堂 敦賀市 昭和町2-21-31

15594 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）木野美容室 敦賀市 白銀町7-30

15595 生活必需物資供給 有限会社　カドノ薬局　ヘルシートッポ 敦賀市 木崎20-12　バロー木崎店内

15596 生活必需物資供給 有限会社　カドノ薬局　市立病院前店 敦賀市 結城町17-7

15597 生活必需物資供給 有限会社　カドノ薬局　中央店 敦賀市 中央町1丁目17-1

15598 生活必需物資供給 有限会社　カドノ薬局　木崎店 敦賀市 木崎19-12-1

15599 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）有限会社　ケヒオート 敦賀市 木崎9-4-3

15600 飲食料品供給 有限会社かたやま酒店 敦賀市 栄新町3-14

15601 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）有限会社タカハシクリーニング 敦賀市 本町一丁目11-1

15602 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）有限会社タカハシクリーニング　ひばり 敦賀市 砂流50-16

15603 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）有限会社タカハシクリーング 敦賀市 本町一丁目11-1

15604 生活必需物資供給 洋服の青山 敦賀店 敦賀市 木崎4号14番地1

15605 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）養生デザイン 敦賀市 神楽1丁目4-8

15606 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）来夢来人 敦賀市 本町1-5 ABCビル1F

15607 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　イブ 敦賀市 木崎 19-1-4

15608 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　くさざき 敦賀市 市野々 1-11-2-10
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15609 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　しもだ 敦賀市 山泉 25-8-1

15610 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　スター 敦賀市 元町8－8

15611 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　たけうち 敦賀市 和久野 27-23

15612 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　朋　（あき） 敦賀市 若葉町 3-717

15613 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容 ふれあい 敦賀市 鋳物師3-12　エボシビル2階

15614 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　ラスタ 敦賀市 津内町 2-7-4

15615 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 理容　関塚 敦賀市 鉄輪町2-6-10

15616 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　上田 敦賀市 市野々 21-5-2 （市野々町1丁目）

15617 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　大坂 敦賀市 神楽町 2-6-12

15618 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　田村 敦賀市 新和町2-19-6

15619 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容 毛利 敦賀市 港町5-14

15620 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容プラージュ 敦賀店 敦賀市 白銀町6ー26

15621 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容みなみ 敦賀市 金山

15622 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容室こいけ 敦賀市 若葉町1丁目609

15623 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容室リキノ 敦賀市 公文名17-26

15624 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）六角整骨院・六角鍼灸院 敦賀市 蓬莱町２－１

15625 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）和さろん 敦賀市 中央町1-15-7

15626 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） 薔薇と薔薇 敦賀市 本町1-5-25 RYOTAビル　2F

15627 飲食料品供給 髙正昆布店 敦賀市 川崎町7-39

15628 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）（有）サクマインターナショナル 理容１ 小浜市 四谷町 9-22

15629 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）（有）サクマインターナショナル 理容サ 小浜市 小浜生玉 38番地

15630 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）AL 小浜市 生守35-32-1

15631 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） and Hair 小浜市 木崎32-18-4

15632 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）andHair 小浜市 木崎32-18-4

15633 生活必需物資供給 APPAREL SHOP it 小浜市 四谷町

15634 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Aroma*coco 小浜市 小浜市四谷町20-35-1　2階

15635 飲食料品供給 Ａコープ小浜店 小浜市 四谷町20-2

15636 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） BAR IVY 小浜市 駅前町26ー16ー16 クロスポイント　3M 1F

15637 生活必需物資供給 DoDo 小浜市 小浜多賀８４

15638 生活必需物資供給 FLIP FLAP 小浜市 駅前町9-10

15639 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）GRACE グレイス 小浜市 小浜酒井1-63

15640 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAIR　DESIGN　ECRU 小浜市 小浜市湯岡16-25-2

15641 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair nana 小浜市 和久里21-8

15642 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAKU 小浜市 山手3-1-46

15643 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）i'mme 小浜市

15644 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）indigo 小浜市 谷田部25-3-7

15645 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ito HAIR ROOM 小浜市 水取1-1-9ソトモビル2F

15646 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Laundlyroom LANA 小浜市 南川町14-15

15647 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） Ｌｅ　ＥＲＩＫＯ 小浜市 駅前町２６－１６－１６

15648 生活必需物資供給 Loove 小浜市 南川町86

15649 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Lounge   TEXAS 小浜市 小浜酒井1の８３

15650 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）LOUNGE A 小浜市 大手町9ー7

15651 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）LOUNGE K 小浜市 駅前町26ー16ー16

15652 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）madoka total beauty 小浜市 松ヶ崎1-3-3

15653 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＭＡＬＩＢ.SS 小浜市 木崎40-5-1

15654 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ｍｉｔｉｓ 小浜市 南川町11-1

15655 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）mitis glow 小浜市 大手町5番20号七福タウン

15656 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）NIGHT　SPACE　翠 小浜市 大手町3-1

15657 飲食料品供給 ＯＢＡＭＡおかし市場 小浜市 伏原２２

15658 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ONZE×hair 小浜市 和久里１１－１４－３

15659 生活必需物資供給 PLUS SPOT 小浜市 遠敷1-806

15660 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）privatesalon micole 小浜市 生守12-2-2

15661 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Ras 小浜市 小浜酒井1-63村上ビル1F

15662 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）RAY 小浜市 小浜市小浜酒井56

15663 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Salone　di　Luce 小浜市 遠敷1丁目508

15664 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Shell 小浜市 小浜住吉77-3

15665 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）snack M'sR 小浜市 大手町9ー7末広ビル1F

15666 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＴＡＫＡＤＡ ２／２ 小浜市 中井　43-35-1

15667 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）あかね 小浜市 千種1-1-12

15668 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アコ美容室 小浜市 和多田18-16-1

15669 生活必需物資供給 アザレハウス 小浜市 遠敷9丁目202-3

15670 生活必需物資供給 あとりえＹｕｋｉ 小浜市 駅前町６－５

15671 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）イマージュ・クプ 小浜市 大手町９－２Ⅿビル２F

15672 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）うえのメンタル整体院 小浜市 府中１５－８

15673 生活必需物資供給 ウスノ時計店 小浜市 小浜酒井5

15674 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）うた姫 小浜市 駅前町２－８　おおきどビル３Ｆ

239 ページ



No. 業種 施設・店舗名 住所

15675 飲食料品供給 うまし國・小濱店 小浜市 小浜玉前69-6

15676 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）うらたに美容室 小浜市 新小松原3-25

15677 生活必需物資供給 エフワン小浜店 小浜市 多田3ｰ11ｰ2

15678 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）エンドレスピース 小浜市 駅前町9-5五番街ビル1階

15679 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）お直しこま 小浜市 小浜津島68-1

15680 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）かくれんぼ 小浜市 駅前町19-40-3

15681 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ガディス ママ 1048 小浜市 駅前町4-28ケイズビル2F

15682 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪処ほそかわ 小浜市 平野 26-9-1

15683 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶 Studio 詩音 小浜市 生守６－３３－１松山ビル２階

15684 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カリスマ 小浜市 駅前町2-4 Nビル2F

15685 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）キララParK 小浜市 駅前町３－１５オオハシビル１Ｆ

15686 生活必需物資供給 クスリのアオキ 小浜店 小浜市 府中7号下前田27番1

15687 生活必需物資供給 クスリのアオキ 小浜木崎店 小浜市 木崎第32号27番地

15688 生活必需物資供給 グリーンポピー 小浜市 南川町123-12

15689 生活必需物資供給 ケーズデンキ　小浜店 小浜市 駅前町13-6

15690 生活必需物資供給 ゲンキーこうのとり大橋北店 小浜市 水取三丁目7-17

15691 生活必需物資供給 ゲンキー口田縄店 小浜市 口田縄第21号10番地

15692 生活必需物資供給 ゲンキー小浜店 小浜市 駅前町15-10-2

15693 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ほぐし処こころ 小浜市 鯉川33-4-9

15694 生活必需物資供給 サークル 小浜市 駅前町2-4

15695 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サキオ美容室 小浜市 塩竃30

15696 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サクマ理容 小浜市 北塩屋 16-1

15697 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）さろんどオリオン 小浜市 四谷町3-5

15698 生活必需物資供給 シャンデールサロン福井 小浜市 千種１－１－１６

15699 生活必需物資供給 シャンブルハーツタウンわかさ 小浜市 遠敷9-501

15700 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　　ちとせ 小浜市 大手町9ー2

15701 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック あいこ 小浜市 小浜清滝92-1 みなと会館1F

15702 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック イーズ 小浜市 大手町9-8  もりしまビル2階

15703 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　ウィーン 小浜市 駅前町3-16

15704 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　ドル 小浜市 小浜酒井110-1

15705 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） スナックOCEANVIEW 小浜市 大手町5-8

15706 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） スナックラン 小浜市 小浜市小浜広峰87人見ビル２階

15707 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック桑港 小浜市 小浜酒井1-25

15708 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック匠 小浜市 小浜清滝86-2

15709 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） スナック舞 小浜市 小浜竜田

15710 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）スペースＢ 小浜市 小浜神田３２

15711 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）たなか はり灸治療院 小浜市 小浜市大手町7-4　1階

15712 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）チエ美容室 小浜市 千種1-1-11

15713 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） デルタ 小浜市 南川町１９－１６

15714 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） とき花クラブ 小浜市 小浜津島9-2

15715 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）トップ　D’s 小浜市 大手町7-2

15716 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）トップ　Ｄ's 小浜市 大手町7-2

15717 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）トップD's 小浜市 大手町7-2

15718 飲食料品供給 とばや酢店 小浜市 東市場34-6-2

15719 飲食料品供給 とば屋酢店　酒井店 小浜市 小浜市小浜酒井95

15720 生活必需物資供給 ノエビア福井中央販売会社 小浜市 千種１－１－１６

15721 飲食料品供給 ハーツわかさ 小浜市 遠敷９丁目５０１番地

15722 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）パーマきみ 小浜市 福谷16-16-11

15723 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）花枝美容室 小浜市 下田32-37

15724 飲食料品供給 バロー　小浜店 小浜市 駅前町13‐24

15725 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ピース 小浜市 福井県小浜市中井23-35

15726 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室いわもと 小浜市 竜田15-2

15727 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室とまとはうす 小浜市 清滝98-1

15728 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室どれみ 小浜市 遠敷10-501

15729 生活必需物資供給 ビバマイエ＆マスターピース 小浜市 四谷町20-10　おばまショッピングセンター2F

15730 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室ゆうき 小浜市 千種2-8-2

15731 生活必需物資供給 ビューティーショップひらた 小浜市 四谷20-10

15732 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン　コトブキ 小浜市 雲浜1-5-23

15733 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン ノンノン 小浜市 多田9-24-3

15734 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロンいすず 小浜市 酒井1-31

15735 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビュティﾊｳｽテキパキ 小浜市 酒井7-1

15736 飲食料品供給 ファミリーマート　小浜運動場前　店 小浜市 口田縄１６号１０

15737 飲食料品供給 ファミリーマート　小浜駅前　店 小浜市 駅前町１３番１号

15738 飲食料品供給 ファミリーマート　小浜遠敷　店 小浜市 遠敷５４－１８

15739 飲食料品供給 ファミリーマート　小浜山王前　店 小浜市 山王前二丁目５番３号

15740 飲食料品供給 ファミリーマート　小浜山手　店 小浜市 山手１－７－２６－１
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15741 飲食料品供給 ファミリーマート　小浜千種　店 小浜市 千種１丁目１２－１１

15742 飲食料品供給 ファミリーマート　小浜東市場　店 小浜市 東市場３４－１２－４

15743 飲食料品供給 ファミリーマート　小浜伏原　店 小浜市 伏原３１－５－２

15744 生活必需物資供給 ふじたや 小浜市 大手町9-14

15745 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ブランカパブ 小浜市 小浜白髭37 D1ビル5F

15746 飲食料品供給 ブランジェリーOKAMOTO 小浜市 四谷町5-37

15747 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ふるもり歯科 小浜市 遠敷9-304

15748 生活必需物資供給 ふれーる店・山文呉服店 小浜市 駅前町６－７

15749 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアー・アート・キャロッツ 小浜市 大手町７－３６

15750 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　たち 小浜市 小浜多賀 38

15751 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　ムラカミ 小浜市 小浜大原46

15752 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　やまうち 小浜市 小浜浅間 79

15753 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　ワカサ 小浜市 南川町14-40

15754 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　塚本 小浜市 加斗 37-7 

15755 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ヘアーサロンうえた 小浜市 小浜市湯岡１６－２５－１

15756 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンタケダ 小浜市 小松原１－８６－２

15757 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアードゥ.マキ 小浜市 水取2丁目4-8

15758 飲食料品供給 ママーストアー 小浜市 四谷町7-30

15759 生活必需物資供給 まるかん若さ店 小浜市 南川町19-4

15760 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ミーティスファースト 小浜市 遠敷74-4-4

15761 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）みよし美容室 小浜市 中井23-35

15762 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）みわこ美容室 小浜市 大原7

15763 生活必需物資供給 メガネのスキップ 小浜市 千種1-1-6

15764 生活必需物資供給 メガネの美光 小浜市 大手町9-12

15765 生活必需物資供給 メガネ創庫・マザーリーフ 小浜市 平野27-1-1

15766 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）やまだ理容所 小浜市 多田9-26-4

15767 生活必需物資供給 よしの時計 小浜市 駅前町5-22

15768 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ   ティアラ 小浜市 大手町3-1-2F

15769 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ華 小浜市 小浜酒井104エポックドプチビル3階

15770 飲食料品供給 リカーワールド華　小浜店 小浜市 木崎33-39-1

15771 生活必需物資供給 リサイクル着物と古布の店　やまてん 小浜市 駅前町16-7

15772 生活必需物資供給 リビングハウスますご 小浜市 駅前町2-6

15773 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）リラクゼーションこころ 小浜市 鯉川33-4-9

15774 生活必需物資供給 ル・マリアージュ 小浜市 南川町5-22

15775 生活必需物資供給 ルック岩本 小浜市 駅前町3－12

15776 生活必需物資供給 レモーラ店・アミティエ店 小浜市 四ッ谷町２０－１０ 小浜SC2階

15777 飲食料品供給 ローソン小浜岡津店 小浜市 岡津48-10

15778 生活必需物資供給 ワークマン小浜店 小浜市 東市場1-3

15779 生活必需物資供給 わかさ給油所 小浜市 遠敷8-2-1

15780 飲食料品供給 井上耕養庵 小浜市 南川町9-17

15781 飲食料品供給 加福鮮魚 小浜市 小浜広峰７

15782 生活必需物資供給 花福 小浜市 四谷町20-10　おばまショッピングセンター１F

15783 生活必需物資供給 株式会社オバマ薬局 小浜市 南川町14-35

15784 生活必需物資供給 株式会社太陽スポーツ小浜店 小浜市 大手町7-36

15785 生活必需物資供給 吉村油店　小浜国道ＳＳ 小浜市 伏原２８－１－２

15786 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）宮崎理容店 小浜市 東市場 52-16-3

15787 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）筋膜リリース専門店こころ 小浜市 鯉川33-4-9

15788 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）敬和整体院 小浜市 伏原33-1

15789 生活必需物資供給 五葉館薬局 小浜市 千種1－3－20

15790 飲食料品供給 御菓子処　伊勢屋 小浜市 一番町1-6

15791 飲食料品供給 工場直売所 小浜市 川崎1-3-5

15792 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 おばまショッピング 小浜市 四谷20-10

15793 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 小浜店 小浜市 千種1丁目3-20

15794 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 ハーツわかさ店 小浜市 遠敷9丁目501外12

15795 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 南川店 小浜市 南川町42

15796 生活必需物資供給 三洋堂書店小浜店 小浜市 駅前町13－20

15797 生活必需物資供給 山下薬局　やました　おばまショッピン 小浜市 四谷町20-10　おばまショッピングセンター内

15798 飲食料品供給 若狭フィッシャーマンズ・ワーフ 小浜市 川崎1-3-2

15799 飲食料品供給 若狭ふれあい市場加斗店 小浜市 飯盛82-2-1

15800 飲食料品供給 若狭ふれあい市場小浜店 小浜市 遠敷8-8-1

15801 飲食料品供給 若狭明販有限会社 小浜市 東市場52-37

15802 生活必需物資供給 渋谷薬局 小浜市 小浜市深野7-12-2

15803 飲食料品供給 小浜市地方卸売市場 小浜市 川崎２丁目５番地３

15804 生活必需物資供給 小浜石油　小浜駅前給油所 小浜市 駅前町１４番１５号

15805 飲食料品供給 新鮮劇場　とれとれ寿司 小浜市 川崎1丁目3-2若狭フィッシャーマンンズ　ワーフ内

15806 生活必需物資供給 前野デンキ 小浜市 駅前町11－1
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15807 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）多恋人 小浜市 駅前町26-16-16

15808 飲食料品供給 大橋食料品店 小浜市 ４－１６

15809 生活必需物資供給 東京靴流通センター小浜店 小浜市 西谷町20字15-1

15810 飲食料品供給 藤田園茶舗 小浜市 小浜住吉77-1

15811 飲食料品供給 豆豊富有限会社小堂食品 小浜市 川崎1丁目2-4

15812 飲食料品供給 道の駅「若狭おばま」 小浜市 和久里24-45-2

15813 生活必需物資供給 道具の店　プロショップイシダ 小浜市 水取２丁目２－１７

15814 生活必需物資供給 箸舗　ひらの伊 小浜市 山手3-1-15

15815 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪工房おあしす 小浜市 四谷町9－2　髪工房おあしすマンション１F

15816 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室 いわもと 小浜市 小浜竜田15-2

15817 飲食料品供給 福井物産株式会社 小浜市 小浜市伏原２２

15818 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）夜かん飛紅 小浜市 酒井1-12

15819 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）柳美容室 小浜市 山手3-5-5

15820 生活必需物資供給 有限会社　山下薬局　駅通り店 小浜市 小浜竜田24

15821 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）㈲ビューティキサ 小浜市 竜田15-3

15822 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　サワダ 小浜市 小浜酒井 1-44

15823 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　シゲナガ 小浜市 小浜広峰 53

15824 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） 料亭播磨 小浜市 小浜香取3

15825 飲食料品供給 和洋菓子　志保重 小浜市 雲浜1丁目８番

15826 飲食料品供給 和洋菓子　志保重 小浜市 山手1-5-3

15827 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）櫂 小浜市 駅前町2-4

15828 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）濱の湯 小浜市 川崎３丁目４

15829 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）絆 小浜市 駅前町26-16-37

15830 生活必需物資供給 （有）オモチャのやまだ 大野市 明倫町10-18

15831 生活必需物資供給 100満ボルト大勝店 大野市 南新在家35ー27

15832 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）4-SEASON 大野市 若杉町 1211

15833 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Ａｎｇｅ 大野市 日吉町１３－４

15834 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）aqua 大野市 福井県大野市吉野町119

15835 生活必需物資供給 c2a furniture 大野市 中丁12－12

15836 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Cherish 大野市 陽明町2丁目1011

15837 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）COCO 大野市 弥生町7-20

15838 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair&spa Rouge 大野市 大野市東中野2-501

15839 生活必需物資供給 if-plant 大野市 明倫町11-8 Popolo.5

15840 生活必需物資供給 ＪＡ福井県　しのくら給油所 大野市 茜町182-186

15841 生活必需物資供給 ＪＡ福井県　上庄給油所 大野市 稲郷37-5-4

15842 生活必需物資供給 ＪＡ福井県　陽明給油所 大野市 陽明町3-605-1

15843 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ｋａｍｉｇｏｙａ 大野市 篠座65-2

15844 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Kawasaki of hair 大野市 若杉町709

15845 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） kawasakiofhair 大野市 若杉町709

15846 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）LUCKY 大野市 高砂町17-2　待合室ビル1F

15847 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ｍａｒｇｅ　ＨａｉｒＣｒｅａｔｉｏｎ 大野市 東中野3丁目627

15848 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）MARIPOSA 大野市 大和町3-34 五井ビル2F

15849 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）MAterial HAIR 大野市 右近次郎

15850 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） NailSalon Lavie 大野市 春日94-27-1

15851 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）PROUDIA 大野市 弥生町7-20

15852 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）SNACK   R 大野市 高砂町17-2

15853 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）SNACK R 大野市 高砂町17ー2待合室ビル2階

15854 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）T's HAIR 大野市 神明町 118

15855 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON大野三番通り店 大野市 中荒井町1丁目1701

15856 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON大野中保店 大野市 中保9字14番１

15857 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）アウル 大野市 弥生町7-4 サミットビル1F

15858 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）あけみ美容院 大野市 春日2丁目11-10

15859 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アスカ ヘアーステーション 大野市 陽明町3丁目803

15860 生活必需物資供給 アスカTADAでんき 大野市 元町3-4

15861 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）あっ宝んど 大野市 南新在家２６－１０１

15862 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） あみーる 大野市 糸魚町1-1

15863 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）あむ 大野市 春日92-12-1

15864 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）アムール 大野市 春日92-12-1

15865 生活必需物資供給 アルソアニコット 大野市 右近次郎40-72-2

15866 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）イシモト理容店 大野市 中荒井1-813

15867 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）いずみパーマ 大野市 蕨生31-4

15868 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エトー美容室 大野市 要町1-19

15869 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エリザ美容室 大野市 中挟3丁目1124

15870 生活必需物資供給 オプティキノシタ 大野市 鍬掛17-17-1　ヴィオ

15871 飲食料品供給 お菓子のひろせ 大野市 春日1丁目6-13

15872 飲食料品供給 かじ惣　ヴィオ店 大野市 鍬掛１７－１７－１
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15873 飲食料品供給 かじ惣　リブレ店 大野市 月美町４－６

15874 飲食料品供給 かじ惣　加工センター 大野市 中荒井町１－１００１

15875 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットインＳ 大野市 庄林46-53

15876 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットルーム わきもと 大野市 中挾3-1212

15877 生活必需物資供給 カドヤ書店VIO店 大野市 鍬掛17-17

15878 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）亀山湯 大野市 城町7-18

15879 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケバンバン大野店 大野市 大野市春日3-10-3 2F

15880 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）かをる美容室 大野市 城町6-5

15881 生活必需物資供給 キイロイハコ 大野市 元町2-7

15882 生活必需物資供給 キムラ薬局 大野市 大和町2-23

15883 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）きやま美容室 大野市 春日2丁目3-5

15884 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）キューピー湯 大野市 陽明1-1302

15885 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）きらく鍼灸カイロプラクティック院 大野市 鍬掛17-17-1

15886 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）金星美容室 大野市 本町5-3

15887 生活必需物資供給 クスリのアオキ こぶし通り店 大野市 糸魚町1番3号

15888 生活必需物資供給 クスリのアオキ 大野店 大野市 月美町1002番地

15889 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）グレィド 大野市 福井県大野市春日94-14-4

15890 生活必需物資供給 くろせ呉服店 大野市 元町8－8

15891 生活必需物資供給 ゲンキーこぶし通り店 大野市 若杉町216番

15892 生活必需物資供給 ゲンキー大野中野店 大野市 中野第3号33番地1

15893 生活必需物資供給 ゲンキー大野店 大野市 鍬掛20字9番2

15894 生活必需物資供給 ゲンキー陽明店 大野市 東中野1-511

15895 飲食料品供給 コトリパン 大野市 中挾20-3-5

15896 生活必需物資供給 こんさ 大野市 本町５－１３

15897 生活必需物資供給 サイト薬局 大野市 春日1-3-6

15898 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サキ美容室 大野市 神明町119

15899 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）佐々木美容院 大野市 本町10-3

15900 生活必需物資供給 シーマ 大野市 元町5番16号

15901 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）シェルルーム 大野市 弥生町7-20　サミットビルパートⅡ

15902 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）柴田美容院 大野市 菖蒲池35-10-2

15903 生活必需物資供給 ショッピングモール　Vio 大野市 鍬掛１７－１７－１

15904 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）スズラン美容室 大野市 元町7-3

15905 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スタンド川 大野市 桜塚町705

15906 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　アンカー 大野市 高砂町１５－２１

15907 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　シャドー 大野市 陽明町

15908 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック 春蘭 大野市 糸魚町5-11

15909 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　百花 大野市 本町8-17

15910 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） スナック恵美湖 大野市 有明町4―7

15911 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック美和 大野市 大和町3-34

15912 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）セツコ　VIO店 大野市 大野市鍬掛17-17-1

15913 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）セツコ美容室Ｖｉｏ店 大野市 鍬掛17-17-1Ｖｉｏ内

15914 生活必需物資供給 ダイソー　ショッピングＭＶＩＯ 大野市 鍬掛１７－１７－１ＶＩＯＳＣ内

15915 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）竹原美容室 大野市 伏石17-42

15916 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）タナカ美容院 大野市 月美町6-19

15917 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）チェリー美容室 大野市 篠座町3-5

15918 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ツジ美容室 大野市 士打43-32

15919 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）土モト美容室 大野市 陽明町3丁目1612

15920 生活必需物資供給 でんきランドきのした 大野市 陽明町３丁目608

15921 生活必需物資供給 テンメリア 大野市 春日2-7-21

15922 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ながの美容室 大野市 春日3丁目7-14

15923 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）なごみ 大野市 弥生町7の4 サミットビル1

15924 生活必需物資供給 ニューイングランドさんけいどう 大野市 幸町2-23

15925 飲食料品供給 ねんりんの里本店 大野市 天神町7-15

15926 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ノワール 大野市 本町9-3

15927 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ハシモト理容 大野市 元町 10-12

15928 飲食料品供給 パナデリア 大野市 元町5-23

15929 飲食料品供給 ハニー新鮮館こぶし通り 大野市 神明町1110番地

15930 飲食料品供給 ハニー新鮮館三番通り 大野市 中荒井町1丁目727

15931 飲食料品供給 ハニー新鮮館大野インター 大野市 中保9-15

15932 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）パブリックハウス　ナオ 大野市 春日3-10-3

15933 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）パブリックハウス70 大野市 春日3丁目10-3

15934 飲食料品供給 バローこぶし通り店 大野市 天神町6-15

15935 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室シルク 大野市 幸町2-37

15936 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ぴぃす 大野市 弥生町6-3

15937 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ひやく美容室 大野市 有明町19-5

15938 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティーサロンみゆき 大野市 幸町1-1
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15939 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝ　はるみ 大野市 陽明町3丁目903

15940 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン 峰 大野市 右近次郎団地40字大泉62

15941 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝ 美穂 大野市 東中野3丁目703

15942 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティハウスたなか 大野市 篠座町1-61

15943 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティルーム ショーツ 大野市 明倫町10-30

15944 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ベル 大野市 春日2丁目2-7

15945 生活必需物資供給 ファーストウッド株式会社　大野工場 大野市 七板40-1

15946 生活必需物資供給 ファースト株式会社　大野工場 大野市 七板40-1

15947 飲食料品供給 ファミリーマート　大野インター　店 大野市 横枕１丁目６番１号

15948 飲食料品供給 ファミリーマート　大野春日　店 大野市 春日６８－４１

15949 飲食料品供給 ファミリーマート　大野中挾　店 大野市 中挾３丁目９１３番地

15950 飲食料品供給 ファミリーマート　道の駅九頭竜　店 大野市 朝日２６－３０－１

15951 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）フサ美容室 大野市 中挟1丁目122

15952 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）フジ井理容所 大野市 明倫町10-28

15953 生活必需物資供給 フラワーショップ　アカネ 大野市 日吉町１８－６

15954 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）フラワー美容室 大野市 牛ヶ原96-4

15955 生活必需物資供給 ﾌﾗﾜｰﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ　テンメリア 大野市 春日2-7-21

15956 飲食料品供給 ぶらん ねーじゅ 大野市 春日174-6-1

15957 飲食料品供給 フルーツのマルゲン 大野市 元町12-13

15958 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーアトリエ　コスモ 大野市 陽明町2丁目105

15959 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ヘアーサロン Lien 大野市 中荒井1丁目４０３

15960 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン ホリエ 大野市 元町10-21

15961 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンJUN 大野市 南六呂師33-1

15962 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンカツモリ 大野市 本町1-12

15963 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンかどや 大野市 春日1-7-18

15964 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンキバヤシ 大野市 下舌9-10

15965 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンすぎもと 大野市 幸町2－29

15966 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンわしの 大野市 大和町4-10

15967 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン羽生 大野市 上野71-6-1

15968 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーファッションプラザ むらた 大野市 有明町11-3

15969 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ﾍｱｰﾌﾞﾃｨｯｸ ひまわり 大野市 陽明町2丁目204

15970 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアハウス ナカヤマ 大野市 新庄13-9-1

15971 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアメイク　ビュート 大野市 美川町5-1

15972 生活必需物資供給 ベルジュ　アダチ 大野市 春日１－１１－５

15973 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ﾍﾞﾙｼﾞｭﾊﾞﾝｽｻﾛﾝ大久保 大野市 明倫町8-29

15974 飲食料品供給 ペルル 大野市 鍬掛17-17-1ショッピングモールVio

15975 生活必需物資供給 ホウジツ株式会社 大野市 日吉町5-21

15976 生活必需物資供給 ホームセンターみつわ　九頭龍店 大野市 南新在家第35-38

15977 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホームドライこぶし店(ハニー新鮮館こ 大野市 神明町1110

15978 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホームドライ三番通り店(ハニー新鮮館 大野市 中荒井町１丁目７１８

15979 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホームドライ大野店(ハニー新鮮館おお 大野市 中保９－１５

15980 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）マツイスタイル 大野市 稲郷29-5-1

15981 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）まつい美容室 大野市 下据32-12-1

15982 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）マツダ理容所 大野市 元町1－8

15983 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） マミ美容室 大野市 吉野町201

15984 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）マリージョゼ　大野店 大野市 中挟3丁目910-1

