
1 株式会社　アイケープラスト 敦賀市 91 株式会社　武笠 若狭町

2 株式会社　アイゼン 鯖江市 92 株式会社　武生製麺 越前市

3 アイテック　株式会社 鯖江市 93 武生特殊鋼材　株式会社 越前市

4 株式会社　アイビス高島 鯖江市 94 株式会社　タナックス 福井市

5 ＡＯＩカーライフ、ＡＯＩエネルギー、ＡＯＩカーサービス 福井市 95 株式会社　辻広組 福井市

6 暁産業　株式会社 福井市 96 株式会社　土田鶏卵 福井市

7 医療法人社団　茜会 坂井市 97 データシステム　株式会社 坂井市

8 株式会社　秋吉グループ本部 福井市 98 株式会社　天晴データネット 福井市

9 株式会社　アサヒオプティカル 鯖江市 99 東工シャッター　株式会社 鯖江市

10 株式会社　旭ワーク 福井市 100 東洋染工　株式会社 坂井市

11 株式会社　芦見屋 大野市 101 株式会社　東横イン　福井駅前 福井市

12 株式会社　アスピカ 福井市 102 トーヨーマシックス　株式会社 福井市

13 株式会社　アタゴ 福井市 103 株式会社　トスネット北陸　福井営業所 福井市

14 ＠ｆｏｍ美容室・ｊｐｅｇ美容室・ＭａｎｏＭａｎｏ美容室 坂井市 104 株式会社　ＴＯＰ 越前市

15 アップル流通　株式会社 坂井市 105 株式会社　トヨタレンタリース福井 福井市

16 伊藤電機設備　株式会社 福井市 106 株式会社　ながすぎ 鯖江市

17 伊藤電機販売　株式会社 福井市 107 株式会社　ナカテック 坂井市

18 株式会社　井上金庫製作所 福井市 108 日光産業　株式会社 福井市

19 井上商事　株式会社 福井市 109 株式会社　日光モーター 敦賀市

20 株式会社　岩本屋 福井市 110 新田塚コミュニティ　株式会社 福井市

21 株式会社　ウエキグミ 越前市 111 日東シンコー　株式会社 坂井市

22 株式会社　上田五兵衛商店 福井市 112 株式会社　ニットク 勝山市

23 株式会社　内田材木店 福井市 113 株式会社　日本オカダエンタープライズ・株式会社　Ｒ＆Ｈホールディングス 福井市

24 株式会社　エイコー技術コンサルタント 敦賀市 114 日本ダム　株式会社 福井市

25 株式会社　エイチアンドエフ あわら市 115 株式会社　ニホンパッケージ 福井市

26 株式会社　エコ・クリーン 福井市 116 株式会社　日本ピーエス 敦賀市

27 株式会社　エツミ光学 大野市 117 ネッツトヨタ福井　株式会社 福井市

28 エネックス　株式会社 福井市 118 株式会社　野田電機　敦賀営業所 敦賀市

29 江守エンジニアリング　株式会社 福井市 119 株式会社　ハーモニ産業 福井市

30 江守企画　株式会社 福井市 120 はいや松風園　株式会社 あわら市

31 江守商事　株式会社 福井市 121 八田経編　株式会社 鯖江市

32 近江化工　株式会社　福井工場 越前市 122 花山工業　株式会社 福井市

33 株式会社　オーカワパン 坂井市 123 パワーシステム　株式会社 福井市

34 株式会社　大西商事 福井市 124 株式会社　パワーユニオン 鯖江市

35 岡本エンジニアリング　株式会社 敦賀市 125 株式会社　半澤組 坂井市

36 ＯＫＵＴＡＫＥ　ＧＲＯＵＰ　奥武建設工業(株)・(株)高洋建設・(株)オクタケ 福井市 126 株式会社　ピリケン 福井市

37 株式会社　オザキスポーツ 福井市 127 ファーストウッド　株式会社 福井市

38 株式会社　御素麺屋 福井市 128 株式会社　福井アクティー 坂井市

39 小野谷機工　株式会社、北陸リトレッド　株式会社 越前市 129 福井貨物自動車　株式会社 福井市

40 小浜海産物　株式会社 小浜市 130 福井県環境保全協業組合 福井市

41 オフロム　株式会社 福井市 131 福井県農業共済組合 鯖江市

42 株式会社　カーネーション 福井市 132 福井県民生活協同組合 福井市

43 カネタ　株式会社 福井市 133 福井スズキ自動車販売　株式会社 福井市

44 カワイ　株式会社 越前市 134 福井倉庫　株式会社 福井市

45 川﨑物流　株式会社 坂井市 135 福井ダイハツ販売　株式会社 福井市

46 技建工業　株式会社 福井市 136 福井経編興業　株式会社 福井市