15985 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美里美容室 大野市 美里町610

15986 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）水口美容室 大野市 元町2-16

15987 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）みどり 大野市 大野市弥生町7-20 サミットビル1F

15988 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ミユキ美容院 大野市 松丸32-9-1

15989 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）みよし美容院 大野市 大和町1-20

15990 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ミロワール美容室 大野市 桜塚町902

15991 生活必需物資供給 モンベル越前大野店 大野市 蕨生137-21-1　道の駅越前おおの荒島の郷　内

15992 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）やまこし理容所 大野市 中挾3丁目1006番地

15993 飲食料品供給 ゆいファーム 大野市 蕨生138-2

15994 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ゆらぎ整体ももいろ 大野市 伏石13-5 加藤商店2階

15995 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）吉田美容室 大野市 木本領家49-14-3

15996 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラブコール 大野市 錦町8-4

15997 飲食料品供給 リカーワールド華　ヴィオ店 大野市 鍬掛17-17-1

15998 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ロンシャン 大野市 日吉町19-10

15999 飲食料品供給 伊藤順和堂 大野市 元町9－21

16000 飲食料品供給 伊藤順和堂(株)　Vio店 大野市 鍬掛17－17－1

16001 飲食料品供給 一酔館　高田酒店 大野市 泉町7-19

16002 飲食料品供給 奥越菓庵やまうち 大野市 日吉町７－２１

16003 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）花紫 大野市 元町13-2

16004 生活必需物資供給 株式会社　大油屋商店　犬山SS 大野市 犬山7-2-4
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16005 生活必需物資供給 株式会社オザキスポーツ　大野店 大野市 鍬掛7-43

16006 生活必需物資供給 株式会社キララ和 大野市 大野市東中野３丁目209

16007 飲食料品供給 株式会社芦見屋グループ本部 大野市 友江13号10番地

16008 飲食料品供給 株式会社石塚七左エ門商店 大野市 神明町119番地

16009 生活必需物資供給 株式会社大油屋商店　オートヴィオSS 大野市 鍬掛7-48-1

16010 生活必需物資供給 株式会社大油屋商店 春日SS 大野市 春日３丁目4-4

16011 生活必需物資供給 株式会社大油屋商店 大野口SS 大野市 新町2-14

16012 生活必需物資供給 株式会社野尻タイヤ 大野市 菖蒲池27-9-1

16013 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）喫茶 スナック 数利夢 大野市 吉野町119-1

16014 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）久保屋クリーニング店 大野市 元町2-2

16015 生活必需物資供給 靴のパリー 大野市 鍬掛17-17-1　ショッピングモールヴィオ内

16016 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） 蛍 大野市 糸魚町8―39

16017 飲食料品供給 結楽座 大野市 明倫町3-28

16018 飲食料品供給 源内酒店 大野市 春日2-4-10

16019 生活必需物資供給 古傳呉服　やまそ 大野市 本町6-22

16020 飲食料品供給 御菓子司おさや 大野市 陽明町1丁目1212

16021 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） 香みんぐ 大野市 美川町10-4

16022 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング　なべや店 大野市 篠座38-36

16023 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 大野本店 大野市 友江12-3- 2

16024 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 かじ惣月見店 大野市 月美町4-5

16025 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 こぶし通り店 大野市 若杉町13601

16026 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 陽明店 大野市 陽明3-905

16027 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）寺井サダユキ理容 大野市 春日３丁目１５－２

16028 生活必需物資供給 時計宝石メガネのオオクラ 大野市 大野市中挾3丁目８１４番地

16029 飲食料品供給 重修(SHIGE'S KITCHEN) 大野市 有明町9-14

16030 生活必需物資供給 勝木書店　大野店 大野市 福井県大野市国時町109

16031 生活必需物資供給 小大黒屋 大野市 元町３－２２

16032 生活必需物資供給 松井洋品店 大野市 本町６－２５

16033 飲食料品供給 松田陽明堂 大野市 陽明町3-406

16034 飲食料品供給 水元啓之 大野市 野中6-12

16035 飲食料品供給 清水風月堂 大野市 高砂町16-18

16036 生活必需物資供給 大野バイパス給油所 大野市 有明町21-16

16037 飲食料品供給 池尾酒店 大野市 田野49-2

16038 飲食料品供給 竹内酒店 大野市 春日1丁目７－１９

16039 飲食料品供給 呑み処　小梅 大野市 明倫町６－９

16040 生活必需物資供給 南山堂陽明薬局 大野市 陽明町2-102

16041 生活必需物資供給 白ゆり化粧品店 大野市 要町2-21

16042 飲食料品供給 白山ワイナリー 大野市 落合2-24

16043 飲食料品供給 八田屋 大野市 元町8-4

16044 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Angel 大野市 本町5-19

16045 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室SHIMA 大野市 東中町510番地

16046 生活必需物資供給 福井ツバメ商事（株）奥越ガスセンター 大野市 上野37-2

16047 生活必需物資供給 福井ツバメ商事株式会社　奥越ガスセンター 大野市 上野37-2

16048 飲食料品供給 米の菓ゆめすけ 大野市 吉野町110番地

16049 飲食料品供給 野村醬油（株） 大野市 日吉町10-1

16050 飲食料品供給 有限会社　亀寿堂 大野市 城町2-11

16051 生活必需物資供給 有限会社　寝装寝具のまつしま 大野市 日吉町18-15

16052 飲食料品供給 有限会社　星山商店 大野市 中挟2丁目906番地

16053 生活必需物資供給 有限会社じょうとく商店 大野市 元町１１－８

16054 生活必需物資供給 有限会社スポーツガイド野辺　大野店 大野市 友江12ー3ー2

16055 生活必需物資供給 有限会社タイヤショップ石本 大野市 中野３２－４６

16056 生活必需物資供給 有限会社伊藤文具店 大野市 春日1丁目9-22

16057 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）㈲サロンドミヤコ 大野市 元町9-8

16058 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）㈲ヒカリ美容室 大野市 中挟3丁目1011-2

16059 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理髪店与保田 大野市 中野町四丁目205

16060 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容 イナヤマ 大野市 水落町8-2

16061 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容 ギンザ 大野市 陽明町2-1025

16062 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容 たかまつ 大野市 菖蒲池5-17

16063 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　としみ 大野市 春日2丁目1-9

16064 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容 ナカガワ 大野市 高砂町15-9

16065 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　ナカムラ 大野市 美川町 9-17

16066 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容 ナカモリ 大野市 日吉町10-2

16067 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容 ノジリ 大野市 本町4-6

16068 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容 ハギサカ 大野市 中荒井町2-701

16069 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容 はせがわ 大野市 春日3-8-19

16070 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容 やまごし 大野市 中挾3-1006
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16071 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容 川端 大野市 土打44-16-8

16072 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容カミヤ 大野市 明倫町7-9

16073 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容こじま 大野市 日吉町3-20

16074 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容マスダ 大野市 水落町1-4

16075 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容ヨシダ 大野市 明倫町6-12

16076 生活必需物資供給 (株)北陸無線 勝山市 栄町3-7-6

16077 生活必需物資供給 3姉妹のお花屋さんヒロミ 勝山市 勝山市郡町3-309

16078 飲食料品供給 Avenir 勝山市 沢町2-7-27

16079 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BAR BER TAKINAMI 勝山市 勝山市滝波町3-603-2

16080 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）cafe&bar HIJIRI 勝山市 元町1丁目11－17

16081 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）CatRoomやまだ 勝山市 元町1丁目16-2

16082 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）chill 勝山市 本町3丁目5-11-4

16083 飲食料品供給 DINOSTORE 勝山市 村岡町寺尾51-11

16084 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair age 勝山市 勝山市旭町2-4-1

16085 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair Kinoshita 勝山市 旭町2-1-48

16086 生活必需物資供給 ＪＡ福井県　たきなみ給油所 勝山市 滝波町5-1007

16087 生活必需物資供給 KaBoS+GEO勝山店 勝山市 福井県勝山市荒土町新保5-104

16088 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）KOA hair and make 勝山市 郡町1-275

16089 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ku-kun 勝山市 本町2－2－27

16090 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）matsuda trade株式会社 勝山市 平泉寺町平泉寺119-42

16091 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ｒ　美容室 勝山市 旭毛屋町1904

16092 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）R美容室 勝山市 旭毛屋町1904

16093 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON勝山店 勝山市 猪野毛野13字9-3

16094 生活必需物資供給 あおい商事㈱サプライセンター管理課 勝山市 滝波町1-602-1

16095 生活必需物資供給 あおい商事㈱セルフ勝山バイパスSS 勝山市 郡町3-401

16096 生活必需物資供給 あおい商事㈱昭和町SS 勝山市 昭和町1-11-57

16097 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） あおば美容室 勝山市 鹿谷町本郷13-14

16098 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）あざみ美容室 勝山市 元町2-13-3

16099 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アポロ美容院 勝山市 元町3-5-29

16100 生活必需物資供給 アミアミ 勝山市 元町1-7-28　サンプラザ1F

16101 生活必需物資供給 アルソアVREIS 勝山市 郡町1-1-1

16102 生活必需物資供給 アルソア木下 勝山市 昭和町1-1-18

16103 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）石田理容所 勝山市 元町 2-21-6

16104 生活必需物資供給 泉屋 勝山市 平泉寺町平泉寺67-20-2

16105 生活必需物資供給 岩先自動車㈱ 勝山市 元町1丁目11-19

16106 飲食料品供給 エグエグ 勝山市 勝山市昭和町1-7-40ゆめおーれ勝山内

16107 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エステティックサロンアウラ 勝山市 沢町1-2-8　2F

16108 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カイロオフィス cats 勝山市 滝波町3丁目

16109 飲食料品供給 かじ惣　勝山店 勝山市 荒土町新保４－２－１

16110 飲食料品供給 かすてら工房　木金堂 勝山市 長山町1丁目2-3

16111 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットハウス　ササ 勝山市 荒土町新保4-101

16112 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットルームきどぐち 勝山市 沢町２－５－２４

16113 飲食料品供給 カトウ洋菓子店 勝山市 元町2丁目11-12

16114 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カトレア美容室 勝山市 北郷町伊地知32-1

16115 飲食料品供給 (株)エアル 勝山市 荒土町新保21-1

16116 生活必需物資供給 （株）エビヤ書店 勝山市 本町2-2-19

16117 生活必需物資供給 株式会社谷屋山内薬行 勝山市 沢町2-5-20

16118 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪屋じんしろう 勝山市 長山町1-5-48

16119 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）川上自動車 勝山市 下高島12-10

16120 飲食料品供給 川端菓子舗 勝山市 遅羽町比島31-32-4

16121 生活必需物資供給 かわはら電化 勝山市 元町１ー７ー28

16122 飲食料品供給 木村鶏肉店 勝山市 栄町1丁目4-34

16123 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）木村美容室 勝山市 元町1-15-8

16124 生活必需物資供給 木村屋商店 勝山市 勝山市本町3-2-12

16125 生活必需物資供給 きもの創作　塩見 勝山市 元町1丁目11-34

16126 生活必需物資供給 クスリのアオキ 荒土店 勝山市 荒土町松ヶ崎第３号１０７番地

16127 生活必需物資供給 クスリのアオキ 勝山旭店 勝山市 旭町1丁目139番

16128 生活必需物資供給 クスリのアオキ 勝山店 勝山市 旭町2丁目6番20号

16129 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）グラス 勝山市 本町1-4-2

16130 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）クリーニングショップたなか 勝山市 北郷町東野15-7-3

16131 生活必需物資供給 クロコルージュ店 勝山市 元町1-7-28サンプラザ内

16132 飲食料品供給 ケアショップすぎもと 勝山市 栄町4丁目2-51

16133 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）けいこ美容室 勝山市 栄町3-5-24

16134 生活必需物資供給 ゲンキー旭町店 勝山市 旭町2丁目539

16135 生活必需物資供給 ゲンキー荒土店 勝山市 荒土町新保7-211

16136 生活必需物資供給 コトブキ薬局 勝山市 元町2丁目18番32

246 ページ



No. 業種 施設・店舗名 住所

16137 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）コロナ美容室 勝山市 沢町1-7-26

16138 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）斉藤理容所 勝山市 本町 2-9-6

16139 飲食料品供給 酒蔵仙殿 勝山市 村岡町寺尾25-4

16140 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サロンド　у 勝山市 滝波町3-306

16141 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サロンド・らぶ 勝山市 ２－１３－９

16142 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サロンドらぶ 勝山市 郡町二丁目十三ー九

16143 生活必需物資供給 さわや 勝山市 沢町2-5-23

16144 生活必需物資供給 サンフラワー花栄　勝山サンプラザ店 勝山市 元町１－７－２８勝山サンプラザ内

16145 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）シスター美容院 勝山市 本町2-2-30

16146 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）シスター美容室 勝山市 本町2丁目2-30

16147 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）嶋田理容所 勝山市 鹿谷町保田 99-22-1

16148 生活必需物資供給 下高田屋 勝山市 本町1丁目2-16

16149 飲食料品供給 十里勝 勝山市 本町1-4-28

16150 生活必需物資供給 白野輪業商会 勝山市 芳野町2丁目1-35

16151 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ズームイン 勝山市 片瀬町1丁目117番

16152 生活必需物資供給 スギ薬局　勝山店 勝山市 芳野町二丁目1番29号

16153 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）鈴木美容室 勝山市 北郷町桧曽谷15-12

16154 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）スタジオDEO 勝山市 片瀬町2-201-1

16155 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　アマン 勝山市 滝波町4丁目807

16156 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　紅々 勝山市 郡町１丁目１の１０　藤澤ビル　C

16157 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　静 勝山市 滝波町4-201

16158 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　麗 勝山市 滝波町2丁目304-1

16159 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック静 勝山市 滝波町4-201

16160 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナックふみ 勝山市 勝山市本町1-9-38

16161 生活必需物資供給 スノーピット 勝山市 滝波町5丁目１００３－１

16162 生活必需物資供給 スポーツガイド野辺 勝山市 沢町2-2-26

16163 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）スリムサロン・ダイヤモンド 勝山市 旭町2-4-28

16164 飲食料品供給 セブンイレブン　勝山郡町　店 勝山市 郡町３丁目３１３番

16165 飲食料品供給 惣菜けんちゃん 勝山市 旭町1丁目5-8

16166 飲食料品供給 大和田 勝山市 郡町3丁目322

16167 生活必需物資供給 ダイソー勝山サンプラザ店 勝山市 元町１丁目７－２８

16168 生活必需物資供給 タカダ薬局 勝山市 郡町1丁目2-24

16169 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）竹内理容所 勝山市 栄町 5-1-53

16170 飲食料品供給 田中菓子舗 勝山市 栄町4丁目1-25

16171 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ちぐさ美容室 勝山市 郡町2-152

16172 生活必需物資供給 でんきランド　しばた 勝山市 勝山市元町1-8-21

16173 生活必需物資供給 でんきランドさか 勝山市 旭町2丁目676

16174 生活必需物資供給 トータルインルームたにうち 勝山市 沢町1-2-8

16175 生活必需物資供給 トキヤ商店 勝山市 本町1丁目2-19

16176 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ナイト・イン・モンステラ 勝山市 本町1-4-27 2F

16177 飲食料品供給 中野精肉料理店 勝山市 沢町2丁目12番1号

16178 飲食料品供給 中村五市商店 勝山市 元町1-14-4

16179 生活必需物資供給 なごみ 勝山市 長山町2-5-25

16180 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）なでしこ美容院 勝山市 芳野町1-3-13

16181 飲食料品供給 西野食料品店 勝山市 元町2-11-11

16182 生活必需物資供給 西薬品 勝山市 沢町2-7-27

16183 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ニューヘヤーナカムラ 勝山市 旭毛屋 710

16184 飲食料品供給 布川菓子舗 勝山市 元町1-13-8

16185 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）バーバー　ヤスオカ 勝山市 栄町2－3－18

16186 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）パーマハウス ユニコーン 勝山市 本町1-5-20

16187 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）パール美容室 勝山市 郡町1-2-48

16188 生活必需物資供給 ハシモト薬局サンプラザ店 勝山市 元町1-7-28　サンプラザ１階

16189 飲食料品供給 はなまる弁当 勝山市 沢町２丁目7-27

16190 飲食料品供給 ハニーARENAサンプラザ店 勝山市 元町1-7-28

16191 飲食料品供給 ハニー新鮮館かつやま 勝山市 猪野毛屋13-13

16192 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ぱれっと美容室 勝山市 旭町１丁目1-51

16193 飲食料品供給 バロー勝山店 勝山市 昭和町1丁目11－50

16194 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室アフロディーテ 勝山市 元町1-11-35

16195 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室アルル 勝山市 片瀬町1-205

16196 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室エレガンス 勝山市 鹿谷町本郷14-2

16197 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ひかり美容室 勝山市 郡町2-9-4

16198 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室けい子 勝山市 栄町3-5-24

16199 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ササ 勝山市 毛屋町1706

16200 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ひろた 勝山市 滝波町1丁目908-1

16201 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美冨士美容室 勝山市 荒土町伊波19-13-1

16202 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室マツムラ 勝山市 元町1-7-28　サンプラザ内
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16203 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティーサロンシマダ 勝山市 本町4-11-3

16204 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティーサロンながさき 勝山市 元町1-15-32

16205 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ビューティーサロンひろみ 勝山市 本町4丁目6-2

16206 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン きのした 勝山市 旭町2-3-3

16207 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン シマダ 勝山市 本町4丁目11-3

16208 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ビューティサロン ながさき 勝山市 元町1-15-32

16209 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン ヒロミ 勝山市 本町4-6-2

16210 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室マキ 勝山市 勝山市郡町3-802

16211 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室やまもと 勝山市 本町3-5-3

16212 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ひらせ美容室 勝山市 平泉寺町平泉寺64-53

16213 生活必需物資供給 ファッションプラザヤスサキ勝山店 勝山市 元町１丁目７－２８

16214 飲食料品供給 ファミリーマート　勝山旭町二丁目　店 勝山市 旭町２丁目５４１

16215 飲食料品供給 ファミリーマート　勝山郡町　店 勝山市 郡町一丁目１番９号

16216 飲食料品供給 ファミリーマート　勝山元町一丁目　店 勝山市 元町一丁目９番１２号６

16217 飲食料品供給 ファミリーマート　勝山荒土町　店 勝山市 荒土町松ヶ崎３滝ヶ原１１５

16218 飲食料品供給 ファミリーマート　勝山南　店 勝山市 猪野７０４番

16219 飲食料品供給 ファミリーマート　勝山北郷　店 勝山市 北郷町坂東島８－８

16220 飲食料品供給 ファミリーマート勝山元町一丁目店 勝山市 勝山市元町1-9-12-6

16221 生活必需物資供給 福井県農業協同組合たきなみ給油所 勝山市 勝山市滝波町5-1007

16222 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）冨士美容室 勝山市 沢町2-1-14

16223 生活必需物資供給 ブックスたまき 勝山市 元町1-7-28勝山サンプラザ内

16224 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　スズキ 勝山市 元町 1-18-8-1

16225 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　よしはら 勝山市 伊波　30－1－2

16226 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンやまぐち 勝山市 勝山市立川町1丁目13-3

16227 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン川村 勝山市 芳野町

16228 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ﾍｱｰﾒｯｾｰｼﾞ アベニュー 勝山市 元町3-8-23

16229 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ペットの美容室ナナベル 勝山市 旭毛屋町

16230 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘヤーサロン　コバ 勝山市 北郷町東野 18-7

16231 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘヤーサロンコバ 勝山市 北郷町東野18-7

16232 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ベラミ美容室 勝山市 荒土町伊波22-4-1

16233 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ペルソナビューティ倶楽部 勝山市 郡町１丁目2-52

16234 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホームドライかじ惣店(スーパーかじ惣 勝山市 勝山市荒土町新保4－116

16235 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホームドライサンプラザ店(勝山サンプ 勝山市 勝山市元町１丁目７－２８

16236 生活必需物資供給 ボンタマキ 勝山市 元町1丁目9-21-3

16237 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）マキノ美容室 勝山市 鹿谷町保田99-4

16238 飲食料品供給 牧野広行酒店 勝山市 鹿谷町保田35-1

16239 飲食料品供給 松屋醤油味噌醸造場 勝山市 本町2-5-4

16240 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）マリージョゼ　勝山店 勝山市 元町1丁目905

16241 飲食料品供給 丸宮精肉店 勝山市 元町1-14-20

16242 生活必需物資供給 まるやま 勝山市 本町3-2-6

16243 飲食料品供給 丸屋松月堂 勝山市 本町2-2-24

16244 生活必需物資供給 ミキモト化粧品 勝山市 元町3-7-22

16245 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）水井美容室 勝山市 滝波1-846-3

16246 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）みち美容室 勝山市 昭和町1-10-7

16247 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ムラヤマ美容室 勝山市 長山町2-1-9

16248 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）むら井理容所 勝山市 芳野町

16249 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）メンズ　タカス 勝山市 本町４丁目６－１

16250 飲食料品供給 ヤシキ酒店 勝山市 芳野町1-3-10

16251 生活必需物資供給 ヤスサキホームセンター勝山店 勝山市 猪野毛屋13-14

16252 飲食料品供給 山内山松堂 勝山市 栄町2丁目3-16

16253 飲食料品供給 (有)神野花さき邑 勝山市 平泉寺町平泉寺168-65

16254 飲食料品供給 (有)観山洞 勝山市 北郷町東野28-47

16255 飲食料品供給 (有)ケイアールデイ 勝山市 沢町1丁目7番31号

16256 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）(有)フタバ 勝山市 元町1丁目7-28(勝山サンプラザ内)

16257 生活必需物資供給 (有)メガネの２１ 勝山市 沢町2-7-27ハッピー内

16258 飲食料品供給 (有)八百金花堂本店 勝山市 本町2丁目5-31

16259 生活必需物資供給 洋品のたまや 勝山市 昭和町1-1-40

16260 飲食料品供給 横山菓子店 勝山市 元町2丁目10-10

16261 飲食料品供給 よこやま菓子店 勝山市 元町2-10-10

16262 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヨネムラ美容院 勝山市 元町2-5-33

16263 飲食料品供給 ラブリー牧場　みるく茶屋 勝山市 平泉寺町平泉寺85-26-1

16264 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　くわの 勝山市 沢町2丁目 10-35

16265 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　ねぐら 勝山市 沢町 2-12-4

16266 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）りんごのおうち 勝山市 荒土町別所5-18

16267 生活必需物資供給 ヱビヤ書店バイパス店 勝山市 猪野704番地

16268 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）安岡理髪店 勝山市 栄町２丁目３の１８
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16269 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）温泉センター　水芭蕉 勝山市 村岡町浄土寺30-11

16270 生活必需物資供給 下高田屋商店 勝山市 本町１丁目2-16

16271 飲食料品供給 菓子処まつだ 勝山市 本町3丁目2-10

16272 飲食料品供給 株式会社　中吉商店 勝山市 本町1丁目3-30

16273 生活必需物資供給 株式会社スギ薬局　勝山店 勝山市 勝山市芳野町二丁目1番29号

16274 生活必需物資供給 ㈱坂井電機工業所 勝山市 深江町3-9

16275 飲食料品供給 観山洞 勝山市 北郷町東野28-47

16276 生活必需物資供給 吉田屋本店 勝山市 芳野町1-5-38

16277 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）久保理容店 勝山市 本町1-5-19

16278 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）久保理容店 勝山市 北郷町伊知地59－10

16279 飲食料品供給 魚中山 勝山市 栄町1-1-2

16280 生活必需物資供給 橋本薬局ドラッグハシモト 勝山市 長山町1-6-32

16281 生活必需物資供給 笹木石油株式会社 勝山市 長山町2-8-1

16282 生活必需物資供給 勝山サンプラザ 勝山市 元町１丁目７番２８号

16283 飲食料品供給 勝山酒舗 勝山市 沢町1丁目7番31号

16284 生活必需物資供給 勝山商事株式会社 勝山市 沢町1丁目6-25

16285 生活必需物資供給 勝山商事株式会社　セルフタキナミSS 勝山市 滝波町2丁目118

16286 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）新谷モータース 勝山市 長山町1-2-10

16287 生活必需物資供給 大のや 勝山市 本町2-3-17

16288 生活必需物資供給 大滝漢方堂 勝山市 元町１－３－４

16289 飲食料品供給 沢田商店 勝山市 本町３丁目５ー３７

16290 生活必需物資供給 谷屋山内薬行薬局 勝山市 沢町2-5-20

16291 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）中下理容店 勝山市 本町1-3-11

16292 飲食料品供給 中村餅菓子舗 勝山市 元町1－14－4

16293 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪処にしの 勝山市 栄町4－3－53

16294 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室KITAGAWA 勝山市 昭和町

16295 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ワイズ 勝山市 郡町2丁目7－24－1

16296 生活必需物資供給 宝飾・時計・メガネ　きのした 勝山市 元町1-7-28　勝山サンプラザ

16297 飲食料品供給 有限会社はや川 勝山市 旭町1丁目400-2

16298 生活必需物資供給 有限会社　鹿谷電機 勝山市 鹿谷町発坂１４．２１

16299 生活必需物資供給 有限会社ライフこおりや 勝山市 本町２－４－１

16300 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容 イシバシ 勝山市 元町2-15-16

16301 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）(株)山﨑工務店 鯖江市 下新庄町126-7

16302 飲食料品供給 (資)加藤吉平商店 鯖江市 吉江町1-11

16303 生活必需物資供給 (有)まき乃呉服店 鯖江市 西大井町

16304 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）（有）藤本電機商会 鯖江市 三六町１丁目４－６

16305 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）anq 鯖江市 柳町3-9-7

16306 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）any beauty 鯖江市 長泉寺町1-2-46グリーンコーポ鯖江101

16307 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）any beauty HANARE 鯖江市 鯖江市長泉寺町1-2-46グリーンコーポ鯖江101

16308 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ASARI 鯖江市 神明2丁目10-7

16309 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）asian relax WaiTea 鯖江市 日の出町1-10

16310 生活必需物資供給 ataW 鯖江市 片山町3-53

16311 飲食料品供給 Ａコープさばえ店 鯖江市 丸山町1-7-31

16312 飲食料品供給 Aコープ東さばえ店 鯖江市 東鯖江4-3-15

16313 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BAR  K2 鯖江市 丸山町１-3-33

16314 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BARBER HORI 鯖江市 舟津町4丁目1-30

16315 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）blau HAIR 鯖江市 糺町25-12-3

16316 生活必需物資供給 boutique　モリキヤ 鯖江市 鳥羽3丁目3-38

16317 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）COA LASH 鯖江店 鯖江市 水落町2丁目28-24

16318 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）CUT SPACE JAM CLUB 鯖江市 北野町1-1-38

16319 生活必需物資供給 Dr.Drive鯖江店 鯖江市 神中町2-6-61

16320 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）e-free 鯖江市 鯖江市北野町1丁目12-2

16321 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）EYE&Co. 鯖江市 柳町1丁目10-12第三窪田ビル3F-12

16322 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）eyelash design babyi 鯖江市 鯖江市水落町２丁目26-31ライブビル水落210

16323 生活必需物資供給 Eyelash Design PUR  鯖江店 鯖江市 有定町1丁目8-10

16324 飲食料品供給 Family Mart鯖江宮前二丁目店 鯖江市 宮前二丁目3-8

16325 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）feliche鯖江店 鯖江市 鳥羽1-5-10

16326 生活必需物資供給 FIG 鯖江市 西番町1-17-3

16327 生活必需物資供給 FLOWER ROSE 鯖江市 水落町2丁目22-30-9

16328 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＦＲＡＵ横江店 鯖江市 横江2-4-15

16329 生活必需物資供給 GATHERED鯖江ショールーム 鯖江市 吉江町413

16330 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） HAIR CARE SALON Botanical 鯖江市 吉江町1-20-1

16331 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair Craft Nanboku 鯖江市 鳥羽2丁目4-14

16332 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair design root 鯖江市 神中町2-3-51

16333 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAIR EVOLUTION ONE❤︎LOVE 鯖江市 水落町２丁目27-3-4

16334 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair life design   haRu: 鯖江市 糺町39-36
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16335 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAIR LINE be cool 鯖江市 上鯖江1－4－11

16336 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair make embellie 鯖江市 舟津町4丁目2-33

16337 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair salon feel 鯖江市 水落町4-14-3

16338 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） HAIR SHOP VENT 鯖江市 水落町4-3-7

16339 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAIRDESIGN　HUG 鯖江市 大野町6-10-10

16340 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAIRMAKE・TI-PO 鯖江市 三六町1-1507

16341 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hana produce.yaya 鯖江市 北野町3-12-14

16342 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HIAR WAVE 髪君 鯖江市 水落町4-11-4

16343 生活必需物資供給 ＨＯＭＥ ＳＴＹＬＥ 鯖江市 下司町2-10

16344 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Kanon 鯖江市 熊田町27-7-7

16345 生活必需物資供給 Lulu Closet 鯖江市 幸町2－1－18

16346 生活必需物資供給 Lulu Cosme 鯖江市 水落町2－27－26

16347 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）LUXNAIL 鯖江市 つつじヶ丘町1-4ビボカーサ1階

16348 生活必需物資供給 Men's Port DoDo 鯖江市 神明町１丁目５－６

16349 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）nail factory RUSH 鯖江市 柳町4丁目11-21

16350 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Nao 鯖江市 石田上14-3-2

16351 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Parfait... 鯖江市 御幸町一丁目2-48

16352 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）PASSiON　Hair customize 鯖江市 神明町5-4-19

16353 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）PAZAPA　鯖江店 鯖江市 柳町4丁目608-1

16354 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Present　by  Hair Tommy（美容室 鯖江市 有定町２丁目2-22

16355 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）reedsea 鯖江市 舟津4丁目16-17-1

16356 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Relief 鯖江市 平井町62-64-11

16357 生活必需物資供給 Rinasce 鯖江市 杉本町31-38

16358 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ROSE 鯖江市 定次町13-31-4

16359 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ROSSO hairmake 鯖江市 糺町25-11-1

16360 生活必需物資供給 SABAE･OPT　鯖江店 鯖江市 下河端町16-16-1　アルプラザ鯖江1F

16361 生活必需物資供給 Seria　ハーツ神中店 鯖江市 神中町２－５－１

16362 生活必需物資供給 Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ　+　ＧＥＯ　 鯖江市 神中町２－２－２６

16363 生活必需物資供給 Ｓｙｍｐａ　鯖江店 鯖江市 水落町２丁目２８－３１

16364 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）T×THREE 鯖江市 御幸町2-14-14-1

16365 生活必需物資供給 TOURISTORE 鯖江市 河和田町19-8

16366 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） Ｔｒｅｆｌｅ 鯖江市 上鯖江い丁目１４－１３

16367 生活必需物資供給 TSUTAYA神明店 鯖江市 北野町１５－１

16368 生活必需物資供給 valance 鯖江市 三六町　1-1507

16369 生活必需物資供給 V-drug　鯖江北店 鯖江市 鯖江市糺町44-31-9

16370 生活必需物資供給 V-drug　東鯖江店 鯖江市 鯖江市東鯖江4丁目3番3号

16371 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Vi Vi 鯖江市 横江町708-13

16372 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ｖｉｖｒａｆｌｅｕｒ 鯖江市 有定町1丁目１００１

16373 生活必需物資供給 Whisper　鯖江 鯖江市 下河端町16字下町16－1

16374 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）yokiya 鯖江市 中野町202-1-3

16375 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＹＯＵ美容室 鯖江市 持明寺町14-7-1

16376 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON鯖江店 鯖江市 有定町3丁目1-1

16377 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON東鯖江店 鯖江市 新横江1丁目1-27

16378 生活必需物資供給 ZERO27 鯖江市 下河端町16-16-1

16379 生活必需物資供給 アイカ株式会社 鯖江市 桜町2-8-31

16380 生活必需物資供給 アイカ株式会社 鯖江市 神明町5-3-26

16381 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アイサポ鯖江店 鯖江市 東鯖江2丁目4-3 フローレNAGATO1F

16382 生活必需物資供給 あおい商事㈱EneJetサンドームSS 鯖江市 宮前2-3-27

16383 生活必需物資供給 あおい商事㈱セルフプラザさばえSS 鯖江市 柳町4-7-15

16384 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）あけぼの美容室 鯖江市 本町3-3-13

16385 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）アプレシオ鯖江店 鯖江市 柳町4-10-19

16386 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アポロ美容室 鯖江市 西山町12-10

16387 生活必需物資供給 アメリカンスクエアマツヤ鯖江 鯖江市 鯖江市神中町2-201-9

16388 生活必需物資供給 アル・プラザ鯖江 鯖江市 下河端町１６字下町１６番１

16389 生活必需物資供給 アルソアPiece 鯖江市 柳町１丁目10-12

16390 生活必需物資供給 アルソアフリッシュ 鯖江市 水落町３丁目１０－２５

16391 飲食料品供給 アルビスさばえ鳥羽店 鯖江市 鯖江市鳥羽3丁目903番地

16392 生活必需物資供給 アルプラザ鯖江 鯖江市 下河端町16－16－1

16393 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アンジェ・ドゥー 鯖江市 鳥羽3-1401-3

16394 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アンジェ・トロア 鯖江市 有定3丁目1-1ﾊﾟﾜｰｼﾃｨ鯖江ﾜｲﾌﾟﾗｻﾞ内

16395 生活必需物資供給 イーグルショップ鯖江 鯖江市 五郎丸町106

16396 生活必需物資供給 うるし工芸　藤 鯖江市 定次町342-1

16397 飲食料品供給 エルザスコーヒー 鯖江市 本町2丁目１－２６

16398 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エルパライソ鯖江店 鯖江市 有定町1-8-10

16399 生活必需物資供給 エンゼル調剤薬局　鯖江店 鯖江市 旭町1丁目9-17-1

16400 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）オーム 鯖江市 住吉町2-13-1
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16401 飲食料品供給 オレボステーション北鯖江PA下り 鯖江市 下河端町84番12号 北陸自動車道 北鯖江PA下り

16402 飲食料品供給 オレボステーション北鯖江PA上り 鯖江市 下河端町86番2号 北陸自動車道 北鯖江PA上り

16403 飲食料品供給 お菓子の福寿堂 鯖江市 有定町1丁目10の22の1

16404 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カイロクリニカルセンターさばえ院 鯖江市 本町2丁目3-2

16405 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カイロプラクティックｆｅｅｌ 鯖江市 水落町２丁目２６－３１　ライブビル水落１０１号室

16406 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カイロプラクティック骨盤工房 鯖江市 住吉町1丁目1ｰ20

16407 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カイロプラクティック総癒館　鯖江本院 鯖江市 本町3丁目1の4

16408 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カイロプラクティック総癒館鯖江北院 鯖江市 鳥羽３丁目８ー９

16409 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カスタマーズヘアーブラン 鯖江市 鳥羽1丁目10-16

16410 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カックルバー 鯖江市 桜町2丁目8-20

16411 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットinドリーム 鯖江市 水落町3-12-1

16412 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットハウス　M.S 鯖江市 鳥羽町1-4-23

16413 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケと居酒屋　つつじちゃん 鯖江市 杉本町４０１－４４０

16414 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケまねきねこ　鯖江店 鯖江市 横江町2-4-405

16415 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶  ぐれーす 鯖江市 横江町2丁目1番5号

16416 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ居酒屋 蓮 鯖江市 柳町2丁目6-17

16417 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カンパネラ 鯖江市 有定2丁目4-29  有定ビル1F

16418 生活必需物資供給 キーセンター新谷　鯖江店 鯖江市 下司町20字10-1

16419 生活必需物資供給 きものサロン　まるよ 鯖江市 本町2-1-20

16420 生活必需物資供給 きもの相談処　京山（株）鯖江店 鯖江市 横江２丁目510-1

16421 生活必需物資供給 キャッチ　タマムラ 鯖江市 神中町2-4-47

16422 生活必需物資供給 キャンパスショップ 鯖江市 三六町２丁目５－１６

16423 生活必需物資供給 クスリのアオキ 鯖江丸山店 鯖江市 丸山町4丁目1番41号

16424 生活必需物資供給 クスリのアオキ 小黒店 鯖江市 小黒町1丁目6番15号

16425 生活必需物資供給 クスリのアオキ 神明店 鯖江市 糺町第30号5番地2

16426 生活必需物資供給 クスリのアオキ 東鯖江店 鯖江市 五郎丸町74番地

16427 生活必需物資供給 クスリのアオキ 北野店 鯖江市 北野町1丁目1番33号

16428 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）グラップ 鯖江市 五郎丸町24-19THCビル1F

16429 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）グリーン 鯖江市 本町2丁目 2の20  

16430 生活必需物資供給 ゲンキー鯖江西店 鯖江市 小黒町3-1-26

16431 生活必需物資供給 ゲンキー鯖江北野店 鯖江市 北野町11字23番

16432 生活必需物資供給 ゲンキー東鯖江店 鯖江市 下河端町15-1-1

16433 生活必需物資供給 ゲンキー立待店 鯖江市 杉本町21字11-1

16434 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）コート・ダジュール鯖江店 鯖江市 北野町11-1

16435 生活必需物資供給 コスメティックス美香 鯖江市 桜町2丁目8-31南ビル1F

16436 生活必需物資供給 サイトカナモノ 鯖江市 本町3丁目1-2

16437 生活必需物資供給 サクラ薬局 鯖江市 幸町1-4-11

16438 飲食料品供給 ささきミート 鯖江市 神明町３丁目９－１３

16439 生活必需物資供給 サバエセントラルSS 鯖江市 下河端町14-14

16440 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サヨ美容室 鯖江市 水落町1丁目5ー31

16441 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サロンkuru夢 鯖江市 糺町

16442 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サワダ理容所 鯖江市 神明町2-3-12

16443 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）さんどーむ北時計 鯖江市 下新庄町１７－６１

16444 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）さんぱつやタケダ 鯖江市 中野町58-52-1

16445 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スイセン 鯖江市 丸山町1-8-6

16446 飲食料品供給 スーパーコンビニエンス　サービス 鯖江市 川去町9－31－1

16447 生活必需物資供給 スギドラッグ西鯖江店 鯖江市 桜町二丁目2番15号

16448 生活必需物資供給 スギドラッグ東鯖江店 鯖江市 新横江一丁目1番28号

16449 生活必需物資供給 スギ薬局　西鯖江店 鯖江市 桜町2丁目2番15号

16450 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック   夕顔 鯖江市 東鯖江四丁目 4-27

16451 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）すなっく  えりちゃん 鯖江市 東鯖江1-1-19

16452 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　Time 鯖江市 宮前２丁目２－１９

16453 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　かんろく 鯖江市 桜町1-1-18

16454 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　デフォルト 鯖江市 本町1丁目4-11

16455 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック ファースト 鯖江市 神明町1丁目6-10

16456 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　ライン 鯖江市 東米岡１丁目４－１２

16457 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナックHaru 鯖江市 三六町1-14-10

16458 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック喫茶 かくれんぼ 鯖江市 有定町1-4-9

16459 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック香 鯖江市 糺町13-11

16460 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） スナック鴻 鯖江市 新横江２丁目4-39

16461 飲食料品供給 スローベリィ 鯖江市 水落町2-28-25

16462 生活必需物資供給 セブン 鯖江市 丸山町1丁目3-18

16463 飲食料品供給 セブンイレブン　鯖江インター　店 鯖江市 東鯖江４丁目６－９

16464 飲食料品供給 セブンイレブン　鯖江小黒町　店 鯖江市 小黒町３丁目８０１

16465 飲食料品供給 セブンイレブン　鯖江石田上町　店 鯖江市 石田上町１６字３－１

16466 飲食料品供給 セブンイレブン　鯖江北野町１丁目　店 鯖江市 北野町１丁目１４番２５号
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16467 飲食料品供給 セブンイレブン　東鯖江２丁目　店 鯖江市 東鯖江２丁目１０１番

16468 飲食料品供給 セブンイレブン鯖江石田上町店 鯖江市 石田上町16-3-1

16469 生活必需物資供給 セレクトショップｅｎ 鯖江市 桜町3-2-1

16470 生活必需物資供給 ダイソー鯖江店 鯖江市 丸山町1丁目114

16471 生活必需物資供給 ダイソー西鯖江店 鯖江市 小黒町2-4-1

16472 生活必需物資供給 ダイソー鳥羽店 鯖江市 鳥羽3-13-12

16473 生活必需物資供給 たけうちスポーツ店 鯖江市 神明1-8-5

16474 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）たけだ美容室 鯖江市 神明町２丁目6-36

16475 生活必需物資供給 タケベ無線 鯖江市 本町3丁目1-1

16476 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）タナカ美容室 鯖江市 住吉町1-2-2

16477 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ダンディサロン　SAITO 鯖江市 柳町4-1-16

16478 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） チャーム美容室 鯖江市 旭町1-5-7

16479 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）チューリップ神明薬局 鯖江市 糺町30-2-3

16480 生活必需物資供給 つつじ調剤薬局 鯖江市 三六町1-1-26

16481 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） デジャブヘアー 鯖江市 熊田町１６ー７０ー１

16482 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）トータルさゆり 鯖江市 下野田町37-155

16483 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）トータルヘルシング・ポピー 鯖江市 新横江2-7-14-6

16484 生活必需物資供給 ドコモさばえ店 鯖江市 北野町14-7

16485 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ドライヘッドスパ専門店 ème 鯖江市 柳田4丁目11-21

16486 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ナカジマ美容室　ミナミ店 鯖江市 定次町145-1

16487 生活必需物資供給 ニシザワ紙文具 鯖江市 旭町1-6-10

16488 飲食料品供給 ぬの屋 鯖江市 水落町4丁目2-21-1

16489 飲食料品供給 ハーツさばえ 鯖江市 小黒町2丁目９０１番地

16490 飲食料品供給 ハーツ神中 鯖江市 神中２丁目５番５号

16491 生活必需物資供給 ハート調剤薬局　平井店 鯖江市 平井町31-6-1

16492 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）バーバースタイリスト 鯖江市 石田下町21-16-3

16493 飲食料品供給 パイ工房Kou 鯖江市 柳町3丁目7-2

16494 生活必需物資供給 パシフィック・ジャパン 鯖江市 有定町3-1-14

16495 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）バッカス 鯖江市 鳥羽1丁目8-14-4

16496 生活必需物資供給 パナパックいしざき 鯖江市 神明町1-5-13

16497 飲食料品供給 ハニーBigBellyMarket北野 鯖江市 北野町1丁目7-8

16498 飲食料品供給 ハニーみゆき店 鯖江市 御幸町1丁目2-21

16499 飲食料品供給 ハニー住吉店 鯖江市 住吉町1丁目11

16500 飲食料品供給 ハニー東陽店 鯖江市 川島町66-7

16501 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）はりきゅう治療室なかやま 鯖江市 柳町2ー3ー15

16502 飲食料品供給 バロー　神明店 鯖江市 糺町30-10-1

16503 飲食料品供給 バロー　東鯖江店 鯖江市 東鯖江1-6-8

16504 生活必需物資供給 はんなり屋 鯖江市 水落町2丁目2812-2

16505 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室コカ 鯖江市 柳町2-4-3

16506 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） ヒットパレード鯖江店 鯖江市 宮前1丁目614－1

16507 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ひなたぼっこ 鯖江市 糺町２９－１１－２

16508 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室まりー 鯖江市 本町1-3-2

16509 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室メルピーチ 鯖江市 幸町2-6-18

16510 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ビューティーオレンジ 鯖江市 鯖江市本町一丁目1-4

16511 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティーサロンケイ 鯖江市 有定町1_1_25

16512 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティオレンジ 鯖江市 本町1-1-4

16513 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン  ウイング 鯖江市 丸山町1丁目3-38

16514 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン ＩＲＩ 鯖江市 神明町3-4-29

16515 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロンコモン 鯖江市 東鯖江4の8の3

16516 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ﾋﾞｭｰﾃｨｼｮｯﾌﾟ ナカジマ 鯖江市 水落町3-8-27

16517 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティルルド 鯖江市 中野町161-9-1

16518 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビュティサロンすまいる 鯖江市 小黒町２丁目５－１５

16519 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容館ジュネス 鯖江市 上河端町37-11

16520 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室　みかずき 鯖江市 屋形町4-16

16521 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ｈａｃｏ 鯖江市 中野町45-5

16522 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室グラップ 鯖江市 五郎丸町24-19

16523 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室フラウ 鯖江市 横江町2-4-15

16524 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ラブ・クリップ 鯖江市 御幸町3-2-2

16525 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ラ・ピエール 鯖江市 新横江2-1-12

16526 生活必需物資供給 ファッションプラザヤスサキ鯖江店 鯖江市 有定町３丁目１番１号

16527 生活必需物資供給 ファッションプラザよしむら 鯖江市 本町3-1-10

16528 飲食料品供給 ファミリーマート　鯖江ただす　店 鯖江市 糺町３２４番

16529 飲食料品供給 ファミリーマート　鯖江ひまわり通り　店 鯖江市 上鯖江１丁目３－１１

16530 飲食料品供給 ファミリーマート　鯖江下野田　店 鯖江市 下野田町３２字西岡１０番１

16531 飲食料品供給 ファミリーマート　鯖江河和田　店 鯖江市 片山町第１号１０番地１

16532 飲食料品供給 ファミリーマート　鯖江丸山町　店 鯖江市 丸山町１丁目１番１号
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16533 飲食料品供給 ファミリーマート　鯖江宮前二丁目　店 鯖江市 宮前二丁目３番８号

16534 飲食料品供給 ファミリーマート　鯖江住吉町一丁目　 鯖江市 住吉町１丁目１番２２－１

16535 飲食料品供給 ファミリーマート　鯖江新横江　店 鯖江市 新横江１丁目１番３５号

16536 飲食料品供給 ファミリーマート　鯖江大倉町　店 鯖江市 大倉町第１７号１番１

16537 飲食料品供給 ファミリーマート　鯖江中野町　店 鯖江市 中野町２５７字８－１１

16538 飲食料品供給 ファミリーマート　鯖江北野町　店 鯖江市 北野町１２－５

16539 飲食料品供給 ファミリーマート　神中２丁目　店 鯖江市 神中町２－４－２５

16540 飲食料品供給 ファミリーマート　神中８号　店 鯖江市 神中町二丁目９番３１号

16541 飲食料品供給 ファミリーマート　水落二丁目　店 鯖江市 水落町２丁目３０番－２８号

16542 飲食料品供給 ブーランジュリー　ル・パン 鯖江市 丸山町2-7-1

16543 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）フェアリーホーム 鯖江市 石田上町5-2-6

16544 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ふき美容室 鯖江市 舟津2-4-9

16545 生活必需物資供給 ふくてつ鯖江ステーション 鯖江市 桜町２丁目８－３２

16546 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ふじ美容室 鯖江市 戸の口町14-4-2

16547 生活必需物資供給 ブティック　ユー 鯖江市 神明町4丁目6-27

16548 生活必需物資供給 ブティック　ラル 鯖江市 小黒町2丁目11-20

16549 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ブライト・ビューティ 鯖江市 吉谷町20-9-5

16550 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ブライト・ビューティー 鯖江市 吉谷町20-9-5

16551 飲食料品供給 フルーツ・ギフト　おおつか 鯖江市 旭町　3-2-4

16552 生活必需物資供給 フローラルマーケット 鯖江市 熊田町23-10-2

16553 生活必需物資供給 ブロスジャパンイヴアンブルー株式会社 鯖江市 水落町2丁目2908-3

16554 生活必需物資供給 ブロスジャパン株式会社 鯖江市 水落町2丁目2908-3

16555 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）フロンティア 鯖江市 御幸町３丁目２－２

16556 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ﾍｱｰｸﾘｴｰｼｮﾝ フラワー 鯖江市 水落町1-11-1

16557 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　カガミ 鯖江市 神中町３丁目７－２９

16558 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　キシモト 鯖江市 西袋町7-6

16559 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　クボタ 鯖江市 深江町4-15

16560 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　タカハラ 鯖江市 柳町1-8-8

16561 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ヘアーサロン　タナカ 鯖江市 北中町14-5-8

16562 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　ヒダニ 鯖江市 鳥羽3-3-34

16563 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン橋本 鯖江市 中野町31-14

16564 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン牧野 鯖江市 本町２－１－３

16565 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ﾍｱｰｽﾀｼﾞｵ ワンステップ 鯖江市 北中町14-4

16566 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ヘアースタジオマース 鯖江市 長泉寺町2丁目1-4-11

16567 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアースペースビリーブ 鯖江市 東米岡2-1-25

16568 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーファクトリー楽 鯖江市 本町４-6-2

16569 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ﾍｱｰﾌﾞﾃｨｯｸ ナカジマ 鯖江市 東鯖江4-407-4　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ

16570 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーメイク Ｒouge 鯖江市 吉谷町7-105-2

16571 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアカラー専門店カラープラス　鯖江店 鯖江市 北野町2丁目9-3

16572 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアサロン　おやなぎ 鯖江市 日の出町4-3

16573 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアスタジオ　ル・レーヴ 鯖江市 住吉町三丁目　13-17

16574 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）べにづる化粧品店 鯖江市 本町2-3-8

16575 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ベラミ美容室 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ店 鯖江市 下河端町16-16-1

16576 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ベラミ美容室 本町店 鯖江市 本町2-1-17

16577 生活必需物資供給 ペルソナビューティー倶楽部　東陽メゾ 鯖江市 戸口町19-1

16578 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホームドライコインランドリーハーツ神 鯖江市 神中町２丁目５０１－４

16579 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホームドライハーツ神中店(スーパー 鯖江市 神中町２丁目５０１－４

16580 生活必需物資供給 ホシヤ 鯖江市 鳥羽３丁目６－１４

16581 生活必需物資供給 ホリタ文具鯖江店 鯖江市 小黒町2丁目402

16582 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）マキダ理容 鯖江市 河和田町17-12

16583 生活必需物資供給 マキヤマメガネ 鯖江市 東鯖江2丁目8-23

16584 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）マキ美容室 鯖江市 石田上町43-18

16585 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） マリージョゼ　鯖江店 鯖江市 鳥羽3丁目6-9

16586 飲食料品供給 ミート＆デリカささき 鯖江市 本町3-1-5

16587 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ミガクヘアメイク 鯖江市 下司町2-4 メゾンドールイズモヤF2391

16588 生活必需物資供給 ミキモト化粧品ぷらす営業所 鯖江市 下司町7-4

16589 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ミシン工房 鯖江市 下河端町１６ 字下町１６番１号 アル・プラザ鯖江 ２Ｆ

16590 生活必需物資供給 ミヤシタメガネ 鯖江市 東鯖江4-4-13

16591 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）みろく 鯖江市 三六町1-8-13-3

16592 生活必需物資供給 メガネショップzigen 鯖江市 下河端町4-30-1

16593 生活必需物資供給 めがねのメーキョー堂 鯖江市 鯖江市有定町３丁目6-12

16594 生活必需物資供給 めがねミュージアム 鯖江市 新横江2-3-4

16595 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）めもりぃone1 鯖江市 有定町３丁目５－７

16596 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）メルヘン 鯖江市 東鯖江3-2-7

16597 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） もみつぼ５　８号線鯖江店 鯖江市 新横江1-813

16598 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）やぎゅう理容室 鯖江市 宮前2-15-11

253 ページ



No. 業種 施設・店舗名 住所

16599 生活必需物資供給 ヤスサキワイホーム鯖江店 鯖江市 有定町３丁目1番1号

16600 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヤマグチ理容室 鯖江市 宮前2丁目15-11-7

16601 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）やましん 鯖江市 鯖江市熊田町１６-70-1

16602 生活必需物資供給 やまちよ 鯖江市 西袋町38-4-2

16603 飲食料品供給 ヨーロッパンキムラヤ 鯖江市 旭町2-3-20

16604 飲食料品供給 ヨーロッパンキムラヤ 鯖江市 旭町3-5-10

16605 飲食料品供給 ヨシケイ福井 鯖江市 水落町14-14-1

16606 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ　レジェンド 鯖江市 下司町10-34-3

16607 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ラフィーティアラ 鯖江市 糺町44-28

16608 飲食料品供給 リカー&フード　サワダヤ 鯖江市 別司町34-25

16609 飲食料品供給 リカーワールド華　サンドーム前店 鯖江市 定次町333

16610 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）リュウ美容室 鯖江市 水落町1丁目12-38

16611 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）りらくる鯖江店 鯖江市 三六町1-14-10

16612 生活必需物資供給 ローズストーン 鯖江市 水落町2-28-29

16613 飲食料品供給 ローソン鯖江インター店 鯖江市 東鯖江4丁目4－33

16614 飲食料品供給 ワイプラザグルメ館鯖江店 鯖江市 有定町３丁目１番１号

16615 飲食料品供給 ワイプラザグルメ館東鯖江店 鯖江市 新横江1-801

16616 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ワタナベ理容 鯖江市 神明町1-1-11

16617 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）宇野　理容 鯖江市 桜町1-3-6

16618 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）越のゆ鯖江店 鯖江市 神中町２丁目２－２６

16619 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）加藤歯科医院 鯖江市 鯖江市住吉町３丁目３－２５

16620 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）歌謡酒場　あんず 鯖江市 桜町2-9-30 日野ビル1階

16621 生活必需物資供給 花ひろアルプラザ鯖江店 鯖江市 下河端町16-16-1

16622 生活必需物資供給 花ひろ本店 鯖江市 旭町1-6-12

16623 飲食料品供給 菓子工房　やまはつ 鯖江市 北野町2-19-20

16624 飲食料品供給 菓子処　安価堂 鯖江市 神中町1-2-15

16625 生活必需物資供給 灰甚　鯖江店 鯖江市 北野町17-8

16626 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）学研　しんよこえ教室 鯖江市 下新庄町63-5

16627 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）楽呑宴唄 よしみ 鯖江市 水落町3丁目8-20

16628 飲食料品供給 株マツヤベーカリー 鯖江市 丸山町一丁目305

16629 生活必需物資供給 株式会社　GANKYO 鯖江市 神明町1丁目2-8

16630 生活必需物資供給 株式会社　タナカ工芸 鯖江市 鯖江市

16631 飲食料品供給 株式会社　マイクック 鯖江市 桜町2丁目9-27

16632 飲食料品供給 株式会社　ヨシケイ福井 鯖江市 水落町14-14-1

16633 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）株式会社　橋尾自動車 鯖江市 宮前1丁目７－１４

16634 生活必需物資供給 株式会社アオヤギ 鯖江市 北野町1-3-10

16635 生活必需物資供給 株式会社サビデンキ 鯖江市 吉江町717

16636 生活必需物資供給 株式会社サンリーブ 鯖江市 杉本町15-22

16637 飲食料品供給 株式会社すみよし (フレッシュランチ39) 鯖江市 水落町8-24-6

16638 生活必需物資供給 株式会社下村漆器店 鯖江市 片山町8-7

16639 生活必需物資供給 株式会社笠原電器商会 鯖江市 田村町3-6

16640 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）株式会社吉崎鈑金 鯖江市 中野町9-22

16641 飲食料品供給 株式会社宮田食品 鯖江市 上河端町46-10

16642 生活必需物資供給 株式会社佐々木家電 鯖江市 鳥羽3丁目13-17

16643 生活必需物資供給 株式会社文六 鯖江市 西袋町

16644 飲食料品供給 ㈱マイクック 鯖江市 桜町2丁目9-27

16645 生活必需物資供給 漢鳳堂 鯖江市 宮前1丁目4-1

16646 飲食料品供給 丸ベーカリー 鯖江市 日の出町 2-1-109 鯖江駅前ビル 1F

16647 生活必需物資供給 眼鏡市場 鯖江店 鯖江市 神中町2丁目2-16 

16648 生活必需物資供給 奇人眼鏡展 鯖江市 杉本町802-6

16649 飲食料品供給 亀屋  萬年堂 鯖江市 本町1町目2-13

16650 飲食料品供給 吉川製パン所 鯖江市 西山町2-18

16651 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） 喫茶 藤 鯖江市 石田下町20-16

16652 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）脚専門サロン心花 鯖江市 田村町4-31-7

16653 飲食料品供給 久保田酒店 鯖江市 旭町１－１－４

16654 飲食料品供給 魚久 鯖江市 住吉町1-1-20

16655 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）共創未来　水落薬局 鯖江市 水落町2-28-1

16656 生活必需物資供給 空中BOOKS 鯖江市 下司町2-4

16657 生活必需物資供給 個人事業主 鯖江市 下新庄町５６－２４

16658 飲食料品供給 御菓子処うさぎや 鯖江市 持明寺町5-10-1

16659 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 アルプラザ鯖江店 鯖江市 下河端町16字下町16- 1

16660 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 鯖江本店 鯖江市 宮前町2 丁目320

16661 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 神明店 鯖江市 三六町1-7-10

16662 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 住吉店 鯖江市 住吉町3-2-5

16663 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 黒川クリーニング社 ハーツ鯖江店 鯖江市 小黒町2丁目901

16664 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 バロー東鯖江店 鯖江市 東鯖江1丁目603
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16665 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 ビッグベリー北野店 鯖江市 北野町1-7-8

16666 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング東陽店 鯖江市 川島町

16667 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）骨盤カイロプラクティック らくくる 鯖江市 有定町2丁目6-1

16668 飲食料品供給 佐々木酒店 鯖江市 下野田町38-70

16669 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）佐野クリーニング店 鯖江市 本町4-7-12

16670 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）鯖江メガネセンター 鯖江市 幸町2－1－18

16671 生活必需物資供給 鯖江駅眼鏡 鯖江市 日の出町1-2

16672 生活必需物資供給 山忠でんぱ 鯖江市 北野町2丁目7-21

16673 生活必需物資供給 仕事着屋大事朗　鯖江店 鯖江市 水落町8-4

16674 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）市民ホールつつじ 鯖江市 鯖江市本町2丁目2-16

16675 生活必需物資供給 時計宝石　寺岡 鯖江市 本町1-3-19

16676 飲食料品供給 自家焙煎珈琲屋ファルヴェ 鯖江市 鳥羽1-5-12

16677 生活必需物資供給 漆工芸はやし 鯖江市 北中町710

16678 生活必需物資供給 漆遊館 澤田与三八堂 鯖江市 中野町256-1

16679 生活必需物資供給 漆琳堂 鯖江市 西袋町701番地

16680 飲食料品供給 酒のあかし 鯖江市 本町４丁目3-22

16681 飲食料品供給 酒井豆腐店 鯖江市 川島町

16682 飲食料品供給 小林商店 鯖江市 戸口町15-1

16683 生活必需物資供給 小林石油住設株式会社 鯖江市 下野田町34ー1ー7

16684 生活必需物資供給 松田蒔絵有限会社 鯖江市 河和田町12-17

16685 飲食料品供給 焼きたてパンの店みつばち 鯖江市 小黒町2丁目907

16686 生活必需物資供給 真オプティカル 鯖江市 本町2-2-20　本館

16687 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 針原理容所 鯖江市 川去町9-10-5

16688 生活必需物資供給 水島眼鏡株式会社 鯖江市 落井町43-71

16689 生活必需物資供給 粋美苑　ほりえ 鯖江市 舟津町２-5-37

16690 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）清水屋クリーニング店 鯖江市 日の出町12-10