47 株式会社　キャンピオ辻万 福井市 137 福井トヨペット　株式会社 福井市

48 株式会社　京呉服　平田 福井市 138 福井日産自動車　株式会社 福井市

49 キョーセー　株式会社 越前市 139 福井鋲螺　株式会社 あわら市

50 株式会社　キミコン 鯖江市 140 フクイボウ　株式会社 福井市

51 清川建設　株式会社 永平寺町 141 福井三菱自動車販売　株式会社 福井市

52 清川メッキ工業　株式会社 福井市 142 福井めがね工業　株式会社 鯖江市

53 株式会社　グッドウィル 永平寺町 143 福井山田化学工業　株式会社 坂井市

54 久保田電機　株式会社 福井市 144 福井郵便逓送　株式会社 福井市

55 株式会社　グリーンコップ 鯖江市 145 株式会社　福栄倉庫 福井市

56 株式会社　クリンテック 敦賀市 146 株式会社　フクオカ　ラシ 鯖江市

57 株式会社　黒川クリーニング社 坂井市 147 株式会社　福邦銀行 福井市

58 ケイテー・テクシーノ　株式会社 勝山市 148 株式会社　富士屋 鯖江市

59 株式会社　Ｋ２アドバンスト 勝山市 149 株式会社　ふじや食品 越前市

60 KBセーレン・DTY　株式会社 福井市 150 株式会社　ＰＬＡＮＴ 坂井市

61 光生アルミニューム工業　株式会社 福井市 151 フリックイン福井　株式会社　ビジネスホテル　アズイン福井 福井市

62 株式会社　コバード 坂井市 152 株式会社　ホームセンターみつわ 福井市

63 株式会社　五目亭 福井市 153 ホクチク　株式会社 福井市

64 小山商事　株式会社 福井市 154 株式会社　北陸近畿クボタ 福井市
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65 株式会社　サカイエルコム 福井市 155 北陸設備工業　株式会社 福井市

66 サカイオーベックス　株式会社 福井市 156 株式会社　ホテルアルファーワン敦賀、株式会社　ホテル第二敦賀バイパス 敦賀市

67 サカセ化学工業　株式会社 福井市 157 ポリマー化成　株式会社 福井市

68 株式会社　桜川ポンプ製作所　福井事業所 坂井市 158 株式会社　ぼんた 福井市

69 株式会社　佐々木合成 越前市 159 Honda Cars 小浜（有限会社　田中商会） 小浜市

70 株式会社　鯖江工業所 鯖江市 160 前田電気　株式会社 大野市

71 三和繊維　株式会社 福井市 161 松文産業　株式会社 勝山市

72 株式会社　塩浜工業 敦賀市 162 株式会社　マリージョゼ 福井市

73 株式会社　システム研究所 福井市 163 株式会社　マルサンアイ 鯖江市

74 ジビル調査設計　株式会社 福井市 164 株式会社　マルジン 越前市

75 株式会社　下畑組 敦賀市 165 岬工業　株式会社　若狭支店 高浜町

76 株式会社　シャトル 越前市 166 三谷設備　株式会社 福井市

77 ジャパンポリマーク　株式会社 福井市 167 三津井証券　株式会社 福井市

78 株式会社　シャルマン 鯖江市 168 株式会社　ミツヤ 福井市

79 株式会社　ジャロック 福井市 169 有限会社　瑞穂栄商事 敦賀市

80 新富産業　株式会社 福井市 170 明和工業　株式会社 福井市

81 株式会社　清風荘 あわら市 171 株式会社　モンスター 越前市

82 セーレン　株式会社 福井市 172 株式会社　ヤスサキ 福井市

83 株式会社　関組、Ｃhell Ｌiving　株式会社 越前市 173 株式会社　山岸 あわら市

84 セキサンピーシー　株式会社 福井市 174 山金工業　株式会社 福井市

85 株式会社　ダイゲンコーポレーション 福井市 175 山惣工業　株式会社 高浜町

86 大電産業　株式会社 福井市 176 有限会社　吉中精工 福井市

87 株式会社　ダイナテック 福井市 177 社会福祉法人　緑進会 あわら市

88 有限会社　タキダエンタープライズ 坂井市 178 株式会社　ルネッサ 坂井市

89 株式会社　タキナミ 福井市 179 株式会社　若狭開発技術センター 小浜市

90 竹内光学工業　株式会社 鯖江市 180 株式会社　ワカヤマ 鯖江市

※　令和元年５月27日現在のものです（変更となる場合があります）