16691 生活必需物資供給 西鯖江ファーマライズ薬局 鯖江市 本町2-3-10

16692 飲食料品供給 西山ストア 鯖江市 本町　４丁目　3番地　19号

16693 生活必需物資供給 斉藤鉄工金物店 鯖江市 長泉寺町2丁目9-18

16694 生活必需物資供給 石田らいふ薬局 鯖江市 石田上町１３－６－３

16695 生活必需物資供給 大栄事務機株式会社 鯖江市 丸山町１－１－８

16696 生活必需物資供給 大綱リボン工業有限会社 鯖江市 平井町28-6-2

16697 飲食料品供給 大和屋鯖江店 鯖江市 水落町2丁目2909-4

16698 生活必需物資供給 竹めがねRoots 鯖江市 新横江1丁目2-9

16699 飲食料品供給 点心・白湯麺まるこめ 鯖江市 下河端町16-1アルプラザ鯖江1階

16700 生活必需物資供給 田中眼鏡 鯖江市 神明町１－２－８

16701 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）田野理容 鯖江市 本町一丁目1-4ビルＢ1F

16702 生活必需物資供給 東京靴流通センター鯖江店 鯖江市 小黒町1-14-15

16703 生活必需物資供給 藤田書店 鯖江市 本町2－1－7

16704 飲食料品供給 道の駅西山公園 鯖江市 桜町３丁目９５０

16705 生活必需物資供給 南山堂薬局さばえ旭店 鯖江市 旭町３－６－１

16706 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪工房En 鯖江市 水落町1丁目11-31-1

16707 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美style暁 鯖江市 本町1-1-4  三階

16708 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美tiara 鯖江市 東鯖江４－７－４

16709 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容館　ジュネス 鯖江市 上河端町37-11

16710 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室applause 鯖江市 二丁掛町１５－３－４６

16711 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室CHOICE 鯖江市 丸山町1-1-26

16712 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ＰＡ．ＺＡ．ＰＡ．　鯖江店 鯖江市 柳町4-608-1

16713 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Season 鯖江市 川島町19-21-2

16714 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室アヴィニオン 鯖江市 上氏家町21-5-3

16715 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室グラード 鯖江市 住吉町1丁目1-19, 住吉テナント

16716 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室デイジー 鯖江市 横江町1丁目7-26

16717 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ビートル・マクロ 鯖江市 石田下町２－５－４

16718 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室フラウ横江店 鯖江市 横江町2-4-15

16719 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室フラウ住吉店 鯖江市 住吉町3-2-3

16720 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ラビット 鯖江市 神中町3-1-12

16721 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室レディ 鯖江市 丸山町1-6-24

16722 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容有花 鯖江市 杉本町３８－５－１７

16723 生活必需物資供給 服部薬局 鯖江市 河和田町19-5-1

16724 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）福井スイミングスクール　鯖江校 鯖江市 横江町2-3-206

16725 生活必需物資供給 福井トータルケア株式会社 鯖江市 鯖江市水落町1丁目5-35

16726 生活必需物資供給 片山斐株式会社 鯖江市 深江町1-12

16727 生活必需物資供給 北陸薬品 鯖江市 長泉寺町1丁目1-29

16728 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）有限会社　吉村モータース 鯖江市 幸町１－６－１３

16729 生活必需物資供給 有限会社　小寺ふとん 鯖江市 丸山町2丁目8-23

16730 飲食料品供給 有限会社鯖江菓撰栄進堂 丸山店 鯖江市 丸山町1-107
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16731 飲食料品供給 有限会社鯖江菓撰栄進堂 本店 鯖江市 本町2-3-3

16732 飲食料品供給 有限会社赤星 鯖江市 横江町2-5-8

16733 生活必需物資供給 洋装ユキ 鯖江市 桜町２丁目8-16

16734 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容カイドウ 鯖江市 桜町1-5-12

16735 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容カサハラ 鯖江市 上野田町17-4

16736 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容はまおか 鯖江市 吉江町13-25-1

16737 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容室ふじきた 鯖江市 杉本町34-35-2

16738 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容田野 鯖江市 本町1丁目1-4

16739 生活必需物資供給 林呉服店 鯖江市 下野田町38-7

16740 生活必需物資供給 (株)エーデン あわら市 市姫2-15-24

16741 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）（株）ツチタ板金 あわら市 上番４０－１２－３１

16742 生活必需物資供給 （株）はまや あわら市 温泉1-514

16743 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Alice mieux あわら市 大溝2-6-13

16744 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BLESS あわら市 番田1-5-7

16745 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）C'est la vie あわら市 温泉５丁目504

16746 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）CUT美clubシンゴー あわら市 中浜4-1-2

16747 生活必需物資供給 Dr.Driveセルフニューあわら店 あわら市 大溝3-18-9

16748 生活必需物資供給 far east laboratory あわら市 二面2-35-2

16749 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair Art space Rimp あわら市 自由ヶ丘2-14-23

16750 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair grow TAGAWA since1977 あわら市 市姫3丁目3-5

16751 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair Room O.A.S.I.S あわら市 大溝1-19-14

16752 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Happyshower あわら市 温泉５丁目1-1701

16753 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HIRO施術院 あわら市 北潟52-4

16754 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HIRO療術院 あわら市 北潟52-4

16755 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＨOT☆WOR LD徳丸 あわら市 中番15-17

16756 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Lush あわら市 舟津４５－２１－１　Tモール テナント内

16757 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＭＫパーツ あわら市 大溝１丁目12-21

16758 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）SHUON あわら市 舟津10-32

16759 生活必需物資供給 UchiLaLa あわら市 春宮1-9-45

16760 飲食料品供給 Yショップ芦原源の屋 あわら市 温泉1-405

16761 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOONあわら店 あわら市 船津46字12-1

16762 生活必需物資供給 アスカ　しまさき あわら市 堀江十楽2-1-1

16763 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）あづま理容所 あわら市 市姫一丁目10-7

16764 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｽﾍﾟｰｽ まどかとひさ乃 あわら市 あわら市二面41-13-1

16765 飲食料品供給 あわらベルジェ観光ぶどう園 あわら市 あわら市二面45-19-1

16766 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）いぬとねこの小さなsalon こはる あわら市 自由ヶ丘2丁目17-16

16767 生活必需物資供給 エンゼル調剤薬局　北潟店 あわら市 北潟59-18-5

16768 飲食料品供給 おしえるざぁ　あわら湯のまち店 あわら市 温泉1-1-1

16769 飲食料品供給 おしえる座ぁ　ＪＲ芦原温泉駅店 あわら市 春宮1丁目12-15

16770 生活必需物資供給 オフィス　スラック あわら市 春宮1-9-34-204

16771 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ガラジ あわら市 堀江十楽１－３０－１

16772 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）木下美容院 あわら市 温泉4-1301

16773 生活必需物資供給 クスリのアオキ 芦原店 あわら市 舟津46字樋浦19番1

16774 生活必需物資供給 クスリのアオキ 金津店 あわら市 大溝三丁目2番32号

16775 生活必需物資供給 ゲンキー金津店 あわら市 北金津58字1-1

16776 生活必需物資供給 ゲンキー舟津店 あわら市 舟津45字11-1

16777 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）こぶた あわら市 二面41-22-1

16778 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サロンドエル あわら市 温泉5-716

16779 飲食料品供給 シャトー　バロー金津店 あわら市 大溝３丁目４－１４

16780 生活必需物資供給 すててこ株式会社 あわら市 春宮2丁目4-22

16781 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナックM's あわら市 あわら市温泉5丁目205

16782 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナックカラオケ　HONEY あわら市 二面６－１－８３

16783 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック茜 あわら市 温泉5丁目1702-1

16784 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック向日葵 あわら市 温泉4丁目709番地

16785 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）すなっく香すみ あわら市 市姫2丁目21－13

16786 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）スプリングヘアーデザイン あわら市 市姫2-2-1

16787 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）節子美容室 あわら市 春宮2-31-20

16788 飲食料品供給 セブンイレブン　あわら国影　店 あわら市 国影１５字油田１番１

16789 飲食料品供給 セブンイレブン　あわら市姫　店 あわら市 市姫４丁目１１０２番

16790 飲食料品供給 セブンイレブン　あわら大溝　店 あわら市 大溝２丁目６０２

16791 飲食料品供給 セブンイレブン　金津インター　店 あわら市 熊坂１２９字松ヶ原２６－１

16792 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）高山美容室 あわら市 東温泉1-611-1

16793 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ダスキン福井坂井支店 あわら市 下番67-15-10

16794 飲食料品供給 だるまや菓舗 あわら市 温泉3丁目601番地

16795 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ドーズ あわら市 市姫4丁目7-26

16796 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）冨田美容室 あわら市 北潟28-10-2
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16797 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）トミタ美容室 あわら市 あわら市北潟28-10-2

16798 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）トルス美容室 あわら市 温泉5-205

16799 飲食料品供給 ハスの実パン工房 あわら市 市姫１-６０８-２

16800 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）はなっぽ美容室 あわら市 矢地2-10

16801 飲食料品供給 ハニーBigBellyMarket芦原 あわら市 舟津46-30-1

16802 飲食料品供給 ハニーBigMart金津店 あわら市 花の杜1丁目29-7

16803 飲食料品供給 ハニーBigMart高塚店 あわら市 春宮2丁目17-13

16804 飲食料品供給 ハニー新鮮館まるおか あわら市 丸岡町一本田29-5-1

16805 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）はるみ美容室 あわら市 二面41-14-3

16806 飲食料品供給 バロー　金津店 あわら市 大溝3-4-14

16807 生活必需物資供給 ハローおしゃれ館 あわら市 あわら市舟津46-26-1

16808 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室ヴォーグ あわら市 舟津47-36-1

16809 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）光　美容室 あわら市 温泉3-408

16810 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティーサロン暁 あわら市 舟津2-22

16811 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン シズ あわら市 市姫1-15-3

16812 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室COCO あわら市 自由が丘1-8-22

16813 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室offer あわら市 大溝2-2-14

16814 生活必需物資供給 ひらり あわら市 春宮三丁目18-18

16815 生活必需物資供給 ファーマーズマーケット「きららの丘」 あわら市 牛山25-56

16816 生活必需物資供給 ファッションハウス　フルハシ あわら市 春宮3丁目4－3

16817 飲食料品供給 ファミリーマート　あわら国影　店 あわら市 国影第３６号１０６番地

16818 飲食料品供給 ファミリーマート　あわら舟津　店 あわら市 舟津７６字９番１

16819 飲食料品供給 ファミリーマート　あわら大溝　店 あわら市 大溝二丁目３５番７号

16820 飲食料品供給 ファミリーマート　芦原　店 あわら市 二面４７字２番地１

16821 飲食料品供給 ファミリーマート　芦原下番　店 あわら市 下番５７－１－１

16822 飲食料品供給 ファミリーマート　金津花乃杜　店 あわら市 花乃杜一丁目３０－４８

16823 飲食料品供給 ふくいレインボーファーム株式会社　あ あわら市 北潟64-29-1

16824 飲食料品供給 フレッシュミートあかさき あわら市 大溝3-3-21

16825 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　スカット あわら市 市姫3-17-11

16826 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン・アサダ あわら市 春宮３－３－３３

16827 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン孝子 あわら市 二面47-7-2

16828 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンミヤシタ あわら市 春宮2丁目31_6

16829 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ベビーフェイス あわら市 東温泉1-301

16830 生活必需物資供給 ホームセンター ヤマキシ 金津店 あわら市 大溝１丁目8-13

16831 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ほぐし名人　リラックス　あわら店 あわら市 大溝２丁目３６－１８

16832 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ほそかわ美容室 あわら市 春宮1－10－22

16833 生活必需物資供給 ボンシック 三谷 あわら市 市姫1-12-25

16834 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 三宅美容室 あわら市 二面45-24-1

16835 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）やよい美容室 あわら市 大溝3-1-24

16836 飲食料品供給 ゆけむり珈琲店 あわら市 二面34-38-1-102

16837 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）よしみ美容室 あわら市 温泉4-1033

16838 飲食料品供給 ヨシムラ洋菓子店 あわら市 温泉4丁目811番地

16839 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ　いちりん あわら市 温泉５丁目1302

16840 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ　はやし あわら市 大溝3-14-19

16841 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジＬｉｅｎ あわら市 舟津10-32

16842 飲食料品供給 リカーショップまるたつ あわら市 北潟40-27-1

16843 生活必需物資供給 芦原波松SS あわら市 波松25-26-6

16844 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 河野理容所 あわら市 二面41-21-12

16845 飲食料品供給 菓子工房茶菓菜 あわら市 花乃杜４－１－１

16846 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 介護美容　さんぱつや あわら市 春宮3丁目28-21金津雲雀ヶ丘寮内

16847 飲食料品供給 株式会社　三丹本店 あわら市 二面３丁目706-2

16848 生活必需物資供給 株式会社サカノデンキ あわら市 春宮１－１１－７

16849 生活必需物資供給 ㈱いがらし あわら市 市姫3-14-26

16850 飲食料品供給 甘党本陣　嵯峨 あわら市 市姫二丁目16-32

16851 生活必需物資供給 久保田理容院 あわら市 北潟52↼12

16852 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）宮下理容所 あわら市 あわら市温泉3-510

16853 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）宮川療術院 あわら市 山十楽8-3-2

16854 飲食料品供給 魚の恩返し あわら市 二面32-5-1

16855 飲食料品供給 魚幸 あわら市 春宮2-17-13

16856 生活必需物資供給 金津商事株式会社　ガソリンスタンド あわら市 市姫5-1-34

16857 飲食料品供給 金津食糧共販企業組合 あわら市 春宮3-1-27

16858 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）健心堂整体院 あわら市 大溝3－2－21

16859 生活必需物資供給 個人事業主 あわら市 市姫1-4-9

16860 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）古橋理容所 あわら市 北潟39-16-1

16861 飲食料品供給 御菓子司　浅野耕月堂 あわら市 温泉4-916

16862 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 バロー金津店 あわら市 大溝3丁目4-14
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16863 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング南金津店 あわら市 市姫3-3-11

16864 飲食料品供給 今井精肉店 あわら市 二面2-607

16865 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）佐々木理容所 あわら市 市姫二丁目29番5号

16866 生活必需物資供給 細呂木SS あわら市 滝28-12-1

16867 生活必需物資供給 阪田薬局 あわら市 温泉１丁目５０６

16868 飲食料品供給 三丹本店 あわら市 二面3丁目706-2

16869 生活必需物資供給 山形屋 あわら市 二面41-21-2

16870 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）山本歯科医院 あわら市 吉崎1丁目109

16871 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）秀秀 あわら市 温泉4丁目422

16872 生活必需物資供給 尚文堂 あわら市 二面3-801

16873 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）新家歯科医院 あわら市 二面1-1008

16874 飲食料品供給 真洋水産 あわら市 舟津3丁目14-1

16875 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）石田理髪店 あわら市 滝8-14-4

16876 生活必需物資供給 川崎家具 あわら市 市姫二丁目18－9

16877 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）竹越理容店 あわら市 東山42ー7

16878 生活必需物資供給 電気専科ダイデン あわら市 二面35-20-1

16879 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）都タクシー㈱ あわら市 舟津3丁目15番地

16880 飲食料品供給 藤田かまぼこ店 あわら市 田中々

16881 生活必需物資供給 藤野燃料店 あわら市 下番19-22-1

16882 生活必需物資供給 堂下園芸 あわら市 城７－５０

16883 生活必需物資供給 馬忠呉服店 あわら市 花乃杜１丁目１－１９

16884 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 萩原理容所 あわら市 吉崎1-102-3

16885 飲食料品供給 番清・坪田尚華堂 あわら市 市姫2-29-8

16886 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室　柳花 あわら市 春宮3-2-26

16887 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室遊 あわら市 中川２４－２

16888 生活必需物資供給 福井ツバメ商事（株）芦原ガスセンター あわら市 布目八字北田6-1

16889 生活必需物資供給 福井ツバメ商事株式会社　芦原ガスセン あわら市 布目八字北田6-1

16890 飲食料品供給 北嶋鶏肉店 あわら市 下番6-11-1

16891 飲食料品供給 抹茶庵 あわら市 両面34-38-1-101

16892 飲食料品供給 夢の果実農産物直売所 あわら市 二面45-19-1

16893 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）無痛整体・心理鑑定 ちあふる あわら市 春宮2-14-25　メゾンカルムⅠ 201号室

16894 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）矢崎理容所 あわら市 温泉5-609

16895 生活必需物資供給 有限会社　林厚生堂薬局 あわら市 春宮二丁目3-8

16896 飲食料品供給 有限会社下出商店 あわら市 田中々1-5

16897 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）有限会社川上クリーニング店 あわら市 二面61-3-4

16898 飲食料品供給 有限会社竹内農園 あわら市 あわら市重義17-5-1

16899 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）余熱館ささおか あわら市 笹岡３２－８８－２

16900 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　ホソカワ あわら市 あわら市春宮二丁目九ー二十二

16901 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　吉岡 あわら市 春宮2丁目8－8

16902 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　寺下 あわら市 国影９－２７

16903 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容トミタ あわら市 あわら市北潟２８－１０－２

16904 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容わたなべ あわら市 滝 13-38

16905 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容室江口 あわら市 春宮1丁目8の17

16906 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）和楽囲家 あわら市 温泉5丁目1803

16907 生活必需物資供給 圓道時計店 あわら市 市姫1丁目12-20

16908 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）（株）越前たけふファーム 越前市 帆山町6-23

16909 飲食料品供給 (有)　菓匠　木津屋 越前市 国府　1-10-19

16910 生活必需物資供給 (有)田中電気商会 越前市 粟田部町34-6

16911 飲食料品供給 （有）野村精肉店 越前市 本多町2-6-14

16912 生活必需物資供給 100満ボルト越前店 越前市 塚町27字3-1

16913 生活必需物資供給 aljanna 越前市 北府三丁目5-37

16914 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ashimomin 越前市 矢放町

16915 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＢＡＲ　ＢＥＲ　HARE 越前市 芝原2丁目3-25　仲村ﾋﾞﾙ2F201

16916 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Cat’s 越前市 府中2丁目3-23

16917 生活必需物資供給 Ｃｈｏｃｏｔａｔ　ｄｅ　Ｓｅｄｅｉ 越前市 横市町28-14-1　武生楽市内

16918 生活必需物資供給 ＣＨＵＫＥＩ 越前市 元町2-34

16919 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）CLUB LAPIS 越前市 塚町1-7

16920 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）couptifanryu 越前市 府中1-10-6

16921 生活必需物資供給 CREAM&SODA 越前市 横市町28-14-1 武生楽市

16922 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ｃｕｔ　Ｒｏｏｍ　クレヨン 越前市 北町 27-23

16923 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Cut Salon タカハシ 越前市 西庄境町 21-12-2

16924 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）CUTIN  PEARL 越前市 宮谷町　２７－４９－１

16925 生活必需物資供給 ENEOS武生南SS 越前市 三ツ口町75

16926 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）eye beauty qara 越前市 芝原2丁目3-15 仲村ビル1F

16927 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） Ｅうのでんき 越前市 押田２－９－８

16928 飲食料品供給 Family Mart越前押田店 越前市 押田二丁目10-7
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16929 生活必需物資供給 GEEK・GEEKCLASSIC 越前市 村国3-4-1

16930 生活必需物資供給 ＧＭＩ株式会社 越前市 野岡町30-1-8

16931 生活必需物資供給 growlab 越前市 村国3-2-1

16932 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair & relaxation Clover 越前市 千福町219

16933 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair design Oasis 越前市 粟田部町66-12-12

16934 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） Hair Make 越前市 芝原5丁目4-29

16935 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair make NAO from 39's 越前市 八幡2丁目99-47-4

16936 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAIR MAKE STUDIO ＫＲＡＦＴ 越前市 八幡2丁目6-5-7

16937 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair porte  Remplir 越前市 塚町1-7第2林ビル

16938 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair room  i+0 越前市 村国4-1-4-6

16939 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair Room となり 越前市 家久町93-4-14

16940 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　一笑 越前市 高瀬1丁目14－36

16941 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAIR STUDIO SEIMSQUARE 越前市 深草1-9-2

16942 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair&spa   AN☆eight 越前市 沢町142-3

16943 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＨａｉｒＭａｋｅ　ｆｅｎｕａ 越前市 芝原5丁目4-29

16944 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HairMakefenua 越前市 芝原町5丁目4-29

16945 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）halte 越前市 高瀬１丁目9-5

16946 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）her hair is good 越前市 池泉町19-6-3

16947 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）i am hairsalon 越前市 新町9-9-19

16948 生活必需物資供給 Inside her head 越前市 府中2丁目2-23　Sビル1階北

16949 生活必需物資供給 IXPLEAS株式会社 越前市 越前市家久町24-9-2

16950 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ｊ＆Ｊ　カトー理容室 越前市 新在家町 9-12

16951 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Jackpot 越前市 国高町2丁目９０

16952 生活必需物資供給 Jewelry&Watch 正午堂　武生楽市店 越前市 横市町28-14-1

16953 生活必需物資供給 Jewelry,Watch&Optical 正午堂　今立本 越前市 粟田部町33-6-6

16954 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）K homme Hair 越前市 深草2丁目5-31

16955 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）KAITO2 越前市 押田１丁目2-7

16956 生活必需物資供給 KAZU 越前市 福井県越前市上太田町37-3-7

16957 飲食料品供給 khurk 越前市 小松2丁目16-8

16958 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Lair du temps 越前市 あおば町1-9

16959 生活必需物資供給 LANTEN by flower 越前市 小松2丁目3-3

16960 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ｌｅ-Ｃｉｅｌ 越前市 高瀬1-25-35

16961 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）LIPS 越前市 北千福町134

16962 生活必需物資供給 LOOZEL 越前市 高瀬2-3

16963 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） Lounge あさ乃 越前市 若竹町9-28

16964 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）LOUNGE ルーナ 越前市 塚町1番地７

16965 飲食料品供給 MAMI CAFE  たちばな屋 越前市 稲寄町7-22-1

16966 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）MANHATTAN 武生店 越前市 府中1丁目2-3 センチュリープラザ2F

16967 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）nail salon daisy 越前市 家久町74-47

16968 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Noriko美容室 越前市 上太田町３３－２０－１１

16969 生活必需物資供給 office HATTA 越前市 今宿町14-15

16970 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ｏｒｕｇａ 越前市 村国３丁目３４－２９

16971 飲食料品供給 Pain Maison Depa 越前市 村国２丁目5-39

16972 飲食料品供給 Pastelaria Nagata 越前市 岡本町

16973 生活必需物資供給 peapaまつ井 越前市 元町6番地14号

16974 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Pleare ~SALON&SPA~ 越前市 府中2-2-23 Sビル1F南

16975 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）re:boot (リ・ブート) 越前市 広瀬町84-4

16976 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）relaxy hair hideaway 越前市 八幡1丁目95-13-23

16977 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）reRail 越前市 家久町57-19

16978 飲食料品供給 RUNNY CHEESE takefu central park 越前市 高瀬2-9-5　武生中央公園内店舗C

16979 生活必需物資供給 RYUSEN FACTORY＆STORE 越前市 池ノ上町92-5-6

16980 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）SiKi Beauty Design 越前市 粟田部40-7-14

16981 生活必需物資供給 SIPY 越前市 新町7-8

16982 生活必需物資供給 Sixfour武生楽市店 越前市 横市町28-14-1

16983 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Snack 花 越前市 桂町　４ー１１

16984 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Sobar’s 越前市 府中１丁目12ー2

16985 生活必需物資供給 SuperKaBoS+GEO武生店 越前市 新町4-7-1

16986 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）TANDEM NAIL 越前市 塚町1-7

16987 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＴＯＳＨＩ　ＨＡＩＲ 越前市 元町5-4

16988 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）total Beauty M's 越前市 芝原二丁目3-23　仲村テナント１Ｆ

16989 生活必需物資供給 TSUTAYA武生店 越前市 横市町28-14-1

16990 生活必需物資供給 TSUTAYA武生南店 越前市 妙法寺町559番地

16991 生活必需物資供給 V-drug　高瀬店 越前市 越前市文京2-1-33

16992 生活必需物資供給 V-drug　武生店 越前市 越前市新町3-11-1

16993 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） vent  vert 越前市 平林町1-3-8

16994 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）VENUS 越前市 押田１丁目3-27
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16995 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Volt 越前市 38-16-4

16996 飲食料品供給 WoodWood Coffee Roast Service武生Ｓ 越前市 新町7-8

16997 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Y’s scissors 越前市 北府4丁目4-21

16998 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOONみつわ武生店 越前市 畑町5-18

16999 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ZABOON高瀨店 越前市 高瀨1丁目54

17000 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON武生中央店 越前市 中央1丁目13-26

17001 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON武生南店 越前市 妙法寺町488

17002 生活必需物資供給 ZERO27 越前市 新町7-8-1シピィ1Ｆ

17003 飲食料品供給 アーティファクト 越前市 西尾町8-11-45

17004 生活必需物資供給 アイン薬局 越前高瀬 越前市 高瀬1丁目31番15号

17005 生活必需物資供給 あおい商事㈱セルフプラザたけふSS 越前市 村国2-10-20

17006 生活必需物資供給 旭薬品 越前市 住吉町9-12

17007 生活必需物資供給 アジアンマーケット 越前市 新町7-8

17008 生活必需物資供給 アバンツァーレ 越前市 東千福町７－１７

17009 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アムール美容室 越前市 府中2-7-4

17010 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）あられちゃん 越前市 国府1-3-1

17011 生活必需物資供給 アル・プラザ武生 越前市 府中１丁目１１番２号

17012 生活必需物資供給 アルソア　パレット 越前市 八幡1丁目20-5-2

17013 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アルソア　マルシュ 越前市 上太田町29-15-1

17014 飲食料品供給 アルビス稲寄店 越前市 越前市稲寄町26-7-3

17015 生活必需物資供給 アンシャンテタナカ 越前市 新町22番地

17016 生活必需物資供給 イーストサバエサービスステーション 越前市 赤坂町５－１－１

17017 生活必需物資供給 イクラボ武生店 越前市 村国1丁目5-4

17018 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）いづみ 越前市 元町5-17

17019 飲食料品供給 いづみや本店 越前市 村国3-65-1

17020 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）イトー美容室 越前市 天王町5-16

17021 生活必需物資供給 岩﨑商店 越前市 府中一丁目10-10

17022 生活必需物資供給 印章ミタニ 越前市 蓬莱町6-12

17023 生活必需物資供給 うえさか 越前市 朽飯町５－２２

17024 生活必需物資供給 ウシオ薬局　武生店 越前市 府中1丁目4-13

17025 生活必需物資供給 うらら今立給油所 越前市 定友町12-2-1

17026 生活必需物資供給 越前めがねの里 越前市 向陽町53

17027 生活必需物資供給 エバ　シピィ店 越前市 新町7-8　SIPY１階

17028 生活必需物資供給 エバ・本店 越前市 神明町2-24

17029 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）えびす美容室 越前市 中央1丁目９－２５

17030 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エムズネイル 武生店 越前市 府中１－２－３センチュリープラザ1階

17031 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エルパライソ武生店 越前市 高瀬1-21-3タナカビル１F

17032 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）えんじぇるらぶ 越前市 本多1-8-18

17033 生活必需物資供給 エンゼル調剤薬局　武生西店 越前市 上太田町49-5-8

17034 生活必需物資供給 エンゼル調剤薬局　武生店 越前市 府中1-6-30

17035 飲食料品供給 オーマート 越前市 新在家町10-9-2

17036 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）おきらく 越前市 北府2丁目5-2

17037 生活必需物資供給 おしゃれの店　くろだ 越前市 京町一丁目4-33

17038 生活必需物資供給 オッペン化粧品武生営業所 越前市 富士見ヶ丘1-1-10

17039 飲食料品供給 おとと屋 こんぺいとう 越前市 塚町17-1

17040 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）オフィス片岡 越前市 塚町33-27

17041 飲食料品供給 おみやげ　うち田 越前市 府中1-2-3

17042 生活必需物資供給 おやま化粧品店 越前市 宮谷町41-24-1

17043 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）オルガ 越前市 村国三丁目34-29

17044 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カイロクリニカルセンター越前院 越前市 新町7-8シピィ2F

17045 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カイロプラクティック総癒館越前南院 越前市 東千福町8-15東千福町ビル1F

17046 飲食料品供給 かゞみや　蔵の辻店 越前市 京町1-1-1

17047 飲食料品供給 かせや味噌 越前市 粟田部町29-6

17048 飲食料品供給 菓司本陣 月尾 越前市 蓬莱町6-22

17049 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットサロン　ササキ 越前市 村国 4-18-1

17050 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）かつみ理容 越前市 領家町 22-12

17051 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）かとう美容室 越前市 宮谷町40-26

17052 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カフェ＆ラウンジ　ふらっと 越前市 村国3-17-5YOU上の島１Ｅ

17053 生活必需物資供給 株式会社　コープ武生　池ノ上配送セン 越前市 池ノ上町47-8-1

17054 生活必需物資供給 株式会社　コープ武生　オートパル武生 越前市 平出二丁目1-5

17055 飲食料品供給 株式会社　コープ武生　外販センター 越前市 平出二丁目1-5

17056 生活必需物資供給 株式会社　コープ武生　機械課 越前市 平出二丁目1-5

17057 飲食料品供給 株式会社　コープ武生　酒類配送セン 越前市 平出二丁目129

17058 生活必需物資供給 株式会社　コープ武生　資材課 越前市 池ノ上町47-8-1

17059 生活必需物資供給 株式会社　コープ武生　燃料課 越前市 平出一丁目10-26

17060 生活必需物資供給 株式会社　コープ武生　平出給油所 越前市 平出一丁目10-26
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17061 飲食料品供給 株式会社　コープ武生　本社 越前市 平出二丁目1-10

17062 飲食料品供給 (株)一乃松 越前市 三ツ口町77

17063 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪芝居美容室 越前市 帆山町10-13-1

17064 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） カラオケスナック　ホワイトローズ 越前市 府中3丁目3-2 河合アパート

17065 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶 Swing 越前市 堀川町1-28

17066 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶　永遠 越前市 北府２丁目１５－１５

17067 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶 歌輪 越前市 千福町70-1

17068 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶スナック パートナー 越前市 千福町375

17069 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カワイクリーニング 越前市 幸町8-20

17070 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） キーセンター新谷　武生店 越前市 日野美２丁目１８－２

17071 生活必需物資供給 キディランド武生店 越前市 横市町28-14-1

17072 生活必需物資供給 キモノ＆コーディネイトニュー　やまべ 越前市 粟田部町49-11-1

17073 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）クィーンレディス 越前市 本保町19-5

17074 生活必需物資供給 クスリのアオキ 横市店 越前市 横市町27字尾寺1-1

17075 生活必需物資供給 クスリのアオキ 吉野店 越前市 芝原三丁目4番22号

17076 生活必需物資供給 クスリのアオキ 高瀬店 越前市 高瀬一丁目10番25号

17077 生活必需物資供給 クスリのアオキ 今宿店 越前市 今宿町第２号１番地の１

17078 生活必需物資供給 クスリのアオキ 今立店 越前市 粟田部町46字24番

17079 生活必需物資供給 クスリのアオキ 芝原店 越前市 芝原五丁目2番14号

17080 生活必需物資供給 クスリのアオキ 平出店 越前市 平出一丁目9番25号

17081 生活必需物資供給 クリエ 越前市 新町７－８　シピィ1Ｆ

17082 生活必需物資供給 くるみ薬局 越前市 国高2丁目278番地

17083 飲食料品供給 くわばらミート有限会社 越前市 岡本町15ー5

17084 生活必需物資供給 ケーズデンキ　越前店 越前市 瓜生町23-1-1

17085 飲食料品供給 ケーマート味真野 越前市 味真野町11-47-1

17086 生活必需物資供給 ゲンキーサンドーム店 越前市 瓜生町41-11番

17087 生活必需物資供給 ゲンキー粟田部店 越前市 西樫尾町3字10-1

17088 生活必需物資供給 ゲンキー王子保店 越前市 四郎丸町48字18-1

17089 生活必需物資供給 ゲンキー高瀬店 越前市 高瀬1丁目54番

17090 生活必需物資供給 ゲンキー国高店 越前市 国高1丁目1番2

17091 生活必需物資供給 ゲンキー上太田店 越前市 上太田町24-6-6

17092 生活必需物資供給 ゲンキー東陽店 越前市 赤坂町5-1-2

17093 生活必需物資供給 ゲンキー武生西店 越前市 新保町4-10-1

17094 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）コート・ダジュール武生店 越前市 小松1-7-25

17095 飲食料品供給 コープたけふみどり館 越前市 塚町１０－１７－１

17096 飲食料品供給 コープたけふ平出店 越前市 平出２丁目１－１０

17097 生活必需物資供給 ココロ薬局 越前市 高瀬1-20-21

17098 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）こりほぐし本舗 越前市 押田2丁目9-1

17099 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）さいとう理容 越前市 野岡町 6-2-1

17100 飲食料品供給 魚北野 越前市 住吉町9-23

17101 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）さくらんぼ 越前市 桂町3-10-5

17102 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）さくらんぼ 越前市 桂町3ｰ15

17103 飲食料品供給 ささや 越前市 粟田部町28-25

17104 飲食料品供給 さとう酒店 越前市 村国２丁目１２－４５

17105 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サロン　富士 越前市 文京 1-10-1

17106 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サロンドY 越前市 杉崎町11-49

17107 飲食料品供給 さんきち精肉店 越前市 京町1丁目5-29

17108 生活必需物資供給 サンステッププラス越前店 越前市 小松2-6-9

17109 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サン美容室 越前市 国高1-6-4

17110 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）しきぶ温泉湯楽里 越前市 白崎町６８－８

17111 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）シティ美容室 越前市 八幡1-12

17112 生活必需物資供給 しみず化粧品店 越前市 吾妻町5-1

17113 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）シモンビューティークリニークKaya 越前市 瓜生町9-6

17114 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）シャルム 越前市 北山町47-17-43

17115 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）シャンドール 越前市 押田１丁目2-10

17116 生活必需物資供給 シューラルー武生店 越前市 横市町28-14-1

17117 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ジュエル 越前市 国高２丁目90

17118 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）心身療養院 越前市 西尾町8-11-22

17119 生活必需物資供給 ｽｶｲ ﾀｹｳﾁﾃﾞﾝｷ 越前市 北府2-5-14

17120 生活必需物資供給 スギドラッグ武生中央店 越前市 中央二丁目7番5号

17121 生活必需物資供給 スギドラッグ武生南店 越前市 妙法寺町434番地

17122 生活必需物資供給 スギ薬局武生南店 越前市 妙法寺町434

17123 生活必需物資供給 スクールショップいけだや 越前市 京町２－１－５

17124 飲食料品供給 スタジエール ア トゥール 越前市 蓬莱町５－６

17125 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック アイ 越前市 桂町5-9

17126 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　コスモス 越前市 押田二丁目10-12
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17127 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック ジェニー 越前市 桂町4-10

17128 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック せぞん 越前市 真柄町25-68

17129 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック ふみ 越前市 国府2-4-14

17130 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック みやぎの 越前市 片屋46-13-2

17131 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）すなっく　京 越前市 京町1丁目2-29

17132 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　春花 越前市 北府2丁目15-13石田ビル1F

17133 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　仁 越前市 桂町3-15

17134 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナックEVE 越前市 桂町2-34

17135 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナックTiara 越前市 幸町2-5

17136 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナックイブ915 越前市 桂町3ー16

17137 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナックピュア 越前市 府中1-7-6

17138 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック華 越前市 北府3丁目3-27

17139 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） スナック彩花 越前市 桂町4-9

17140 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック舞 越前市 片屋町26-1

17141 生活必需物資供給 スマイル石油　セルフ武生SS 越前市 日野美2-27

17142 生活必需物資供給 すみれ薬局 越前市 東千福町２３－１７

17143 生活必需物資供給 セキセイ化粧品　武生楽市店 越前市 横市町２８－１４－１

17144 生活必需物資供給 セキセイ化粧品　本店 越前市 幸町３－１９

17145 飲食料品供給 セブンイレブン　越前粟田部　店 越前市 粟田部町５４－１８

17146 飲食料品供給 セブンイレブン　越前吉野　店 越前市 芝原５丁目２１－２

17147 飲食料品供給 セブンイレブン　越前広瀬町　店 越前市 広瀬町１４２－１２－１

17148 飲食料品供給 セブンイレブン　越前芝原４丁目　店 越前市 芝原４丁目７２３

17149 飲食料品供給 セブンイレブン　越前塚町　店 越前市 横市町４字３－１

17150 飲食料品供給 セブンイレブン　越前妙法寺町　店 越前市 妙法寺町５５番

17151 生活必需物資供給 セムイ調剤薬局 越前市 横市町16-1-1

17152 生活必需物資供給 そうごう薬局　越前店 越前市 今宿町2-3-11

17153 生活必需物資供給 そうごう薬局　武生南店 越前市 常久町8-1-2

17154 生活必需物資供給 ソラシド薬局 越前市 越前市庄町1-2

17155 生活必需物資供給 ダイソー　福井武生シピィ店 越前市 新町２－１７－２武生シピィ店２階

17156 生活必需物資供給 ダイソー武生店 越前市 高瀬1丁目67

17157 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）タカギ美容室 越前市 大虫本町４－７

17158 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）たかしま美容室 越前市 元町5-26

17159 生活必需物資供給 タカハシ靴販売株式会社 越前市 小松２丁目22-28

17160 生活必需物資供給 タケフナイフビレッジ 越前市 余川町22-91

17161 生活必需物資供給 武生配送センター 越前市 北府二丁目6-22

17162 生活必需物資供給 男子専科ダイヨ 越前市 京町一丁目1-11

17163 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）チェリー美容室 越前市 家久町88-17-10

17164 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）チェリオ 越前市 押田一丁目3ー19

17165 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）チコ美容室 越前市 粟田部町39-2-2

17166 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 中央カントリー 越前市 矢船町21-1

17167 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）チョキチョキ 越前市 新町7-8

17168 飲食料品供給 塚町屋 越前市 蓬莱町4-20

17169 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ツネモト理容 越前市 上杉本町 16-3-7

17170 生活必需物資供給 テラオライテック株式会社 越前市 本保町8-5-1

17171 生活必需物資供給 テラダ調剤薬局 越前市 本多1-7-7

17172 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）でんきランドタナカ 越前市 粟田部町34-6

17173 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）東部カントリー 越前市 西尾町62-49

17174 生活必需物資供給 トータルファッションウチダ 越前市 粟田部町39-12-10

17175 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ときわ治療室 越前市 小松2-14-18

17176 生活必需物資供給 ドコモショップ武生店 越前市 芝原３丁目6-22

17177 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）とこや髪細工 越前市 池泉町5-24-1

17178 生活必需物資供給 虎ノ門漢方堂 越前市 京町三丁目1-26

17179 生活必需物資供給 ドレスアップ栗塚 越前市 国府二丁目6-9

17180 生活必需物資供給 ドレミ調剤薬局 越前市 帆山町9-22-4

17181 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ナイト・イン 永来 越前市 押田1丁目1-14

17182 生活必需物資供給 ナインオーナイン 越前市 京町一丁目1-9

17183 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）なかみち美容室 越前市 姫川2丁目3-14

17184 飲食料品供給 西もと 越前市 吾妻町3-23

17185 生活必需物資供給 ニューイングランド　かみかわ 越前市 大塩町4-16

17186 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ノア美容室 越前市 塚町53-1-12

17187 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）のびる 越前市 国高2丁目44-2-30-7

17188 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ノリコ美容室 越前市 上太田町 ３３－２０－１１

17189 生活必需物資供給 バースディ　ハーツたけふ店 越前市 芝原４－５－３０

17190 飲食料品供給 ハーツたけふ 越前市 芝原4丁目６番２１号

17191 生活必需物資供給 ハートイン　NAKANO 越前市 南1-12-7

17192 生活必需物資供給 ハートイン　NAKANO　中野商会 越前市 南1－12－7
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17193 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）はせがわ美容室 越前市 粟田部町３２－１６

17194 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ハッピーナイト 越前市 桂町　4-9

17195 飲食料品供給 ハニーBigBellyMarket芝原 越前市 芝原5丁目3-44

17196 飲食料品供給 ハニーBigBellyMarket新町 越前市 新町28-1

17197 生活必需物資供給 林石油店 越前市 野岡町21-1-8

17198 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）パリス美容室 越前市 沢町139

17199 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）バル　バル 越前市 国高 2-325-9

17200 生活必需物資供給 はるやま 福井武生店 越前市 片屋町第58-4-1

17201 飲食料品供給 バロー　国高店 越前市 国高1丁目2-2

17202 飲食料品供給 バロー　今立店 越前市 粟田部中央1丁目106

17203 飲食料品供給 バロー　武生店 越前市 日野美２丁目18-1

17204 飲食料品供給 バロー　北日野店 越前市 畑町3－1－1

17205 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室ｃｈａｔｔｙ 越前市 粟田部町47-29-2

17206 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Ｍ＆エム 越前市 小松2-13-20

17207 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Wish 越前市 府中1-7-6

17208 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ケイ 越前市 深草1-12-14

17209 飲食料品供給 ひさかや食料品店 越前市 住吉町3-34

17210 生活必需物資供給 ひしだい書店国高店 越前市 村国3-63-1

17211 飲食料品供給 ピッコロ 越前市 中央1-12-26

17212 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美髪　倶楽部 越前市 広瀬町 142-7-1

17213 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ひまわり 越前市 村国1-5-9

17214 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティーハウス　オオサカ 越前市 定友町1-22

17215 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝ　オオサカ 越前市 定友町12-8

17216 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝ ｸｲｰﾝﾚﾃﾞｨｽ 越前市 本保町19-5

17217 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン なな子 越前市 府中2-3-16

17218 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン　髪の里 越前市 岩本町１２－８

17219 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ビューティサロンエマ 越前市 四郎丸町47-11-2

17220 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン月倭子 越前市 新堂町19-8

17221 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Hikari 越前市 国府1-10-26

17222 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ﾊﾛｰﾚﾃﾞｨｰ武生店 越前市 家久町30-11-2

17223 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ひるからおけスナック　ひまわり 越前市 村国１丁目５－９

17224 生活必需物資供給 ファッションクロス西野 越前市 北町45-60-1

17225 生活必需物資供給 ファッションハウス　やま守 越前市 野岡町27-6

17226 生活必需物資供給 ファッションプラザヤスサキ武生店 越前市 横市町28-14-1

17227 飲食料品供給 ファミリーマート　粟田部　店 越前市 粟田部町東２－６－７

17228 飲食料品供給 ファミリーマート　越前押田　店 越前市 押田二丁目１０番７号

17229 飲食料品供給 ファミリーマート　越前向陽　店 越前市 塚原町第２５号１２番地５

17230 飲食料品供給 ファミリーマート　越前芝原　店 越前市 芝原５丁目４番２１

17231 飲食料品供給 ファミリーマート　越前小松　店 越前市 小松二丁目６番６号

17232 飲食料品供給 ファミリーマート　越前庄田　店 越前市 庄田町１－３

17233 飲食料品供給 ファミリーマート　越前西尾町　店 越前市 西尾町第５１号６６番地１

17234 飲食料品供給 ファミリーマート　越前千福　店 越前市 千福町３８０番

17235 飲食料品供給 ファミリーマート　越前大虫　店 越前市 上太田町第５０号４番地の１

17236 飲食料品供給 ファミリーマート　越前南一丁目　店 越前市 南１丁目１３－１５

17237 飲食料品供給 ファミリーマート　越前本町　店 越前市 本町８番６号

17238 飲食料品供給 ファミリーマート　上太田　店 越前市 上太田町１３－３－３

17239 飲食料品供給 ファミリーマート　上太田店 越前市 上太田町13-3-3

17240 飲食料品供給 ファミリーマート　村国四丁目　店 越前市 村国４丁目１９

17241 飲食料品供給 ファミリーマート　武生家久　店 越前市 家久町第５７号１５番地の１

17242 飲食料品供給 ファミリーマート　武生広瀬　店 越前市 広瀬町１４２－１－１

17243 飲食料品供給 ファミリーマート　武生中央公園前　店 越前市 高瀬２丁目２－４

17244 飲食料品供給 フーズクラブサカイ 越前市 本多2丁目2-5

17245 飲食料品供給 フードショップにしの 越前市 小松２丁目　1-1

17246 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ふくくる 越前市 北府3丁目12-129

17247 生活必需物資供給 ふくてつ塚町ステーション 越前市 塚町218

17248 生活必需物資供給 ふくてつ問屋ステーション 越前市 小野谷町4-13-17

17249 飲食料品供給 ふく家餅舗 越前市 天王町４－１４

17250 生活必需物資供給 ブティックパロ 越前市 蓬莱町6-16

17251 生活必需物資供給 プラスハート武生店 越前市 横市町28-14-1

17252 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）フラミンゴ 越前市 平出二丁目4ー11

17253 飲食料品供給 フランス菓子アトリエ　リリアン 越前市 稲寄町23-11-7

17254 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ぷりん 越前市 平出２丁目4―11

17255 生活必需物資供給 ふるーれ・T 越前市 南1-1-17

17256 飲食料品供給 フレッシュプラザしゅうさん 越前市 岩本町12ー11ー2

17257 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーアートクラブアカガネ 越前市 日野美2丁目11-14

17258 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーアトリエ LimLim 越前市 塚町14-15-7
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17259 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　ＭＡＥＺＡＷＡ 越前市 小松 2-21-27

17260 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　OHARA 越前市 広瀬町 131-25-2

17261 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　いわ井 越前市 本町２－２２

17262 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　スペース 越前市 北町43-68-11

17263 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　ナカムラ 越前市 深草 1-16-19

17264 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　バング 越前市 幸町2－5

17265 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　ヤマダ 越前市 芝原 3-6-46

17266 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　大山 越前市 芝原 5-12-27

17267 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンveil 越前市 四郎丸町43-3

17268 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンイシタニ 越前市 小松一丁目8-46

17269 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアースタジオSHIBA 越前市 芝原2-3-12

17270 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアースペース　ＴＡＭＡ 越前市 西尾町 8-17-6

17271 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアースペースTAMA 越前市 西尾町8-17-6

17272 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーデザインLINK 越前市 新町6-1-2

17273 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ヘアーファクトリーＳＥＮＡ 越前市 国高3-9-21-3

17274 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーブティック AI 越前市 三ツ屋町28-18-14

17275 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーメイク　キュート 越前市 妙法寺町524

17276 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーメイク　ラ・フォーレ 越前市 府中1-8-9

17277 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアカラー専門店カラープラス　武生店 越前市 千福町7番地

17278 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘア－サロンかわばた 越前市 住吉町３-３２

17279 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアステージ スワン 越前市 国高2-18-3

17280 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアツリー 越前市 千福町462 カーサラヴィータE112

17281 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアメイク　のんのん 越前市 野岡町30-1-8

17282 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアメイクのんのん 越前市 野岡町30－1－8

17283 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ヘルス西部院 越前市 高森町10-1-39

17284 生活必需物資供給 ホームセンターみつわ　武生店 越前市 畑町5-18

17285 生活必需物資供給 ポケット・デイリーストアー 越前市 村国３丁目６２ー４

17286 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホリイ美容室 越前市 御幸町1-4

17287 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホリイ美容室　国高店 越前市 国高2-43-7

17288 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）マックスロード 越前市 北府3-11-33

17289 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）松村美容室 越前市 五分市町11-29

17290 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）マブハイ 越前市 桂町4-8

17291 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）マリー 越前市 横市町1-6

17292 飲食料品供給 ミートショップ　まとば 越前市 深草1-16-16

17293 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）みどり整体院 越前市 村国三丁目3-6

17294 飲食料品供給 みどりと自然の村太陽広場 越前市 安養寺町15-3

17295 飲食料品供給 みはらストア 越前市 国府二丁目4-1

17296 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）みらい 越前市 押田１丁目2-7

17297 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）メガネアイスタ― 越前市 府中１－２－３

17298 生活必需物資供給 メガネのハートランド 越前市 横市町5-13

17299 生活必需物資供給 メガネのバン 越前市 越前市小松１丁目６－１４

17300 生活必需物資供給 メガネのブリッヂ 越前市 新保町6-1

17301 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）メンズヘア　バーブレス 越前市 芝原１－６－１４

17302 生活必需物資供給 やまき呉服店 越前市 平和町11-16

17303 生活必需物資供給 山田書店　芝原館 越前市 芝原五丁目12-15-1

17304 生活必需物資供給 山田書店　本館 越前市 常久町7-1-1

17305 生活必需物資供給 やまだ呉服本店 越前市 越前市　味真野町12-23

17306 生活必需物資供給 ヤマモト５ 越前市 京町1-1-8

17307 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）山本美容室 越前市 粟田部町72-7-1

17308 飲食料品供給 やま市分店 越前市 野岡町24-1

17309 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ユキ美容室 越前市 平出2-17-10

17310 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ユリ美容室 越前市 五分市町３－３

17311 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ MATANE 越前市 押田１丁目4-7

17312 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジhades 越前市 府中２丁目２－２０

17313 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジｙ 越前市 京町一丁目4-35

17314 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ラフ・アージュ 越前市 新町8-25-17

17315 飲食料品供給 リカーワールド華　越前店 越前市 片屋町61-21-2

17316 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）リブラ 越前市 芝原2丁目4-22

17317 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）良質米出荷施設 越前市 池ノ上町91-9-9

17318 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容ほそかわ 越前市 蓬莱町4-22

17319 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 理容イケダ 越前市 中央 1-13-3

17320 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）リラックススタジオシュン 越前市 国高1-1-9国高ハイツ二階

17321 生活必需物資供給 リリーフＮ’ｓ 越前市 高瀬1丁目15-20

17322 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）るんるんカット 越前市 府中1丁目11-2

17323 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）レイコ美容室 越前市 若松町1-26

17324 生活必需物資供給 レディス河野 越前市 本保町20-14
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17325 生活必需物資供給 レディスファッションしみず 越前市 京町三丁目2-22

17326 生活必需物資供給 ワークマン武生店 越前市 本保町23-2

17327 飲食料品供給 ワイプラザグルメ館武生店 越前市 横市町28-14-1

17328 飲食料品供給 ワイプラザグルメ館武生南店 越前市 妙法寺町559番地

17329 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）愛 越前市 宮谷町63ー60ー1

17330 飲食料品供給 安川食料品店 越前市 神明町4―27

17331 飲食料品供給 越前市地方卸売市場　武生青果株式会社 越前市 矢船町１７号１５番地

17332 生活必需物資供給 越前打刃物会館 越前市 池ノ上町49-1-3

17333 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）王様の想いパーティーハウス　アラベス 越前市 庄田町9ー50

17334 生活必需物資供給 加藤薬局芝原店 越前市 芝原5丁目１１－２

17335 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）加藤理容室 越前市 越前市新在家町9-12

17336 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）加奈 越前市 家久町111-22

17337 飲食料品供給 河合鮮魚店 越前市 住吉町9-28

17338 生活必需物資供給 花ごころ 越前市 家久町30-4-7

17339 飲食料品供給 花むらさき　シピィ店 越前市 新町7-8　シピィ内

17340 飲食料品供給 花むらさき　武生楽市店 越前市 横市町28-14-1　武生楽市内

17341 飲食料品供給 菓子工房ツインベリー 越前市 富士見が丘1-13-10

17342 生活必需物資供給 灰甚　武生店 越前市 国高2-18-1-90

17343 生活必需物資供給 株式会社　オプチカルイイジマ 越前市 向陽町53

17344 生活必需物資供給 株式会社IWASAKI 越前市 北府二丁目２－３

17345 生活必需物資供給 株式会社オザキスポーツ　武生店 越前市 新町7-8

17346 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）株式会社かずや電業 越前市 新在家町3-11

17347 生活必需物資供給 株式会社かまや 国道営業所 越前市 妙法寺町２９－７－１

17348 生活必需物資供給 株式会社クララ調剤薬局　住吉店 越前市 住吉町9-19

17349 生活必需物資供給 株式会社フープスター・サカイ　福井支 越前市 北町31-38-5

17350 生活必需物資供給 株式会社ブリヂストンショップ福井　TS 越前市 芝原5丁目12-22

17351 生活必需物資供給 株式会社ブリヂストンショップ福井　タ 越前市 芝原5丁目12番22号

17352 生活必需物資供給 株式会社塚崎誠文堂 越前市 京町１－１－８

17353 生活必需物資供給 ㈱河嶋連蔵商店　武生給油所 越前市 日野美一丁目2-5

17354 生活必需物資供給 ㈱シャルレファイン 越前市 姫川２丁目３－３

17355 生活必需物資供給 ㈱塚崎誠文堂 越前市 京町一丁目1-8

17356 生活必需物資供給 ㈱ブリッジ 越前市 味真野町5-1-2

17357 生活必需物資供給 ㈱安久タンス 越前市 小松1-12-21

17358 飲食料品供給 ㈱一乃松　道の駅　越前たけふ店 越前市 大屋町38-5-1　道の駅　越前たけふ1階

17359 生活必需物資供給 丸福産業(株)セルフしばはら店 越前市 片屋町54-13

17360 生活必需物資供給 眼鏡市場 武生店 越前市 横市町１番９ 

17361 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）喜楽楽 越前市 蓬莱町6-16ARKビル1F

17362 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）喫茶　花小路 越前市 小松2-23-11

17363 飲食料品供給 魚正 越前市 越前市五分市町722-7

17364 飲食料品供給 魚八 越前市 八幡2-98-29

17365 飲食料品供給 京町ごはん 越前市 京町1丁目5-7

17366 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）京町整骨院 越前市 京町3丁目2-33

17367 生活必需物資供給 共創未来今立薬局 越前市 粟田部町３４-6-1

17368 飲食料品供給 業務スーパー武生店 越前市 芝原５丁目１３－２２

17369 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）桑原ガラス店 越前市 村国１丁目８－６

17370 生活必需物資供給 個人事業主 越前市 京町1-2-33

17371 生活必需物資供給 光文堂 味真野店 越前市 味真野町11-54-7

17372 生活必需物資供給 光文堂味真野 越前市 味真野町11-54-7

17373 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 黒川クリーニング社 アルビス稲寄店 越前市 稲寄26-7-3

17374 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 シピィ店 越前市 新町7-8 S1PY内

17375 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 ハーツたけふ店 越前市 芝原4-6-21

17376 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 バロー北日野店 越前市 畑町3字1-1

17377 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 バロー国高店 越前市 国高1丁目2-2

17378 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 バローたけふ店 越前市 日野美2丁目18

17379 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 楽市店 越前市 横市町34-5

17380 生活必需物資供給 今立ガス株式会社 越前市 千原町8-10-1

17381 生活必需物資供給 今立らいふ薬局 越前市 粟田部町２９－３２－１

17382 生活必需物資供給 三好生花店 越前市 国府1丁目３－４

17383 生活必需物資供給 三崎タンス店 越前市 元町5－10

17384 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）三中前はりきゅう治療院イーズ 越前市 村国2-13-17

17385 生活必需物資供給 山田英夫商店 越前市 千福町28

17386 飲食料品供給 山田武人商店 越前市 矢船町8-9-1

17387 生活必需物資供給 山田与三松商店 越前市 若竹町3-25

17388 飲食料品供給 四季の餅　あめこ 越前市 国府一丁目6-5

17389 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 寺まち美容室shiro 越前市 京町1-5-3

17390 飲食料品供給 室田菓舗 越前市 南3-5-3
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17391 飲食料品供給 酒蔵さかえや 越前市 押田２丁目１－５

17392 生活必需物資供給 酒田寝装店 越前市 五分市町２－３

17393 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）酒房　広小路 越前市 蓬莱町3-25

17394 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）酒遊倶楽部　たま 越前市 国府1-9-7

17395 生活必需物資供給 小柳箪笥店(kicoru) 越前市 武生柳町10-7

17396 生活必需物資供給 小林印章堂 越前市 元町１－２７

17397 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）城勝湯 越前市 若竹町10-18

17398 飲食料品供給 深草酒舗(飛坂) 越前市 深草2-6-19

17399 飲食料品供給 神崎屋酒舖 越前市 京町2-1-5

17400 生活必需物資供給 神山農園 越前市 広瀬町137-8

17401 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）神田商事 越前市 芝原１丁目２１－２５

17402 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）水上理容所 越前市 瓜生町52-2-30

17403 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）水嶋農機 越前市 赤坂町5-1-3

17404 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）水嶋農機商会 越前市 赤坂町5-1-3

17405 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）粋歌  涼 越前市 桂町6-28 酒井ビル2階

17406 飲食料品供給 杉谷又助商店 越前市 南2-9-1

17407 生活必需物資供給 正通瑞香堂薬局 越前市 南３－５－２５

17408 生活必需物資供給 正通薬局府中店 越前市 府中２丁目3-23　武生ﾊｲﾂﾋﾞﾙ

17409 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）西村美容室 越前市 池泉町10-1

17410 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 西尾クリーニング 越前市 京町2丁目2-14

17411 生活必需物資供給 青山電機商会 越前市 平出1-3-1

17412 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）川端理容室 越前市 上太田町 36-1-11

17413 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）洗濯王　粟田部店 越前市 粟田部

17414 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）洗濯王　高瀬店 越前市 文京

17415 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）洗濯王　塚町店 越前市 塚町

17416 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）洗濯王　武生西店 越前市 上太田

17417 飲食料品供給 鮮魚丸松　越前本店 越前市 家久町46-8-2

17418 生活必需物資供給 全国大陶器市　武生中央公園 屋外会場 越前市 福井県越前市高瀬二丁目　武生中央公園

17419 生活必需物資供給 村上商店 越前市 神明町1-40

17420 飲食料品供給 大八本社 越前市 妙法寺町13-4-1

17421 生活必需物資供給 大門堂 越前市 小野谷町4-1-9

17422 飲食料品供給 宅良屋商店 越前市 五分市町

17423 生活必需物資供給 沢田眼鏡店 越前市 元町2-6

17424 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）谷口たたみ店 越前市 帆山町20-3-2

17425 生活必需物資供給 丹南センター薬局 越前市 横市町７－１－２

17426 生活必需物資供給 池田商店 越前市 武生柳町８－２９

17427 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）中村理容室 越前市 天王町 2-20

17428 飲食料品供給 朝倉製菓 越前市 住吉町9-10

17429 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）朝日軒 越前市 越前市粟田部町28-23

17430 生活必需物資供給 辻岡電機株式会社 越前市 清水頭町３－４８－２

17431 飲食料品供給 鶴寿庵　淀屋 越前市 桂町5-14

17432 飲食料品供給 東月堂 越前市 元町1－13

17433 生活必需物資供給 陶器　越山 越前市 蓬莱町4-17

17434 飲食料品供給 内藤米穀店 越前市 あおば町１－１

17435 飲食料品供給 南越酒販協同組合 越前市 中央２丁目8番19号

17436 生活必需物資供給 南山堂薬局天王町店 越前市 元町6-6

17437 生活必需物資供給 日本橋でんき 越前市 家久町８９－３－７

17438 生活必需物資供給 日本調剤　越前薬局 越前市 元町6-5

17439 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）日野の杜整体院 越前市 堀川町9-15　フォーユーエクセルわかたけ1F

17440 生活必需物資供給 能勢商店 越前市 神明町3-25

17441 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪いんぐ谷口 越前市 四郎丸町47号9番地2

17442 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪倶楽部　おざか 越前市 上太田町 37-7-9

17443 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪結処わかいずみ 越前市 高岡町1-31

17444 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪綺麗Corto 越前市 国高1-17-5

17445 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室　Maple 越前市 越前市横市町３３－２５－４

17446 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室　こころ 越前市 千福町

17447 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ＨＥＬＬＯ　ＬＡＤＹ　武生店 越前市 家久町30-11-2

17448 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Noel 越前市 横市町5-13

17449 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室R eepa 越前市 中津山町21-1-1

17450 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室sapuRi 越前市 村国3-50-10

17451 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ウィッシュ 越前市 府中1-7-6

17452 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室なな 越前市 赤坂町5-3-2

17453 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ハーティス 越前市 村国2-9-19

17454 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室ビートル・シピイ 越前市 新町７－８

17455 生活必需物資供給 武生21給油所 越前市 新町4-11-1

17456 生活必需物資供給 武生アルナ販売㈱ 越前市 東千福町21-35
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17457 生活必需物資供給 武生かみやま給油所 越前市 池ノ上町94-7-3

17458 生活必需物資供給 武生家久SS 越前市 家久町57-17

17459 生活必需物資供給 武生楽市 越前市 横市町34-5

17460 生活必需物資供給 福井新聞武生西販売店 越前市 岡本町4－５－５

17461 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）福岡オフィス 越前市 高木町36-3-2

17462 生活必需物資供給 福島雨具店 越前市 蓬莱町5-8

17463 飲食料品供給 米パン　カゼミドリ 越前市 押田２丁目15-28

17464 飲食料品供給 片岡食料品店 越前市 池泉町2-9

17465 生活必需物資供給 北陸リトレッド株式会社　タイヤセール 越前市 家久町24-3-1

17466 生活必需物資供給 北陸リトレッド株式会社　タイヤセール 越前市 家久町24-3-1

17467 生活必需物資供給 北陸リトレッド株式会社　タイヤセール 越前市 家久町24-3-1

17468 生活必需物資供給 北陸リトレッド株式会社　タイヤセン 越前市 家久町24-3-1

17469 生活必需物資供給 北陸リトレッド株式会社　タイヤセン 越前市 家久町24-3-1

17470 生活必需物資供給 北陸リトレッド株式会社　北陸リトレッ 越前市 家久町24-3-1

17471 生活必需物資供給 墨唐三六六ギャラリー 越前市 本多3－2－５

17472 生活必需物資供給 木工房竹内 越前市 武生柳町

17473 飲食料品供給 野菜館にしお 越前市 府中1-14-14

17474 生活必需物資供給 野村家具 越前市 高瀬1-14-45

17475 生活必需物資供給 有限会社　玉村紙店 越前市 蓬莱町３－３４

17476 生活必需物資供給 有限会社　漆崎 越前市 上太田町28-1-1

17477 飲食料品供給 有限会社　寿々木精肉店 越前市 本多3丁目4-25

17478 飲食料品供給 有限会社イッセイ 越前市 矢船町17-15

17479 生活必需物資供給 ㈲武生薬局 越前市 天王町3-25

17480 生活必需物資供給 ㈲武生薬局シピィ店 越前市 新町7-8シピィ1階

17481 生活必需物資供給 洋服の青山 越前店 越前市 爪生町第41号4番地7

17482 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　アキ 越前市 塚町 48-3-7

17483 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　イガラシ 越前市 岩本町 19-5-2

17484 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　クボタ 越前市 本多2丁目3－14

17485 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　サカエ軒 越前市 村国 1-3-11

17486 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　スズキ 越前市 粟田部町 23-33

17487 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　ポール 越前市 府中 3-6-19

17488 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　みずたに 越前市 家久町 87-10

17489 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　ミズノ 越前市 松森町 19-3-1

17490 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　山本 越前市 八幡 1-93-37-1

17491 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容アサヒ軒 越前市 本町6－6

17492 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容すぎもと 越前市 東千福町16-19

17493 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）林クリーニング 越前市 粟田部町68-5

17494 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）鈴奈 越前市 桂町5ー10

17495 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）綺麗 美容室 越前市 下四目町9-9-17

17496 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） haru 坂井市 坂井市春江町江留中39-11-1

17497 飲食料品供給 （有）ぽけっと 坂井市 春江町為国幸３－１

17498 生活必需物資供給 (有)高島石油店　サカイＳＳ 坂井市 坂井町下兵庫131－3－7

17499 飲食料品供給 （有）神戸屋 坂井市 三国町北本町1丁目４－４５

17500 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）@fom美容室 坂井市 坂井市丸岡町磯部島9.1.22

17501 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Akemi美容室 坂井市 三国町北本町4-6-33

17502 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BABY hair make 坂井市 三国町山王4-2-18

17503 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）BABY hairmake 坂井市 三国町山王4-2-18

17504 生活必需物資供給 bandy 坂井市 春江町石塚33-85-2

17505 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＢＢ．Ｓｔｙｌｅ 坂井市 丸岡町今町 101

17506 生活必需物資供給 CandyAlice 坂井市 三国町緑ヶ丘4-12-3

17507 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）CORUM運転代行 坂井市 三国町石丸32-9

17508 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） Crescent 坂井市 丸岡町一本田中34-47 有田ビル１Ｆ 101

17509 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）dazzle  hair make 坂井市 春江町随応寺中央117

17510 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）dazzle hair make 坂井市 春江町随応寺中央117

17511 生活必需物資供給 Dr.Driveセルフまるおか店 坂井市 丸岡町一本田31-4-1

17512 生活必需物資供給 ENEOS坂井町SS 坂井市 坂井町新庄２－４０２

17513 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ｆｅｌｉｚ 坂井市 坂井町徳分田36、14-4

17514 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）GARNET　CRANE 坂井市 丸岡町一本田中34-47

17515 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）GOOD  VIBES BAR RYW'S 坂井市 丸岡町一本田中34-47 有田ビル103

17516 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） Hair Atelier・Obuje 坂井市 春江町本堂31-1-10

17517 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） HAIR HOUSE PURE 坂井市 春江町藤鷲塚36-27

17518 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair salon campus.f 坂井市 春江町江留下高道１０８

17519 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｒｅｓｔ 坂井市 春江町境 26-9

17520 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair shed Re:stamp 坂井市 三国町三国東2-1-8

17521 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair＊make roots 坂井市 坂井町下兵庫２４８－１－３８

17522 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）haru 坂井市 春江町江留中39-11-1
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17523 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）IWC 坂井市 三国町三国東2丁目8-10 メゾンドゥジュワエスト101

17524 生活必需物資供給 i-ビューティーいわさき 坂井市 三国町三国東５丁目１－２０

17525 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ｊ．Ｋｉｙｏｓｈｉｍａ美容室 坂井市 三国町つつじヶ丘9-22

17526 生活必需物資供給 ＪＡ福井県　坂井給油所 坂井市 坂井町上新庄1-1

17527 生活必需物資供給 ＪＡ福井県　坂井燃料配送センター 坂井市 坂井町上新庄1-1

17528 生活必需物資供給 ＪＡ福井県　三国給油所 坂井市 三国町覚善5-36-1

17529 生活必需物資供給 ＪＡ福井県　鳴鹿給油所 坂井市 丸岡町下久米田30-42

17530 生活必需物資供給 KatoreyA 坂井市 丸岡町谷町2-29

17531 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Link 坂井市 三国町加戸119-3-5

17532 生活必需物資供給 Live F(リブエフ) 坂井市 三国町北本町1丁目4-35ビックエルビル1F

17533 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）lusikka   hair&make 坂井市 丸岡町城北1-83-1

17534 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）MAGOCORO3 坂井市 丸岡町長畝７５－１２－１２

17535 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）MANHATTAN 春江店 坂井市 春江町江留上新町3 ホープテラス2F

17536 生活必需物資供給 Nan's Sea 坂井市 三国町米ヶ脇4-4-28

17537 生活必需物資供給 Office Igarashi 坂井市 春江町江留上新町186

17538 飲食料品供給 PLANT-2 坂井店 坂井市 坂井町下新庄15-8-1

17539 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）RESECRÈTE 坂井市 春江町江留上新町3 ホープテラスビル1階

17540 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）river 坂井市 坂井市春江町江留上錦4-4　RHビル102

17541 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）SEED 坂井市 丸岡町栄１丁目111

17542 生活必需物資供給 SOHO 坂井市 春江町随応寺16-11

17543 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Solluna 坂井市 丸岡町羽崎16-1-1

17544 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Spicy maam 坂井市 丸岡町一本田中34-47

17545 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ＳＰＲＩＮＧ 坂井市 市姫 2-2-1

17546 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Sugimoto 坂井市 春江町針原26-58

17547 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）TAT ヘアーメイク 坂井市 春江町西太郎丸18-13-34

17548 生活必需物資供給 THE GATE by SUNDAY MOUNTAIN 坂井市 春江町針原20-29

17549 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Tiara 坂井市 春江町江留下屋敷１０９　Mビル１F

17550 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Trinta tres 坂井市 丸岡町一本田中48-4

17551 生活必需物資供給 TSUTAYA春江店 坂井市 春江町藤鷲塚３８－１０－２

17552 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）van family丸岡店 坂井市 丸岡町一本田２－１１－３ピアゴ丸岡店内

17553 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）VANfamily　丸岡店 坂井市 丸岡町一本田2-11-3ｼﾞｮｲﾏｰﾄ丸岡店

17554 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）VANfamily　三国店 坂井市 三国東6-1-3

17555 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）vanilla 坂井市 三国町三国東６－１－３

17556 生活必需物資供給 Ｗｈｉｓｐｅｒ春江店 坂井市 春江町江留下高道123－1

17557 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Xanadu hair make 坂井市 春江町江留下屋敷74　1F

17558 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON坂井店 坂井市 坂井町下新庄16-44-1

17559 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON三国店 坂井市 坂井市三国町滝谷1-5-1

17560 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON春江店 坂井市 春江町江留下高道１０８

17561 生活必需物資供給 アーストライブ 坂井市 春江町江留上緑29

17562 生活必需物資供給 アートガス有限会社 坂井市 坂井町長屋19－１

17563 生活必需物資供給 あーばんしょっぷかどじゅう 坂井市 三国町北本町4丁目3-23

17564 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）愛　美容室 坂井市 三国町神明1-3-33

17565 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アイアイオ 坂井市 三国町覚善33-1-25

17566 生活必需物資供給 アイコー春江薬局 坂井市 春江町江留下相田３２－２

17567 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）あい美容室 坂井市 春江町江留下3-18

17568 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）青池けい子美容室パルジュ 坂井市 三国町山王6-6-23

17569 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アサミ美容室 坂井市 三国町運動公園2-5-23

17570 生活必需物資供給 アスカにしの 坂井市 三国町安島30-13-1

17571 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）あづま理容美容店 坂井市 春江町中筋 1-2

17572 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アトリエCopper 坂井市 丸岡町霞町４－４０－４

17573 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）あらき理容 坂井市 丸岡町荒町 20-1

17574 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アラ井理容 坂井市 東山 35-5

17575 生活必需物資供給 アル・プラザアミ 坂井市 春江町随応寺第１６号１１番地

17576 生活必需物資供給 アンベリール　イーザ店 坂井市 三国町三国東5-1-20

17577 生活必需物資供給 いそべ薬局 坂井市 丸岡町南横地4-47-1

17578 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）イソミ理容所 坂井市 三国町宿1-10-27

17579 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）いちかわ歯科クリニック 坂井市 春江町江留上錦60-2

17580 飲食料品供給 いちしまミート 坂井市 三国町北本町3丁目4－29

17581 飲食料品供給 いちしまミート　イーザ店 坂井市 三国町三国東5丁目1－20

17582 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）イトー理容室 坂井市 丸岡町北横地 19-1-20

17583 生活必需物資供給 いわさき 坂井市 丸岡町谷町1-1

17584 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ウラ美容室 坂井市 丸岡町霞ヶ丘1-32

17585 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エツコ美容室 坂井市 三国町運動公園2-1-1

17586 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エミー美容室 坂井市 三国町山王6-1-20

17587 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）エルザ美容室 坂井市 春江町西太郎丸11-36

17588 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）おおさき美容室 坂井市 丸岡町南横地21-11
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17589 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）小倉美容室 坂井市 三国町山王6-1-10

17590 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）オグラヤ  薬店 坂井市 三国町北本町3-2-21

17591 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）おしゃれｻﾛﾝ サンライズ 坂井市 丸岡町今市15-10

17592 生活必需物資供給 オッペン化粧品福井中央営業所 坂井市 春江町江留上47-44

17593 生活必需物資供給 オフィス ヒロミ 坂井市 丸尾町今町１９

17594 飲食料品供給 おむつケーキ&TeaHouse CandyAlice 坂井市 三国町緑ヶ丘4-12-3

17595 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）おもや理容 坂井市 丸岡町霞 1-40-1

17596 飲食料品供給 お菓子の店　ひらい 坂井市 春江町為国幸９

17597 飲食料品供給 お肉とお惣菜の店　ナカノ 坂井市 春江町為国幸6-1

17598 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カイロプラクティックサロン　クラルス 坂井市 坂井町折戸33-4

17599 生活必需物資供給 カサシマ 坂井市 三国町神明1-2-1

17600 飲食料品供給 かじ惣　丸岡インター店 坂井市 丸岡町里丸岡２－２

17601 生活必需物資供給 かすみアルプ薬局 坂井市 丸岡町霞町２丁目１３番地１

17602 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カタリナ美容室 坂井市 丸岡町今町4

17603 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットスペース　オオイシ 坂井市 丸岡町松川２丁目128

17604 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットハウス キタ 坂井市 春江町境元町3－1

17605 生活必需物資供給 カボス+GEO三国店 坂井市 三国町三国東5-1-20

17606 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪結処花かんざし 坂井市 丸岡町富田1-15-2

17607 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カヨー美容室 坂井市 春江町為国亀ヶ久保

17608 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）川口美容室 坂井市 三国町米ケ脇5-8-31

17609 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）木田美容室 坂井市 三国町崎32-8

17610 生活必需物資供給 きときはうすギャラリー 坂井市 三国町下野57-26

17611 生活必需物資供給 きときはうすギャラリー。氣ものやよざ 坂井市 三国町下野57-26

17612 飲食料品供給 ギフト三ツ星 坂井市 三国町覚善２－２９

17613 生活必需物資供給 クスリのアオキ 丸岡店 坂井市 丸岡町里丸岡1丁目44番

17614 生活必需物資供給 クスリのアオキ 丸岡北店 坂井市 丸岡町一本田福所24字18番1

17615 生活必需物資供給 クスリのアオキ 坂井店 坂井市 坂井町長畑第22号7番地甲

17616 生活必需物資供給 クスリのアオキ 三国店 坂井市 三国町覚善第2号31番地1

17617 生活必需物資供給 クスリのアオキ 春江店 坂井市 春江町江留下高道132番

17618 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）クリーンエース株式会社　福井営業所 坂井市 春江町江留上新町３

17619 生活必需物資供給 グリーンぱる福井センター薬局 坂井市 春江町江留上本町

17620 生活必需物資供給 くろねこや 坂井市 丸岡町宇随2-19-5

17621 生活必需物資供給 ゲンキー覚善店 坂井市 三国町覚善10-83-13

17622 生活必需物資供給 ゲンキー丸岡栄店 坂井市 丸岡町栄二丁目404番

17623 生活必需物資供給 ゲンキー丸岡店 坂井市 丸岡町高柳9-5

17624 生活必需物資供給 ゲンキー江留下店 坂井市 春江町江留下屋敷64番

17625 生活必需物資供給 ゲンキー坂井店 坂井市 坂井町下新庄19-10-5

17626 生活必需物資供給 ゲンキー三国店 坂井市 三国町楽円58-10-1

17627 生活必需物資供給 ゲンキー三国東店 坂井市 三国町三国東6丁目811番1

17628 生活必需物資供給 ゲンキー春江店 坂井市 春江町随応寺23字6番1

17629 生活必需物資供給 ゲンキー西長田店 坂井市 春江町西長田40-46

17630 生活必需物資供給 ゲンキー猪爪店 坂井市 丸岡町猪爪５丁目110

17631 生活必需物資供給 ゲンキー福井丸岡ＴＣ 坂井市 丸岡町下久米田38-33

17632 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） コート・ダジュール春江店 坂井市 春江町藤鷲塚39-25

17633 生活必需物資供給 コープドラッグ丸岡店 坂井市 丸岡町小黒74字2番地1

17634 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）こばやし理容 坂井市 三国町北本町4丁目３－１７

17635 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サカイ美容室 坂井市 三国町宿3-1-30

17636 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）さかいまち理容所 坂井市 坂井町新庄 1-106

17637 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）さくら 坂井市 坂井市丸岡町霞町１-４０－１

17638 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サトウ美容室 坂井市 三国町宿3-5-15

17639 生活必需物資供給 さふらん工房 坂井市 春江町針原19-28-1

17640 生活必需物資供給 サラダ館丸岡バイパス店 坂井市 丸岡町一本田37－2

17641 生活必需物資供給 サラダ館三国店（みくにギフト） 坂井市 三国町三国東5-2-7

17642 飲食料品供給 さんさん池見 坂井市 三国町池見115-1

17643 生活必需物資供給 サンシャインみつわSS 坂井市 春江町西長田４１－１９－１

17644 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サンテ美容室 坂井市 坂井町五本３－１５

17645 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）しげる理容所 坂井市 丸岡町霞町 2-37-9

17646 生活必需物資供給 シューズベース 坂井市 丸岡町東陽2丁目31

17647 生活必需物資供給 シューズベース ニシムラ 坂井市 丸岡町東陽2-31

17648 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ジョイフル 坂井市 丸岡町寅国4-34-1

17649 生活必需物資供給 しんみせ 坂井市 春江町江留上本町8-2

17650 飲食料品供給 ストロベリーフィールズベーカリー 坂井市 三国町三国東5-2-9

17651 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　オチョオチョ 坂井市 福井県坂井市三国町緑ヶ丘１丁目2-19

17652 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　ひろこ 坂井市 丸岡町西瓜屋15-6-1

17653 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　ミニ 坂井市 丸岡町東陽２丁目３１

17654 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　わち 坂井市 丸岡町本町1-44
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17655 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） スナック　歩 坂井市 丸岡町西瓜屋15-6-1

17656 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック　木立 坂井市 丸岡町上久米田２－５－６

17657 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナックたいむ 坂井市 三国町神明三丁目6－24

17658 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナックぽんた 坂井市 丸岡町石城戸町1丁目16　横山ビル1F 

17659 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック美ビット 坂井市 春江町江留上新町3-E室

17660 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック美南 坂井市 春江町江留下屋敷109-3Mビル1F-北

17661 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック北国 坂井市 三国町

17662 飲食料品供給 スペイン石窯パン酵母はちの子春江店 坂井市 春江町江留下高道58

17663 飲食料品供給 セブンイレブン　丸岡インター　店 坂井市 丸岡町猪爪１丁目３３２

17664 飲食料品供給 セブンイレブン　丸岡一本田福所　店 坂井市 丸岡町一本田福所２２字戸ウノ木町１０番１

17665 飲食料品供給 セブンイレブン　丸岡下安田　店 坂井市 丸岡町下安田２６字４４番５

17666 飲食料品供給 セブンイレブン　丸岡高柳　店 坂井市 丸岡町高柳２字綿田１番

17667 飲食料品供給 セブンイレブン　丸岡上久米田　店 坂井市 丸岡町上久米田８字宮前１０７番

17668 飲食料品供給 セブンイレブン　坂井町下兵庫　店 坂井市 坂井町下兵庫２９９字新橋１０－１

17669 飲食料品供給 セブンイレブン　春江町為国　店 坂井市 春江町為国２３字６－１

17670 生活必需物資供給 セレクトショップふくろう 坂井市 三国町運動公園２丁目1の1

17671 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） セレクトランドリー 坂井市 丸岡町本町1-58

17672 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）セント　ジョージ春江店 坂井市 春江町江留下相田３

17673 生活必需物資供給 ダイソー　ピアゴ丸岡店 坂井市 丸岡町一本田弐字小深町１１番地３　ピアゴ丸岡店１階

17674 生活必需物資供給 ダイソー　福井ＳＰアミ店 坂井市 春江町随応寺１６－ショッピングプラザアミ店内

17675 生活必需物資供給 たけしま 坂井市 坂井市三国町錦3-6-56

17676 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）たけしま理容室    TAkE美容室 坂井市 坂井町上兵庫

17677 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）たちばな鍼灸院 坂井市 福井県坂井市丸岡町西瓜屋１５－１０－２

17678 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）タツミ美容室 坂井市 丸岡町西里丸岡13-3-1

17679 生活必需物資供給 タテノデンキ 坂井市 春江町江留上旭9-6

17680 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ダンス夢パブ 坂井市 三国町梶10-4

17681 生活必需物資供給 ちいさな雑貨屋amis 坂井市 丸岡町西里丸岡8-18

17682 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）鶴　美容室 坂井市 三国町南本町3-1-27

17683 飲食料品供給 つるや本店 坂井市 丸岡町谷町２丁目１７ー１

17684 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ディープ・ヘアースタジオ 坂井市 坂井市三国町三国東2丁目10-22

17685 生活必需物資供給 テックランド坂井店 坂井市 坂井町下新庄16-28-1

17686 生活必需物資供給 テレパル三国店 坂井市 坂井市三国町覚善２－３４－１

17687 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）トゥールセツコ 坂井市 坂井市下新庄16-17-1

17688 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）中村美容室 坂井市 三国町宿2-16-26

17689 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）なかやさんぱつ屋 坂井市 丸岡町西里丸岡10-11

17690 飲食料品供給 なばたけ農場 坂井市 坂井町若宮43-12

17691 生活必需物資供給 にしき調剤薬局 坂井市 三国町錦4-1-10

17692 飲食料品供給 にしさか 坂井市 三国町北本町４丁目２－１４

17693 飲食料品供給 ニシムラコーヒー　春江店 坂井市 春江町随応寺25-1　ハーツ春江店内

17694 生活必需物資供給 人形の孫いち 坂井市 春江町江留上昭和１４５番地

17695 生活必需物資供給 ネイチャートーンズ　シーサイドショッ 坂井市 米ケ脇35-7-3

17696 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ネイルハウスリン 坂井市 丸岡町本町4-67

17697 飲食料品供給 のぼる 坂井市 三国町三国東5-1-20

17698 飲食料品供給 ハーツはるえ 坂井市 春江町随応寺２５字１番

17699 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ハクジュプラザ春江店 坂井市 春江町江留下屋敷74　Ｋビル1Ｆ

17700 飲食料品供給 パティスリー　スリール 坂井市 三国町覚善8-65-1

17701 生活必需物資供給 パナハウス　イケダ 坂井市 丸岡町

17702 飲食料品供給 ハニーBigBellyMarket春江 坂井市 春江町江留下高道113-3

17703 飲食料品供給 ハニー食彩館みくに店 坂井市 三国町三国東７丁目１－５１３

17704 飲食料品供給 ハニー食彩館丸岡店 坂井市 丸岡町羽崎１６－２５－１

17705 飲食料品供給 バロー　丸岡店 坂井市 丸岡町２丁目３３番地

17706 飲食料品供給 バロー　春江店 坂井市 春江町随応寺東24番-1

17707 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ハンコ卸売センター春江店 坂井市 春江町江留下高道113

17708 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室 純 坂井市 三国町川崎27-9

17709 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Ｃａｒｉｎｔｅ 坂井市 三国町三国東6-2-10

17710 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ＫＡＯＲＵ 坂井市 丸岡町長畝75-17-1

17711 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ＮＯＢＵ 坂井市 春江町境21-17-1

17712 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Ｐ・Ａ・ＰＯＰ 坂井市 三国町錦3丁目5-47

17713 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Ｖiento 坂井市 丸岡町一本田福所24-30

17714 飲食料品供給 ピアゴ丸岡店 坂井市 丸岡町一本田弐字子深町11番地3

17715 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室いくたろう 坂井市 丸岡町富田2-20

17716 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ピース 坂井市 丸岡町西瓜屋15-6-1

17717 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ヴィーナス 坂井市 丸岡町栄1-111

17718 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ココット 坂井市 三国町運動公園2-14-24

17719 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室タケダ 坂井市 三国町加戸96-1

17720 生活必需物資供給 ビチ プリモ パッソ 坂井市 春江町取次４－２
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17721 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）美ビット 坂井市 春江町いちい野北7025

17722 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ポケット 坂井市 丸岡町羽崎12-10-2

17723 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ボブ 坂井市 丸岡町今福13-13

17724 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティーサロン絹 坂井市 丸岡町松川一丁目107

17725 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン ベル 坂井市 丸岡町高柳2-12-3

17726 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン中村 坂井市 丸岡町霞1-54

17727 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティ三日月 坂井市 坂井町上新庄51-33

17728 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ＢｉＢｉａｎ 坂井市 春江町江留上錦48ｴｸｾﾙｼｱｺｰﾄ１Ｆ

17729 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 坂井市 丸岡町谷町3

17730 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室クリエイト 坂井市 春江町随応寺25-9-3

17731 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室ミューズ 坂井市 三国町北本町1-6-28

17732 飲食料品供給 びょうぶや 坂井市 三国町北本町4-4-40

17733 生活必需物資供給 ファッションプラザヤスサキ三国店 坂井市 三国町三国東５丁目1-20

17734 飲食料品供給 ファミリーマート　丸岡インター　店 坂井市 丸岡町猪爪７丁目１２１番

17735 飲食料品供給 ファミリーマート　丸岡磯部島　店 坂井市 丸岡町磯部島第９号２０番地１

17736 飲食料品供給 ファミリーマート　丸岡西里　店 坂井市 丸岡町西里丸岡４字２０

17737 飲食料品供給 ファミリーマート　丸岡北　店 坂井市 丸岡町長畝７５字１６番１

17738 飲食料品供給 ファミリーマート　御油田　店 坂井市 坂井町御油田２４－１－１

17739 飲食料品供給 ファミリーマート　坂井三国東尋坊　店 坂井市 三国町宿第４８号１４番地１

17740 飲食料品供給 ファミリーマート　坂井長畑　店 坂井市 坂井町長畑２２字６番地１

17741 飲食料品供給 ファミリーマート　三国駅北口　店 坂井市 三国町北本町１丁目１－２０

17742 飲食料品供給 ファミリーマート　三国新保　店 坂井市 三国町新保９７字港２３番３２

17743 飲食料品供給 ファミリーマート　春江安沢　店 坂井市 春江町安沢１０号１４番地１

17744 飲食料品供給 ファミリーマート　女形谷ＰＡ下り　店 坂井市 丸岡町山久保３０字大門３５番２

17745 飲食料品供給 ファミリーマート　小林木部　店 坂井市 坂井町木部新保３２－１０－２

17746 飲食料品供給 ファミリーマート　福井テクノポート　 坂井市 三国町黒目２２－５０－７

17747 生活必需物資供給 フィッシング神力丸 坂井市 坂井市三国町宿３丁目１２‐11

17748 生活必需物資供給 フォーユー調剤薬局　山岸店 坂井市 三国町山岸６９－３６－５

17749 飲食料品供給 ふくざわ料理旅館 坂井市 坂井市丸岡町山口60-22

17750 生活必需物資供給 ふらわぁTAKAKURA 坂井市 江留上昭和35

17751 生活必需物資供給 フラワー薬局たんぽぽ店 坂井市 三国町北本町2-63-1

17752 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）フレアスラべリア　里丸岡店 坂井市 丸岡町里丸岡3-5

17753 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）フレアスラベリア里丸岡店 坂井市 丸岡町里丸岡3-5

17754 飲食料品供給 フレッシュフクイヤ 坂井市 丸岡町谷町2-21

17755 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーエッセンスしゅん 坂井市 春江町大牧２－２１－７

17756 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアークープウエムラ 坂井市 三国町黒目20-1-18

17757 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーコンセプト ｉ・ｉ・Ｏ 坂井市 三国町覚善33-1-25

17758 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　ＰＲＯＣＥＥＤ 坂井市 春江町随応寺中央 118

17759 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　PROCEED 坂井市 春江町随応寺中央118

17760 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　アラキ 坂井市 丸岡町霞 1-19-3

17761 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　いとざき 坂井市 丸岡町谷町 3-17

17762 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　オカザキ 坂井市 春江町江留下屋敷 109-1

17763 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　きむら 坂井市 丸岡町西瓜屋15-4-3

17764 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　コモリ 坂井市 三国町滝谷 3-6-29

17765 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ヘアーサロン　ナカヤ 坂井市 丸岡町栄2丁目622

17766 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　プロシード 坂井市 春江町随応寺中央118

17767 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンKIDO 坂井市 丸岡町一本田4-44-1

17768 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンたかやま 坂井市 春江町中筋7-15-1

17769 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンフジタ 坂井市 坂井町下兵庫91-14-1

17770 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン小林 坂井市 春江町江留上本町6-11

17771 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ﾍｱｰﾌﾞﾃｨｯｸ　アトリエ 坂井市 三国町緑ヶ丘1-5-6

17772 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアカラー専門店カラープラス　丸岡店 坂井市 丸岡町一本田37-2

17773 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアカラー専門店カラープラス　春江店 坂井市 春江町江留下高道150　鴨池パークペガサス1階東部屋

17774 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアサロン　小林 坂井市 春江町江留上本町 6-11

17775 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘヤーサロン　ますざわ 坂井市 三国町下野 56

17776 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ほおずき 坂井市 丸岡町西瓜屋15-6-1

17777 生活必需物資供給 ホームセンターみつわ丸岡店 坂井市 丸岡町吉政8-17

17778 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ほぐし屋×ハーブベリー 坂井市 坂井市春江町江留下宇和江47

17779 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ほぐし名人　リラックス　春江店 坂井市 春江町随応寺２１－３０

17780 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ポピー美容室 坂井市 丸岡町北横地1-61

17781 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ほまれんげ 坂井市 坂井市坂井町上兵庫３９－３－１７

17782 生活必需物資供給 ホリタ文具　春江店 坂井市 春江町江留下高道84-1

17783 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホルミシス健康ハウス  つだ 坂井市 三国町神明1-1-11

17784 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホワイト理容 坂井市 丸岡町南横地21－8－1

17785 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）舞　美容室 坂井市 丸岡町長畝75-9-3

17786 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）前川美容室 坂井市 坂井町高柳64-1
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17787 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）マエハラ美容室 坂井市 丸岡町城北6-25

17788 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）マリ＆ファム美容室 坂井市 春江町西長田50-35-3

17789 生活必需物資供給 まりも調剤薬局　本店 坂井市 丸岡町猪爪２丁目２０８

17790 生活必需物資供給 まりも調剤薬局丸岡中央店 坂井市 丸岡町西瓜屋16-1-3

17791 生活必需物資供給 まりも調剤薬局丸岡北店 坂井市 丸岡町西里丸岡2-5

17792 生活必需物資供給 まるいち呉服店 坂井市 丸岡町本町1-37

17793 飲食料品供給 まるかんのお店　絶好調 坂井市 三国町山王２‐３‐２６

17794 生活必需物資供給 ミキモト化粧品  福井遙営業所 坂井市 丸岡町八ツ口21-5-4

17795 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ミクスト 坂井市 三国町新宿２－８－５０

17796 生活必需物資供給 みくにショッピングワールド・イーザ 坂井市 三国町三国東5-1-20

17797 生活必需物資供給 みくに刺繍 坂井市 坂井市三国町宿

17798 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）みち美容室 坂井市 三国町神明2-1-14

17799 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）南川美容室 坂井市 丸岡町一本田中35-23

17800 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ミントランドリー 坂井市 丸岡町今福１０－２３

17801 生活必需物資供給 メガネのスカイ丸岡店 坂井市 丸岡町一本田11-3ピアゴ丸岡店内

17802 生活必需物資供給 メガネのハートランド　坂井店 坂井市 坂井町上兵庫３８－１０－１

17803 生活必需物資供給 メガネのハートランド　三国店 坂井市 三国町三国東５丁目1-20 iZa内

17804 生活必需物資供給 メンズショップにし 坂井市 三国町南本町4丁目11-13

17805 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）もみつぼ５　春江店 坂井市 春江町江留中38-5

17806 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）もみつぼ５　福井丸岡店 坂井市 丸岡一本田中32-27-1

17807 生活必需物資供給 やそしま 坂井市 三国町北本町1-4-20

17808 飲食料品供給 やまや春江店 坂井市 春江町江留上昭和150-1

17809 飲食料品供給 やま甚 坂井市 三国町楽円53-21-3

17810 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）やわた美容室 坂井市 三国町神明2-3-9

17811 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ゆあぽ～と 坂井市 三国町宿２丁目１８－１

17812 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ゆうらくざ・まきた 坂井市 春江町江留上中央10-6

17813 生活必需物資供給 ヨコガワ電器 坂井市 坂井町上新庄36-30

17814 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）吉川美容室 坂井市 坂井町木部新保3-64-1

17815 生活必需物資供給 よしだ商店 坂井市 丸岡町上安田７－２０－６

17816 飲食料品供給 よしみず 坂井市 丸岡町本町4丁目28

17817 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラフ呑み酒BAR KAKASHI 坂井市 丸岡町一本田中34-47

17818 飲食料品供給 リカーワールド華　坂井店 坂井市 坂井町下新庄16-15

17819 飲食料品供給 リスヤ 坂井市 坂井市丸岡町谷町1-5

17820 生活必需物資供給 リビンク　いづみ 坂井市 三国町三国東3-10-21

17821 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）レンシン製薬販売部 坂井市 丸岡町友末１１－１４

17822 飲食料品供給 ローソン丸岡一本田店 坂井市 丸岡町一本田福所23-1-3

17823 飲食料品供給 ローソン坂井西長田店 坂井市 春江町西長田37-32-1

17824 飲食料品供給 ローソン春江針原店 坂井市 春江町針原21-49-1

17825 飲食料品供給 一筆啓上茶屋 坂井市 霞町3-1-3

17826 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）稲田理容所 坂井市 市姫 2-25-7

17827 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）隠れ家カイロSalon322 坂井市 春江町随応寺16-11

17828 生活必需物資供給 永田洋品店 坂井市 三国町南本町4-12-18 

17829 飲食料品供給 永平寺四季食彩館　れんげの里 坂井市 丸岡町新鳴鹿3-148

17830 飲食料品供給 越前海鮮倶楽部 坂井市 三国町平山１５－２１

17831 飲食料品供給 越前海鮮倶楽部　手焼き工房店 坂井市 三国町滝谷１－１－１

17832 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）横山理容店 坂井市 丸岡町北横地 15-37

17833 飲食料品供給 岡惣蒲鉾店 坂井市 三国町宿1-14-23

17834 生活必需物資供給 花工房アミ春江店 坂井市 春江町随応寺16－11

17835 生活必需物資供給 花工房イーザ三国店 坂井市 三国町三国東5-1-20

17836 生活必需物資供給 花工房ピアゴ丸岡店 坂井市 丸岡町一本田弐字小深町11-3

17837 飲食料品供給 街の牛乳屋さん 坂井市 丸岡町今福11-36

17838 生活必需物資供給 株式会社　タイヤショップ水野 坂井市 丸岡町磯部新保6-12

17839 飲食料品供給 株式会社　つるや　ピアゴ丸岡店 坂井市 丸岡町一本田2-11-3

17840 生活必需物資供給 株式会社　大黒堂 坂井市 春江町江留上本町13－2

17841 飲食料品供給 株式会社　肉研 坂井市 春江町下小森1-4-1

17842 生活必需物資供給 株式会社ＰＬＡＮＴ 本社 坂井市 坂井町下新庄１５－８－１

17843 生活必需物資供給 株式会社YNG 坂井市 丸岡町南横地21-12

17844 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）株式会社エステートプール 坂井市 丸岡町舟寄154-19-1

17845 生活必需物資供給 株式会社オフィス・ワン 坂井市 丸岡町新九頭竜1丁目7

17846 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）株式会社カイロオフィスYOU癒佑 坂井市 春江町江留上旭14‐5パルテール旭A101

17847 生活必需物資供給 株式会社こだま 坂井市 坂井町上新庄51-8

17848 生活必需物資供給 株式会社サカイミート 坂井市 坂井町五本5号-18番-1

17849 飲食料品供給 株式会社サカイ食品 坂井市 坂井市坂井町下兵庫226-4-2

17850 飲食料品供給 株式会社ホクビシ 坂井市 丸岡町羽崎5-7-4

17851 生活必需物資供給 株式会社マリーベル 坂井市 春江町江留上本町4-12

17852 生活必需物資供給 株式会社古市石油店 坂井市 三国町山王1-4-60
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17853 生活必需物資供給 株式会社大黒堂 坂井市 春江町江留上本町13-2

17854 生活必需物資供給 株式会社竹中商会 坂井市 坂井町下新庄12-13-2

17855 飲食料品供給 株式会社渡辺米穀 坂井市 坂井町長畑24-3

17856 生活必需物資供給 ㈱　吉川隆文堂 坂井市 三国町三国東６丁目2-36

17857 生活必需物資供給 眼鏡市場 福井坂井店 坂井市 坂井町上兵庫３３字長田川１番

17858 飲食料品供給 吉村鮮魚店 坂井市 坂井市春江町江留上40-11

17859 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）吉田理容 坂井市 丸岡町猪爪1丁目324－1

17860 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）吉田理容所 坂井市 三国町黒目 18-35-2

17861 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）喫茶スナック　ミニ 坂井市 丸岡町東陽2丁目31

17862 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）宮本理容所 坂井市 丸岡町本町 3-33

17863 生活必需物資供給 宮脇書店春江店 坂井市 坂井市春江町江留下高道141

17864 生活必需物資供給 京山株式会社芦原店 坂井市 坂井町下兵庫248-1-11

17865 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）京信理容所 坂井市 三国町安島 27-62-3

17866 生活必需物資供給 京乃きものやなぎはら 坂井市 丸岡町南横地21-2

17867 生活必需物資供給 橋本商店 坂井市 春江町為国幸3-2

17868 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）健康ハウススマイル 坂井市 三国町三国東３丁目１０－１２

17869 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）絹 坂井市 春江町江留上相田108

17870 飲食料品供給 五月ヶ瀬　春江総本店 坂井市 坂井市春江町藤鷲塚40

17871 生活必需物資供給 呉服のたなか 坂井市 三国町黒目16-16

17872 飲食料品供給 江戸寿し 丸岡店 坂井市 丸岡町北横地40-17-14

17873 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）高澤理容店 坂井市 丸岡町石城戸町1丁目4

17874 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 アミ店 坂井市 春江町随応寺16-11

17875 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 イーザ店 坂井市 三国町三国東5-1-20

17876 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 西里店 坂井市 西里丸岡11-1

17877 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 ハーツ春江店 坂井市 春江町随応寺25-1

17878 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 春江本店 坂井市 春江町随応寺20

17879 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 バロー春江店 坂井市 春江町随応寺24字

17880 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 ピアゴ丸岡店 坂井市 丸岡町一本田2-11-3

17881 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 ビッグベリー春江店 坂井市 春江町江留下高道113

17882 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 丸岡店 坂井市 丸岡町東陽2-40-7

17883 生活必需物資供給 佐藤ふとん店 坂井市 春江町中庄22-24

17884 飲食料品供給 斎藤酒店 坂井市 丸岡町霞町1-16

17885 生活必需物資供給 坂井アルプ薬局 坂井市 坂井町下兵庫56-7-1

17886 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）桜 坂井市 丸岡町山竹田88-8

17887 生活必需物資供給 雑貨の店ｆｕｗａｒｉ 坂井市 三国町北本町三丁目6-2

17888 生活必需物資供給 三本日和 坂井市 三国町北本町4-4-16

17889 飲食料品供給 三國屋善五郎　本店 坂井市 春江町江留中39-13

17890 飲食料品供給 産直市場　ピアファーム 坂井市 三国町錦4-2-55

17891 飲食料品供給 産直市場ピアファーム 坂井市 三国町北本町2-2-25

17892 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）紫苑 坂井市 丸岡町富田町1-9-2

17893 飲食料品供給 七福屋 坂井市 三国町安島64-1-67

17894 生活必需物資供給 酒井薬局 坂井市 春江町江留下宇和江３０

17895 飲食料品供給 舟寄庵 坂井市 坂井市丸岡町舟寄9-1

17896 飲食料品供給 小寺食料品店 坂井市 丸岡町吉政8-1-27

17897 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）松乃湯 坂井市 春江町為国幸４－５

17898 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）上田理容所 坂井市 丸岡町霞町4丁目13-2

17899 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）心HAIR 坂井市 三国町加戸23-1-14

17900 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 新郷理容所 坂井市 神明２丁目2-43

17901 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）新口理容 坂井市 丸岡町一本田 31-12-8

17902 飲食料品供給 森八大名閣エンゼルランド店 坂井市 春江町江留下高道４３－１

17903 生活必需物資供給 厨房.com 坂井市 春江町針原22-14-1

17904 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）整体An・Do 坂井市 丸岡町吉政8-8-5

17905 飲食料品供給 西洋菓子倶楽部　ピアゴ丸岡店 坂井市 丸岡町一本田2-11-3

17906 飲食料品供給 西洋菓子倶楽部　丸岡店 坂井市 西里丸岡3-45

17907 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）青空 坂井市 丸岡町一本田中34-54-2

17908 生活必需物資供給 青柳洋品店 坂井市 丸岡町北横地4-17

17909 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）洗濯王　丸岡店 坂井市 丸岡

17910 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）洗濯王　春江店 坂井市 春江

17911 生活必需物資供給 染匠　はたの 坂井市 三国町南本町3-6-47

17912 飲食料品供給 太田海産物 坂井市 丸岡町北横地1-8

17913 飲食料品供給 大沼養蜂園直営　はちみつ屋 坂井市 三国町宿三丁目７－２０

17914 飲食料品供給 大木商店 坂井市 坂井町上新庄５１－３８－２

17915 飲食料品供給 宅配クック123坂井あわら店 坂井市 坂井町下新庄3-85

17916 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）谷口理容所 坂井市 丸岡町霞 1-57-22

17917 飲食料品供給 竹田水車メロディーパーク　たけだや 坂井市 丸岡町山口64-31

17918 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）中央理容館 坂井市 三国町北本町４丁目４－４８
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17919 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）中出燃料店 坂井市 春江町江留上旭6-13

17920 生活必需物資供給 仲村の家具 坂井市 丸岡町松川1-15

17921 生活必需物資供給 調剤薬局薬報堂春江店 坂井市 春江町江留上錦52

17922 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）椿 坂井市 丸岡町谷町1-7-2

17923 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 坪田理容店 坂井市 三国町南本町 2-1-22

17924 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）田中理容所 坂井市 坂井町下関 31-32

17925 生活必需物資供給 田島呉服店 坂井市 三国町北本町4-4-42

17926 生活必需物資供給 電化のクマガイ 坂井市 坂井町今井３７－５

17927 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）藤村理容所 坂井市 三国町山王 6-2-57

17928 飲食料品供給 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜 坂井市 三国町山岸６７－３－１

17929 飲食料品供給 肉の江州屋 坂井市 三国町北本町３－２－２５

17930 飲食料品供給 肉はナカノ　アミ店 坂井市 春江町随応寺16-11

17931 飲食料品供給 農産物直売所　ゆりいち 坂井市 春江町石塚21-2-3

17932 飲食料品供給 農産物直売所「いねす市」 坂井市 坂井町蔵垣内34-14-1

17933 飲食料品供給 波屋 坂井市 三国町北本町3-3-44

17934 飲食料品供給 麦客 坂井市 三国町中央2丁目3-20

17935 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪散山崎 坂井市 丸岡町西瓜屋9-27

17936 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）鳩 坂井市 丸岡町南横地4-38

17937 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美ロードサクライ 坂井市 坂井市三国町北本町1-6-30

17938 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美肌脱毛サロンTrueB 坂井市 春江町江留下高道145

17939 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容マエガワ 坂井市 坂井町高柳６４－１

17940 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室 Topaz 坂井市 丸岡町石上２－４２

17941 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室　純 坂井市 三国町川崎27-9

17942 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ALAISE 坂井市 藤鷲塚39-14-1オカビル1-101

17943 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室CARINTÉ 坂井市 三国町三国東6丁目2-10

17944 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Cross Leaf 坂井市 坂井町大味10-81

17945 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Hana 坂井市 坂井町長畑11-1

17946 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室happiness 坂井市 丸岡町谷町１丁目３４－２

17947 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Myuse 坂井市 三国町北本町1-6-28

17948 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室SoLo 坂井市 丸岡町西瓜屋２－１５－１

17949 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室TO.YOU 坂井市 春江町千歩寺32-7-47

17950 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ココ 坂井市 春江町江留下相田118-1

17951 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室スウィート 坂井市 三国町下野

17952 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室マーシュノア 坂井市 春江町随応寺22-15-2

17953 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 美容室みずたま 坂井市 春江町江留下相田4-1

17954 生活必需物資供給 兵庫屋薬局 坂井市 坂井町新庄3-102

17955 生活必需物資供給 平田燃料店 坂井市 春江町針原15-7

17956 飲食料品供給 本田酒店 坂井市 坂井市三国町山王6-2-53

17957 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）麻雀荘　平和 坂井市 丸岡町東陽2丁目92番地

17958 飲食料品供給 抹茶庵 坂井市 三国町北本町3-8-16

17959 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）夢 坂井市 三国町梶10-4

17960 飲食料品供給 夢いっぱいの菓子まさ 坂井市 三国町錦四丁目3-47

17961 生活必需物資供給 野村薬店 坂井市 丸岡町霞町４－２

17962 飲食料品供給 有）ぽけっと 坂井市 坂井市春江町為国幸３－１

17963 生活必需物資供給 有）海道電機 坂井市 丸岡町長畝53-20-3

17964 生活必需物資供給 有限会社　ミヤタ 坂井市 春江町為国幸６番地１

17965 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）有限会社 坂本商店 坂井市 坂井町田島5-20-16

17966 飲食料品供給 有限会社　酒のきどや 坂井市 春江町中筋高田４１－２

17967 飲食料品供給 有限会社ランチサービス 坂井市 丸岡町小黒70-6-2

17968 飲食料品供給 有限会社飴八 坂井市 三国町覚善2-34-1

17969 生活必需物資供給 有限会社丸岡ガス・ライス 坂井市 丸岡町霞町4丁目28

17970 生活必需物資供給 有限会社吉川事務機 坂井市 三国町北本町３丁目１－１８

17971 飲食料品供給 雄島水産株式会社 坂井市 三国町平山15-32

17972 生活必需物資供給 雄福屋 坂井市 三国町宿１－１１－４２

17973 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理美容タケダ 坂井市 三国町加戸96-1

17974 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　ほそじま 坂井市 丸岡町西瓜屋 4-9

17975 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　まえだ 坂井市 三国町宿 2-13-36

17976 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　マコト 坂井市 春江町千歩寺33-1-6

17977 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　佐藤 坂井市 春江町本堂 2-65

17978 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容きむら 坂井市 坂井町大味42-7-4

17979 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容ツヅ 坂井市 春江町江留上緑3-5

17980 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容ニシカワ 坂井市 春江町布施田新１－１２－１

17981 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容マエガワ 坂井市 坂井町高柳６４－１

17982 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容荒谷 坂井市 三国町山王2-9-40

17983 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容室三田 坂井市 坂井市春江町針原21-9-3

17984 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容美容 荒谷 坂井市 三国町山王2ー９ー４０
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17985 生活必需物資供給 鈴木万屋 坂井市 春江町江留上本町６-１６

17986 生活必需物資供給 和あらいや 坂井市 丸岡町富田町1-4

17987 飲食料品供給 鮨飛脚さかい店 坂井市 春江町中筋１００－８５

17988 飲食料品供給 (企)ハンドメイド風ふう 永平寺町 永平寺町松岡下合月18-41

17989 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ailes  Hair 永平寺町 松岡松ケ原4-212

17990 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）barber　LIVING 永平寺町 松岡春日2-21-1

17991 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Cut  in  あさの 永平寺町 山王18-4-10

17992 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Greenday 永平寺町 松岡御公領105番2階

17993 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Hair Ateliet DECO 永平寺町 松岡兼定島25-34

17994 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）HAIR/MAKE  PALIER 永平寺町 松岡室31-55-5

17995 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hairroom guna 永平寺町 松岡観音1-702

17996 飲食料品供給 Komorebi 永平寺町 松岡春日1－30

17997 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）KZ　Beauty　Style 永平寺町 永平寺町松岡葵1-35-1

17998 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Mano・Mano美容室 永平寺町 永平寺町東古市12-26

17999 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Men'sHair AIM 永平寺町 松岡観音２丁目３０９番地３

18000 飲食料品供給 ShopPLUｍ 永平寺町 松岡下合月23-3

18001 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）WASH&FOLD福井医大前店(コインラン 永平寺町 吉田郡松岡下合月 ＷＡＳＨ＆ＦＯＬＤ福井病大前店

18002 飲食料品供給 アトリエ菓修 永平寺町 志比28-9-2

18003 飲食料品供給 石田屋二左衛門株式会社 永平寺町 松岡春日1-38

18004 生活必需物資供給 ウェルシア福大病院前店 永平寺町 永平寺町下合月22-13-1

18005 飲食料品供給 永平寺の里　野彩工房 永平寺町 山王17-31

18006 生活必需物資供給 永平寺メガネ 永平寺町 松岡葵2-103

18007 生活必需物資供給 エンゼル調剤薬局　大学前 永平寺町 松岡御公領902

18008 飲食料品供給 おかもと 永平寺町 志比24-34

18009 飲食料品供給 おみやげ　なかむら 永平寺町 志比24-40

18010 生活必需物資供給 カーテン館 永平寺町 東古市22-135

18011 飲食料品供給 勝山酒店/茶まのおもてなし 永平寺町 松岡薬師1-124

18012 生活必需物資供給 (株)アリーナ・イチオカ 永平寺町 牧福島7-11-1

18013 飲食料品供給 (株)石田屋 永平寺町 松岡春日1-38

18014 生活必需物資供給 (株)コメリ永平寺店 永平寺町 谷口12-76

18015 生活必需物資供給 株式会社　永伸商事 永平寺町 東古市16-5-1

18016 生活必需物資供給 株式会社松川電機 永平寺町 松岡春日1-20

18017 生活必需物資供給 (株)福井エネルギー 永平寺町 松岡室31

18018 生活必需物資供給 キレイ＆りらっくすあらき 永平寺町 松岡神明1-155

18019 飲食料品供給 金花堂 永平寺町 山王20-15-1

18020 生活必需物資供給 クスリのアオキ 松岡店 永平寺町 松岡芝原2丁目86番

18021 飲食料品供給 黒龍酒造株式会社 永平寺町 松岡兼定島11-58

18022 生活必需物資供給 ゲンキー松岡店 永平寺町 松岡室33字上坂竹１番１

18023 生活必需物資供給 ゲンキー東古市店 永平寺町 東古市15-34-1

18024 飲食料品供給 ごとう 永平寺町 志比24-2

18025 飲食料品供給 このゆびとまれ 永平寺町 山王21-13-2

18026 生活必需物資供給 サイクルショップ　デムラ 永平寺町 松岡春日1-48

18027 生活必需物資供給 佐々木電機商会 永平寺町 松岡春日1-10

18028 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）スター美容室 永平寺町 松岡吉野堺12-23-1

18029 飲食料品供給 セブンイレブン　福井県立大学前　店 永平寺町 松岡渡新田４字九艘沢５番３

18030 飲食料品供給 大栄 永平寺町 志比24-17

18031 飲食料品供給 たい夢 永平寺町 永平寺町松岡御公領903

18032 飲食料品供給 たい夢（医大前店） 永平寺町 松岡御公領903番地

18033 飲食料品供給 田中鮮魚店 永平寺町 山王14-16

18034 飲食料品供給 田辺酒造有限会社 永平寺町 松岡芝原2-24

18035 生活必需物資供給 でんきランド　ハセガワ 永平寺町 東古市9-2

18036 飲食料品供給 特定非営利活動法人　かさじぞう 永平寺町 松岡春日2-112

18037 飲食料品供給 中村牛乳 永平寺町 永平寺町松岡春日3-58

18038 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）西本美容室 永平寺町 松岡芝原3-34

18039 生活必需物資供給 根来薬局 永平寺町 松岡葵2-106

18040 生活必需物資供給 はせ川呉服店 永平寺町 東古市13-24-3

18041 飲食料品供給 ハニーARENA福大病院前店 永平寺町 松岡下合月22-10

18042 飲食料品供給 ハニーアレナ福大病院前店 永平寺町 永平寺町松岡下合月22-10

18043 飲食料品供給 ハニー松岡店 永平寺町 吉田郡永平寺町松岡窪25字1-1

18044 飲食料品供給 浜田醤油醸造元 永平寺町 松岡薬師1-50

18045 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ぱんちメイト 永平寺町 永平寺町松岡御公領105

18046 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室フェミナ 永平寺町 永平寺町松岡葵2-90

18047 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ルーエ 永平寺町 永平寺町牧福島20-4

18048 生活必需物資供給 ファッションプラザ松岡店 永平寺町 永平寺町松岡窪25-1-1

18049 生活必需物資供給 ファッションプラザヤスサキ松岡店 永平寺町 松岡窪25字1-1

18050 飲食料品供給 ファミリーマート　松岡室　店 永平寺町 松岡室３３字上坂竹１番２
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18051 飲食料品供給 ファミリーマート　福井大学病院前　店 永平寺町 松岡兼定島３５字８－１

18052 生活必需物資供給 フードショップ　アサヒ 永平寺町 竹原4-1

18053 飲食料品供給 フードショップ・ポット 永平寺町 東古市7-2-1

18054 生活必需物資供給 福井ツバメ商事㈱松岡ガスセンター 永平寺町 松岡葵1-58

18055 生活必需物資供給 福島屋 永平寺町 松岡神明3-24-1

18056 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　うらさき 永平寺町 松岡領家10-60-1

18057 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　おかじま 永平寺町 松岡葵1-58-4

18058 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　さかい 永平寺町 松岡兼定島22-35

18059 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　マーベル 永平寺町 京善7-1-1

18060 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンおかじま 永平寺町 松岡葵1-58-4

18061 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンポンパドール 永平寺町 松岡上合月2-38-2

18062 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーズ　オクデ 永平寺町 北島7-3-1

18063 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーズ オクデ 永平寺町 永平寺町北島7-3-1

18064 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーメイト　IKUKO 永平寺町 松岡志比堺25-220

18065 生活必需物資供給 ペルソナビューティ倶楽部メゾンピュル 永平寺町 諏訪間29-29-1

18066 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ホームドライ本社工場前店 永平寺町 吉田郡山王１８－４－５

18067 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ほぐし家Ｍ 永平寺町 松岡室31-55-1

18068 飲食料品供給 前田かしわ店 永平寺町 松岡芝原1-69-4

18069 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）松岡交通(株) 永平寺町 松岡神明3-92

18070 飲食料品供給 民芸工芸　大関 永平寺町 志比27-17

18071 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）村崎美容室 永平寺町 松岡春日1-36

18072 飲食料品供給 山川屋 永平寺町 志比22-21

18073 飲食料品供給 山口みやげ店 永平寺町 志比5-18

18074 飲食料品供給 山田みやげ店 永平寺町 志比24-38

18075 生活必需物資供給 (有)漆琳工芸 永平寺町 山5-8

18076 飲食料品供給 (有)カトーフード 永平寺町 山王21-12-1

18077 生活必需物資供給 (有)小玉石油 永平寺町 松岡神明1-134

18078 飲食料品供給 (有)幸伸食品 永平寺町 諏訪間33-15

18079 飲食料品供給 (有)鈴木米穀・ＬＰガス 永平寺町 東古市16-57-3

18080 飲食料品供給 (有)竹原精肉店 永平寺町 松岡春日2-79

18081 飲食料品供給 吉田酒造(有) 永平寺町 北島7-22

18082 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ラクマ美容室 永平寺町 松岡薬師1-17

18083 飲食料品供給 ローソン永平寺花谷店 永平寺町 花谷4-8-1

18084 飲食料品供給 ローソン福井医大前店 永平寺町 永平寺町松岡御公領903

18085 飲食料品供給 ローソン福井県立大学前 永平寺町 松岡兼定島11-50-2

18086 飲食料品供給 ローソン松岡室店 永平寺町 松岡室24-1-1

18087 飲食料品供給 ローソン福井大学病院オアシス店 永平寺町 松岡下合月23-3

18088 飲食料品供給 ローソン福井大学病院店 永平寺町 松岡下合月23-3

18089 生活必需物資供給 一般社団法人福井県薬剤師会水仙薬局 永平寺町 松岡御公領906

18090 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）一歩 永平寺町 花谷7-7

18091 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）宇随理容店 永平寺町 松岡神明3-21

18092 飲食料品供給 羽二重餅の古里 永平寺町 松岡吉野35-21-1

18093 飲食料品供給 ㈱タクエツ　製麺所　菓子製造所 永平寺町 松岡兼定島25-5

18094 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 黒川クリーニング社 デイジー店 永平寺町 松岡窪25字1-1(SCデイジー内)

18095 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 ラッキー店 永平寺町 松岡葵2-104

18096 生活必需物資供給 根來薬局 永平寺町 松岡葵2丁目１０６

18097 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）三ツ谷理容所 永平寺町 松岡松ヶ丘1-41

18098 飲食料品供給 秋吉　松岡店 永平寺町 松岡葵2-97

18099 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）新谷理容店 永平寺町 松岡神明2-5-2

18100 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）洗濯王　NEW松岡店 永平寺町 松岡芝原

18101 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）多田美容室 永平寺町 石上１－１

18102 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）反保理容所 永平寺町 竹原2-7-2

18103 生活必需物資供給 尾崎電機株式会社 永平寺町 松岡葵1丁目86番地

18104 生活必需物資供給 福井ツバメ商事（株）松岡ガスセンター 永平寺町 松岡葵1丁目58

18105 生活必需物資供給 福井ツバメ商事株式会社　松岡ガスセン 永平寺町 松岡葵１丁目58

18106 生活必需物資供給 木村薬局 永平寺町 東古市16-56

18107 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理美容室　オアシス 永平寺町 松岡下合月23-3

18108 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容酒井 永平寺町 竹原2-3-1

18109 飲食料品供給 團助 永平寺町 荒谷24－8

18110 生活必需物資供給 ゲンキー池田稲荷店 池田町 稲荷26-35

18111 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ニュー　名古屋 池田町 常安58-4-4

18112 飲食料品供給 まちの駅　こってコテいけだ 池田町 稲荷36-25-1

18113 飲食料品供給 まんまるファーム 池田町 池田町谷口19-13-1

18114 生活必需物資供給 みやかん 池田町 稲荷34-11-1

18115 飲食料品供給 沢崎豆腐店 池田町 安善寺21-2-1

18116 飲食料品供給 湯本味噌 池田町 水海90-9
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18117 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　おかもと 池田町 上荒谷 3-12-1

18118 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 理容　サンエル 池田町 稲荷 33-9-2

18119 飲食料品供給 （企）そまの恋姫サラダ会 南越前町 脇本17-42-1

18120 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）green 南越前町 西大道19-4

18121 飲食料品供給 MARKET　Me 南越前町 牧谷39-2-2

18122 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ZABOON南条店 南越前町 東大道12字矢部25番１

18123 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）今庄ライスセンター 南越前町 今庄9-13

18124 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）いまむら美容室 南越前町 脇本15-9

18125 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）うえせパーマ 南越前町 河野1-33

18126 生活必需物資供給 オシャレショップ　にしぐち 南越前町 南越前町脇本１４－２８

18127 飲食料品供給 お土産特産品販売所　今庄観光協会 南越前町 今庄７４-３-１

18128 生活必需物資供給 株式会社　コープ武生　今庄給油所 南越前町 今庄10-11

18129 生活必需物資供給 株式会社　コープ武生　南条給油所 南越前町 東大道19-57

18130 生活必需物資供給 株式会社　コープ武生　農機サービスセ 南越前町 東大道19-57

18131 生活必需物資供給 クスリのアオキ 南条店 南越前町 東大道25字宮ノ前25番1

18132 生活必需物資供給 ゲンキー南条店 南越前町 東大道60-1

18133 飲食料品供給 コープたけふ南条店 南越前町 東大道２８－４－６

18134 飲食料品供給 セブンイレブン　南越前町　店 南越前町 脇本２８字１－１

18135 生活必需物資供給 タカヤGROUP 南越前町 今庄75-34

18136 生活必需物資供給 なかやま 南越前町 今庄67-20-1

18137 生活必需物資供給 なかやま南条店 南越前町 東大道27-19

18138 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）南条カントリー 南越前町 東大道6-19

18139 飲食料品供給 ハニー南条店 南越前町 南条郡南越前町東大道12-25-1

18140 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ひらの整体院 南越前町 東大道36-107-1

18141 生活必需物資供給 ファッションハウス　カトー 南越前町 東大道3313-3

18142 飲食料品供給 ファミリーマート　河野北前船主通り　 南越前町 河野１字北ノ町８９番

18143 飲食料品供給 ファミリーマート　今庄　店 南越前町 今庄５５－４－７

18144 飲食料品供給 ファミリーマート　南条　店 南越前町 東大道３６号１０５番地１

18145 飲食料品供給 ファミリーマート　南条ＳＡ下り　店 南越前町 上野７８字下八ッ口

18146 飲食料品供給 ファミリーマート　南条ＳＡ上り　店 南越前町 牧谷３９字上駄小屋８

18147 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ふらんせクリーニング　ニュー南条店 南越前町 東大同32-27-1

18148 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ボディーショップ高岡 南越前町 東谷6-46

18149 生活必需物資供給 やかた寝具 南越前町 西大道1-5

18150 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ユリ美容室 南越前町 上野14-11-5

18151 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）るり美容室 南越前町 西大道19-12-4

18152 飲食料品供給 越前河野さへい 南越前町 大良1-1-33

18153 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 河野シーサイド温泉ゆうばえ 南越前町 甲楽城7-31-1

18154 飲食料品供給 株式会社　杉休 南越前町 二ツ屋119字6-2　一ノ瀬山荘

18155 生活必需物資供給 株式会社サカエ設備　今庄給油所 南越前町 今庄86-2

18156 飲食料品供給 丸ヨ商店 南越前町 東大道33-14

18157 生活必需物資供給 京藤呉服店 南越前町 今庄80-14

18158 生活必需物資供給 金清堂 南越前町 今庄67-21

18159 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 黒川クリーニング社 ハニー南条店 南越前町 東大道12-25-1

18160 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）今庄３６５温泉やすらぎ 南越前町 南越前町板取85-6

18161 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）今庄米農 南越前町 南条郡南越前町湯尾５４－２７

18162 飲食料品供給 坂下商店 南越前町 河野19-2

18163 飲食料品供給 山本商店 南越前町 甲楽城9-98

18164 飲食料品供給 上山精肉店 南越前町 今庄81-10

18165 飲食料品供給 新庄商店 南越前町 東大道３３－１４

18166 生活必需物資供給 西日本フリート株式会社南条SA下り給油 南越前町 上野78-7

18167 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）田舎家ほぐし処　ひまわり 南越前町 牧谷5612-1

18168 飲食料品供給 道の駅「南えちぜん山海里」 南越前町 牧谷39-2-2

18169 飲食料品供給 南条SA ポルトガル 南越前町 上野78 北陸自動車道　南条SA下り線

18170 飲食料品供給 南条SA売店 南越前町 上野78北陸自動車道　南条SA下り線

18171 飲食料品供給 農林水産物直売所　　四季菜 南越前町 脇本17-42-1

18172 生活必需物資供給 畑商店 南越前町 脇本27-乙6

18173 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室メイ 南越前町 糠101-11

18174 飲食料品供給 浜焼きようちゃん 南越前町 甲楽城12-3-3

18175 生活必需物資供給 浜野石油店 南越前町 糠13-6

18176 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 福井ボディ・ケア 南越前町 南条郡南越前町湯尾62-10

18177 飲食料品供給 暮らしや 南越前町 今庄75-1

18178 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容テラバ 南越前町 今庄60-49

18179 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容倶楽部よしみ 南越前町 東大道36-107-3

18180 飲食料品供給 林米油 南越前町 湯尾54-13

18181 生活必需物資供給 (株)河瀬石油 越前町 内郡７－１

18182 生活必需物資供給 (有)宮崎石油 越前町 江波24-6-2
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18183 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ｅｔ（エテュ-） 越前町 陶の谷15-26

18184 生活必需物資供給 ＪＡ福井県　宮崎給油所 越前町 江波86-40-1

18185 生活必需物資供給 V-drug　越前朝日店 越前町 丹生郡越前町西田中4-508

18186 飲食料品供給 あさひ愛農園・手づくりみそ工房 越前町 東内郡4-604

18187 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アサヒ理容所 越前町 朝日　1ｰ3ｰ6

18188 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） アトリエ　オム　ヤマグチ 越前町 織田98-8

18189 生活必需物資供給 エンゼル調剤薬局　織田店 越前町 織田103-57-1

18190 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カサツジ美容室 越前町 小曽原20-5

18191 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カットパーマサロン　しみず 越前町 陶ﾉ谷 15-26

18192 飲食料品供給 かねいち水産 越前町 米ノ62-23-4

18193 飲食料品供給 かねとも水産 越前町 厨49-2

18194 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪尽櫛美容室 越前町 宿12-2

18195 生活必需物資供給 クスリのアオキ 織田店 越前町 大王丸14-33

18196 生活必需物資供給 クスリのアオキ 朝日店 越前町 東内郡2丁目222番

18197 生活必需物資供給 くすりのタカムラ 越前町 新保12-63-1

18198 生活必需物資供給 ゲンキー宮崎江波店 越前町 江波63号61番地

18199 生活必需物資供給 ゲンキー織田店 越前町 中１０－5－１

18200 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）コインランドリー　ホワイトピア越前朝 越前町 丹生郡越前町西田中８－４４－１

18201 生活必需物資供給 コツジデンキ 越前町 越前町織田25-15-1

18202 生活必需物資供給 ゴトウ電化 越前町 朝日1-210

18203 生活必需物資供給 サクラ薬局 越前町 織田106-43-2

18204 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ササキ美容室 越前町 織田42-13-1

18205 生活必需物資供給 サンルート417給油所 越前町 西田中4-408

18206 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）汐見美容室 越前町 厨11-39-2

18207 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）シルク美容室 越前町 江波23-29-1

18208 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）スーパーカット NY 越前町 江波24-22-1

18209 生活必需物資供給 スーパーホームセンターヤマキシ朝日店 越前町 乙坂39-1

18210 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）すずらん美容室 越前町 織田37-46

18211 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック花百女 越前町 厨11-22-2

18212 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック宝 越前町 丹生郡越前町厨16-23

18213 生活必需物資供給 タケベ無線織田店 越前町 大王丸14-16-1

18214 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）とも美容室 越前町 朝日　1－3ー6

18215 生活必需物資供給 ニュースポーツ有限会社 越前町 朝日第1号4番地の3

18216 飲食料品供給 ハニーBigBellyMarket朝日 越前町 西田中4丁目102

18217 飲食料品供給 バロー　オタ店 越前町 中7-1-1

18218 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室Ｐｕｔｔｙ 越前町 小曽原20-6-1

18219 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室みるく 越前町 下糸生131-38

18220 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン Ｌａｄｙ 越前町 樫津17-18-1

18221 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ﾋﾞｭｰﾃｨﾊｳｽ MISAKI 越前町 左右3-27

18222 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ミント 越前町 樫津78-1-23

18223 飲食料品供給 ファミリーマート　越前くりや　店 越前町 厨７１字北布山３３４番地１

18224 飲食料品供給 ファミリーマート　越前江波　店 越前町 江波第８６号４２番地１

18225 飲食料品供給 ファミリーマート　丹生越前町　店 越前町 気比庄３３字杉縄手２０番１

18226 飲食料品供給 ファミリーマート　丹生朝日　店 越前町 朝日５－１１３－１

18227 飲食料品供給 ファミリーマート　福井織田町　店 越前町 織田４４号６１番地

18228 飲食料品供給 フレンドリー西之谷 越前町 栃川34-14-2

18229 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　いちのとこや 越前町 市1-7-1

18230 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン コマージュ 越前町 織田98-1

18231 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロンいとう 越前町 気比庄46.17

18232 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーハウスＬＥＥ 越前町 上川去25-17-8

18233 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ホワイトピア越前朝日店 越前町 丹生郡越前町西田中8－44－1

18234 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ミキ美容室 越前町 高佐34-3-9

18235 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ミスズ美容室 越前町 梅浦61-7

18236 生活必需物資供給 メルシ 越前町 越前町中７字上田１番の１

18237 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）もりした美容室 越前町 織田114-38

18238 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）山野美容室 越前町 高佐19-56

18239 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ライオン理容店 越前町 厨 17-52-1

18240 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）越前温泉なぎさの湯 越前町 梅浦60-15

18241 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）越前商会 越前町 小樟1-14-2

18242 生活必需物資供給 家具のあさひ 越前町 上川去9-12-1

18243 飲食料品供給 菓子処　江雲堂 越前町 江波24-44-1

18244 飲食料品供給 海産物　かもめ 越前町 梅浦58-2-3

18245 飲食料品供給 岩本精肉店 越前町 内郡15-12-1

18246 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）共創未来越前町薬局 越前町 内郡10-34

18247 生活必需物資供給 共創未来織田薬局 越前町 越前町織田102-48

18248 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）熊野理容所 越前町 大樟 7-10-2
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18249 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）五島理容所 越前町 野末 17-13-1

18250 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）広比電機商会 越前町 織田８５－２６－２

18251 生活必需物資供給 江口時計店 越前町 中7-1-1

18252 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 西田中店 越前町 東内郡1-140

18253 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 メルシ店 越前町 織田町中7-1-1

18254 生活必需物資供給 鯖丹地域薬剤師会 越前町 西田中１６－３－１

18255 生活必需物資供給 三協薬局 越前町 織田98-21

18256 飲食料品供給 小松鮮魚店 越前町 新保12-57-5

18257 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 森下理容所 越前町 江波 66-27-3

18258 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）洗濯王　朝日店 越前町 内郡

18259 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）増田理容院 越前町 ここのぎ7ー5ー2

18260 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）竹内石油店 越前町 西田中2丁目209番地

18261 生活必需物資供給 朝日町アルプ薬局 越前町 西田中16-12-2

18262 飲食料品供給 道の駅越前うおいち 越前町 厨71-324-1

18263 飲食料品供給 肉の末廣　Bigbelly朝日店 越前町 西田中

18264 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室hana 越前町 織田109-74-8

18265 生活必需物資供給 服飾と呉服のまことや 越前町 天王26-4-1

18266 生活必需物資供給 有限会社   EVAH 越前町 上野18-10

18267 生活必需物資供給 有限会社　飛田電機設備 越前町 西田中17-3

18268 生活必需物資供給 有限会社アサヒ薬局 越前町 西田中１６－３－１

18269 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　アラキ 越前町 大樟 8-40

18270 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　つきだ 越前町 西田中 11-60

18271 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　高松 越前町 新保 13-20

18272 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　山崎 越前町 道口 1-15-1

18273 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容タナカ 越前町 織田42-85

18274 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容ふじさか 越前町 西田中17-40-1

18275 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）露天風呂漁火 越前町 厨71-335-1

18276 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）露天風呂日本海 越前町 米ノ66-97

18277 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）老人憩いの家　陶寿園 越前町 大谷15-1

18278 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）老人福祉センター　幸若苑 越前町 朝日22-1-5

18279 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）和風スナック千和 越前町 高佐32-1-2

18280 生活必需物資供給 (有)マルヤス　サラダ館美浜店 美浜町 河原市14－10

18281 飲食料品供給 Ａコープ美浜店 美浜町 河原市17-5

18282 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） BARBER SHOP KAI 美浜町 大藪 44-3-1

18283 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair coco rire 美浜町 河原市3-1-12

18284 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hair&make FILER 美浜町 金山22-15

18285 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） Ｈａｉｒ’ｓ　ＭＥＷ 美浜町 興道寺41縄4

18286 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）hina☆futa美容室 美浜町 大藪47-25

18287 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）waiting bar ホップ 美浜町 郷市48

18288 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶とよこ 美浜町 佐野44-9

18289 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）カラオケ喫茶ゆうらん 美浜町 三方郡美浜町早瀬1-5

18290 生活必需物資供給 クスリのアオキ 美浜店 美浜町 木野第22号7番地の2

18291 生活必需物資供給 ゲンキー美浜店 美浜町 佐柿59-6-1

18292 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）さつき美容室 美浜町 北前川42-3

18293 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ジョイント美容室 美浜町 佐田56-21

18294 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ななサロン 美浜町 日向10-29

18295 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ななサロン 美浜町 日向10-29

18296 生活必需物資供給 ノエビア福井南販売会社 美浜町 久々子33-27-2

18297 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ノンノプラス 美浜町 松原31-2-1

18298 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ＫＩＳＳ2 美浜町 気山229-40

18299 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室リリ 美浜町 三方24-64

18300 飲食料品供給 ファミリーマート　美浜佐柿　店 美浜町 佐柿５７－３－１

18301 飲食料品供給 ファミリーマート　美浜佐田　店 美浜町 佐田１３８－２

18302 飲食料品供給 ファミリーマート　美浜松原　店 美浜町 松原３３－３９－１

18303 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアー　スズラン 美浜町 松原 15-57-2

18304 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　ちどり 美浜町 早瀬 11-6

18305 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアサロン　サワヤマ 美浜町 佐田 56-20

18306 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアサロン　タナベ 美浜町 興道寺 1-6-2

18307 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ホップ 美浜町 美浜町郷市48

18308 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）みどり美容室 美浜町 別庄94-17

18309 生活必需物資供給 みはま調剤薬局 美浜町 興道寺8-37-1

18310 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ローラン美容室 美浜町 菅浜91-22

18311 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）株式会社日向釣船センター 美浜町 三方郡美浜町日向9-13

18312 生活必需物資供給 高木新光堂 美浜町 河原市9-16-1

18313 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）黒川クリーニング社 美浜店 美浜町 木野21-5-1

18314 飲食料品供給 三宅商店 美浜町 早瀬22-13
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18315 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）篠原理髪店 美浜町 佐田 49-18

18316 飲食料品供給 青池甘泉堂 美浜町 郷市20-6-1

18317 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）沢井石油店 美浜町 佐田38-8

18318 飲食料品供給 中西製菓 美浜町 久々子18-11

18319 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）東洋クリーニング 美浜町 河原市9-1

18320 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室マッシュ 美浜町 郷市13-2

18321 生活必需物資供給 有限会社今村石油 美浜町 河原市18-10-1

18322 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　やまの 美浜町 菅浜 110-20

18323 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髙木クリーニング店 美浜町 菅浜110-2

18324 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）BAR  SLOW 高浜町 湯谷1-23-3

18325 生活必需物資供給 ＪＡ福井県　高浜支店購買課 高浜町 日置40-11-1

18326 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Organic Relax Salon Cocoxia 高浜町 事代1-41-2

18327 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）YUHASU 高浜町 事代　1-40-19

18328 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）いこい 高浜町 和田126-12-1

18329 生活必需物資供給 いたや玩具店　フクヤ店 高浜町 宮崎８７－６－１

18330 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） 一瀬美容室 高浜町 東三松36-13

18331 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）いのうえ美容室 高浜町 宮崎38-7-2

18332 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）おうちサロン・デザートローズ 高浜町 宮崎86-48-14

18333 生活必需物資供給 かんすけ-ｲﾄｳｽﾎﾟｰﾂ 高浜町 三明1号7番地

18334 生活必需物資供給 ゲンキー薗部店 高浜町 薗部41字中奥田15番地

18335 生活必需物資供給 ゲンキー中寄店 高浜町 鐘寄第17号1番地1

18336 飲食料品供給 サクマ商店 高浜町 若宮4-48

18337 飲食料品供給 サニーマート高浜店 高浜町 塩土5-1

18338 飲食料品供給 サニーマート南店・サニーマートおおい 高浜町 宮崎86-5-1

18339 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）スナック ゲスト 高浜町 湯谷1-22-3

18340 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） スナック由紀 高浜町 宮崎86-20-9

18341 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ツボイ美容室 高浜町 立石２１－２

18342 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など） ナイトスポット檀 高浜町 高浜町宮崎45-75

18343 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）なる美美容室 高浜町 和田127ー46

18344 生活必需物資供給 ニュー高浜給油所 高浜町 宮崎77-8-1

18345 飲食料品供給 ハマセ酒店 高浜町 事代1－71

18346 飲食料品供給 はもと加工販売所 高浜町 塩土１

18347 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティきみ 高浜町 宮崎87-15-13

18348 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン藤 高浜町 紫水ヶ丘1-1-59

18349 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ﾋﾞｭｰﾃｨﾊｳｽ のんのん 高浜町 出合7-1

18350 飲食料品供給 ファミリーマート　高浜国道　店 高浜町 宮崎第６４字２番地１

18351 飲食料品供給 ファミリーマート　若狭和田　店 高浜町 和田１１７字上浜田１０４

18352 飲食料品供給 フードショップ　いとう・ござや 高浜町 宮崎45-31

18353 飲食料品供給 プリーズ 高浜町 和田123-5

18354 飲食料品供給 ふ久井鮮魚店 高浜町 和田122-39-1

18355 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　はらだ 高浜町 事代 1-2

18356 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　マツダ 高浜町 東三松36-37

18357 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーボックス　つぼい 高浜町 立石 21-2

18358 飲食料品供給 ぽっぽフジワラ 高浜町 宮崎６９－１２－８

18359 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ゆり美容室 高浜町 小和田65-13

18360 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）リエ美容室 高浜町 三明3-24

18361 飲食料品供給 ローソン高浜東三松店 高浜町 東三松１０－７－２

18362 飲食料品供給 伊藤売店（D棟売店） 高浜町 宮崎45-31

18363 飲食料品供給 御菓子処大次郎 高浜町 青11-17

18364 生活必需物資供給 高浜給油所 高浜町 青17-28-1

18365 飲食料品供給 高浜市場きなーれ 高浜町 宮崎77-1-8

18366 生活必需物資供給 石井洋品店 高浜町 三明2-23-1

18367 飲食料品供給 千成屋醬油店 高浜町 和田111-32

18368 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）大衆酒場　Ｍ 高浜町 若宮

18369 飲食料品供給 大正屋 高浜町 和田

18370 飲食料品供給 大谷かまぼこ 高浜町 三明2-77

18371 飲食料品供給 杜仲茶直売所 高浜町 中山50-22-5

18372 生活必需物資供給 野田屋　ひゃくえん屋 高浜町 宮崎86-10-2

18373 生活必需物資供給 有限会社　丁字屋 高浜町 宮崎83-8-4

18374 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）有限会社フジハラ写真館 高浜町 宮崎65-19-1

18375 生活必需物資供給 有限会社常田書店 高浜町 三明1-2

18376 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　いずみ 高浜町 和田118-15

18377 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　よしだ 高浜町 若宮 4-16

18378 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容ナカムラ 高浜町 三明1-24

18379 飲食料品供給 Ａコープ大飯店 おおい町 本郷137-13-1

18380 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）SPEAKEASY Rouge おおい町 成和２－１－１１３
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18381 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）アートヘアーＣｉ おおい町 本郷142-5-2

18382 飲食料品供給 あきない館 おおい町 名田庄小倉

18383 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）いきいき長寿村・あみーシャン大飯 おおい町 本郷82-14

18384 飲食料品供給 うめっぽ おおい町 岡安41-1-1

18385 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）おおい町あっとほ～むいきいき館 おおい町 名田庄下6-1

18386 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）和　美容室 おおい町 名田庄小倉14-6-6

18387 飲食料品供給 カネイチ商店 おおい町 名田庄三重32-38

18388 生活必需物資供給 クオール薬局おおい店 おおい町 本郷92-53-4

18389 生活必需物資供給 ゲンキーうみんぴあ店 おおい町 成海1-18-1

18390 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ご湯っくり おおい町 名田庄下6-1

18391 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）サンタクルーズ おおい町 本郷154-1-5

18392 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ソアン おおい町 成和 2-1-120

18393 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン アイ おおい町 名田庄小倉29-10-4

18394 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ビューティサロン・アイ おおい町 名田庄小倉29-10-4

18395 飲食料品供給 ファミリーマート　大飯うみんぴあ前　 おおい町 尾内３５号３０番地２

18396 飲食料品供給 フレンドリーストア・フジサワ おおい町 大島90-13

18397 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーサロン　シロコシ おおい町 本郷 104-13-1

18398 生活必需物資供給 ホームプラザナフコおおい店 おおい町 成海1－18－1

18399 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）ラウンジ　ネイビーブルー おおい町 本郷154-1-6

18400 飲食料品供給 季節屋 おおい町 名田庄久坂4-36

18401 飲食料品供給 道の駅　名田庄 おおい町 名田庄納田終

18402 飲食料品供給 道の駅　名田庄　ＰＲ館 おおい町 名田庄納田終

18403 飲食料品供給 道の駅うみんぴあ大飯（直売所） おおい町 成海1-1-2

18404 飲食料品供給 兵助 おおい町 本郷120-4

18405 生活必需物資供給 名田庄給油所 おおい町 名田庄久坂11-4-1

18406 生活必需物資供給 有限会社 時岡石油 本郷SS おおい町 本郷146-13-1

18407 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　コウジロウ おおい町 本郷 121-2

18408 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　みずかみ おおい町 鹿野 19-34-2

18409 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）cream 若狭町 三方19-26-2

18410 生活必需物資供給 Ever Jewelryレピア三方店 若狭町 鳥浜60-1レピア三方店1階

18411 生活必需物資供給 ＪＡ福井県　レイクサイド給油所 若狭町 鳥浜55-66-1

18412 生活必需物資供給 ＪＡ福井県　上中支店購買課 若狭町 上吉田5-44-4

18413 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）Ｌａ・Ｖｅｒｔ 若狭町 三方上中郡若狭町三方４８－１０－５

18414 生活必需物資供給 MUSEUM SHOP 若狭町 北前川16-16-1

18415 生活必需物資供給 PLANT-2 上中店 若狭町 脇袋11-12-1

18416 生活必需物資供給 POLAエステインkokoro 若狭町 三方上中郡若狭町井ノ口29-33

18417 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）Ｐub art 若狭町 井ノ口36ー3 ハッピータウンビル

18418 生活必需物資供給 TECタナカ 若狭町 市場20-14-3

18419 飲食料品供給 イノベーション若狭 若狭町 新道６２－２

18420 生活必需物資供給 インテリアハウス家具のかわら 若狭町 鳥浜４６－２５

18421 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）うまじ助産所 若狭町 岩屋42－4

18422 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）おしゃれＢＯＸフレンド 若狭町 下タ中13-3

18423 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）カイロプラクティック　アインズ 若狭町 三方43-13-1

18424 飲食料品供給 かみなか農楽舎 若狭町 安賀里74-1-1

18425 生活必需物資供給 キマタデンキ 若狭町 井ノ口３７－１２－３

18426 飲食料品供給 クローバーとスピカ 若狭町 鳥浜60-1 ショッピングセンターレピア内

18427 生活必需物資供給 ゲンキー上中店 若狭町 井ノ口第29号16番地

18428 生活必需物資供給 ゲンキー梅街道店 若狭町 鳥浜55-34-3

18429 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）シミズ理容室 若狭町 三方 39-16

18430 生活必需物資供給 シューズショップにほんまつ 若狭町 若狭町鳥浜60-1　レピア内

18431 飲食料品供給 たいしたもん屋（若狭物産協会） 若狭町 兼田1-30-2

18432 生活必需物資供給 ドールイワモト 若狭町 上瀬1-2-12

18433 生活必需物資供給 ドラックバンビレピア店 若狭町 若狭町鳥浜60-1　レピア内

18434 飲食料品供給 ハーツ三方五湖 若狭町 鳥浜４９－６８

18435 飲食料品供給 ハーブタイム 若狭町 成出22-1-1

18436 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）はる美容室 若狭町 三宅85-9-2

18437 飲食料品供給 ファミリーマート　三方五湖ＰＡ　店 若狭町 生倉１８号６番１

18438 飲食料品供給 ファミリーマート　三方鳥浜　店 若狭町 鳥浜５７号１５番３

18439 飲食料品供給 ファミリーマート　三方北前川　店 若狭町 北前川３９－１３－１

18440 飲食料品供給 ファミリーマート　若狭成願寺　店 若狭町 成願寺７－２３－１

18441 飲食料品供給 ファミリーマート　上中三宅　店 若狭町 三宅８０－３５－１

18442 飲食料品供給 ファミリーマート三方北前川店 若狭町 鳥浜27-32

18443 飲食料品供給 プリュム 若狭町 三方12-5-1

18444 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘアーラヴレ 若狭町 成願寺4-20-11

18445 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ヘア－サロン吉本 若狭町 海山67-9

18446 生活必需物資供給 ベルサロン きしもと 若狭町 市場20-15-24
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18447 生活必需物資供給 マツヤ 若狭町 市場19-16

18448 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）みかた温泉きららの湯 若狭町 中央1-6-1

18449 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）みつる美容室 若狭町 大鳥羽6-20-1

18450 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）山口美容室 若狭町 大鳥羽36-2-1

18451 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）ラ・マヒナ 若狭町 天徳寺34-37

18452 飲食料品供給 レインボーショップにじいろ 若狭町 気山18-2-2

18453 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など） ロハスアヤ 若狭町 下吉田８－２４－７

18454 生活必需物資供給 井ノ口給油所 若狭町 井ノ口27-9-2

18455 飲食料品供給 逸見酒店 若狭町 熊川30-4-1

18456 飲食料品供給 岡本善七製菓 若狭町 下タ中7-6

18457 生活必需物資供給 花苑 若狭町 藤井５２ー２５

18458 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）介護福祉施設わらく 若狭町 有田

18459 飲食料品供給 株式会社エコファームみかた 若狭町 鳥浜59-13-1

18460 生活必需物資供給 岩本商店 若狭町 熊川21-4

18461 飲食料品供給 協同組合三方ショッピングセンター 若狭町 三方上中郡若狭町鳥浜60-1

18462 生活必需物資供給 玉井友七商店 若狭町 三宅93-5-5

18463 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）蛍 若狭町 井崎59-20-2

18464 飲食料品供給 江戸っ子寿司レピア店 若狭町 鳥浜60-1レピア内

18465 飲食料品供給 三方ショッピングセンターレピア　肉の 若狭町 鳥浜　60-1

18466 飲食料品供給 山下ミート 若狭町 北前川44-8-1

18467 飲食料品供給 若狭ジビエ工房 若狭町 海士坂42-73

18468 飲食料品供給 若狭ふれあい市場上中店 若狭町 井ノ口37-8-6

18469 生活必需物資供給 若狭上中ＳＳ 若狭町 三宅86-4-1

18470 生活必需物資供給 松屋衣料店 若狭町 市場19-16-2

18471 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）上中クリーニング本店 若狭町 天徳寺24-9-6

18472 生活必需物資供給 上中石油株式会社 若狭町 三宅84-16-1

18473 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）上中理容館 若狭町 市場 21-3-4

18474 生活必需物資供給 石田商店 若狭町 井崎41-50

18475 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）太良久 若狭町 三方39-18-1

18476 遊興施設（スナック、カラオケ、漫画喫茶など）茶居夢 若狭町 井ノ口29-33

18477 飲食料品供給 鳥浜酒造株式会社 若狭町 鳥浜59-30

18478 飲食料品供給 田辺市三郎 若狭町 田井119-22

18479 飲食料品供給 梅の里会館 若狭町 成出17-4-1

18480 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）髪切り屋 若狭町 日笠68-30-2

18481 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室ｒｅｖｅ（レーヴ） 若狭町 気山135-18

18482 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室オリーブ 若狭町 鳥浜59-36-1

18483 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）美容室木の下 若狭町 鳥浜31-10-3

18484 生活必需物資供給 武田燃料店 若狭町 井ノ口35-20

18485 生活必需物資供給 有限会社　野村石油店 十村SS 若狭町 能登野34-37

18486 生活必需物資供給 有限会社　野村石油店 相田給油所 若狭町 相田31－4－1

18487 生活必需物資供給 有限会社五井伴石油　三方SS 若狭町 三方22-32-12

18488 生活必需物資供給 有限会社大橋呉服店 若狭町 鳥浜６０-１　三方ショッピングセンターレピア内

18489 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　シャトー 若狭町 下タ中 34-28-2

18490 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　やまなか 若狭町 三方 48-10-5

18491 生活必需サービス（理美容、クリーニング店など）理容　吉本 若狭町 海山 67-9
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