
申請事業所名 所在地

代表者名 電話番号

 クラウン防災株式会社 〒919-0504　坂井市坂井町御油田３９－１０１

 代表取締役　　菊田　裕文 　　 0776-66-5200

 消防設備管理株式会社 〒910-0843　福井市西開発２丁目５０１－５

 代表取締役　　尾崎　剛 　　 0776-27-7070

 有限会社ヤマト防災 〒917-0241 小浜市遠敷九丁目２０２－２

 代表取締役　　東　 正純 　　 0770-56-3713

 小林電工株式会社 〒910-0003　福井市松本４丁目５番２８号

 取締役社長　　小林  勝幸 　　 0776-22-5857

 合同会社北防 〒918-8007　 福井市足羽４丁目１４番３０号

 代表執行役員　　荒野  義雄       0776-33-0780

 有限会社東電気工事店 〒912-0053　大野市春日２丁目１３－１１

 代表取締役　　 東　 知朗 　　 0779-64-5746

 株式会社 ほくつう　福井支社 〒918-8231 福井市問屋町２丁目４３番地

取締役支社長　  高宮　一朗 　　 0776-24-1340

 藤井防災エネルギー 株式会社 〒915-0076  越前市国府２丁目５番１０号

 代表取締役　　藤井  洋造 　　 0778-22-5150

 有限会社イサオ電設 〒910-3553 福井市蒲生町１－２５－４

 代表取締役　　山森  龍治 　　 0776-89-2974

 丸栄電工株式会社 〒912-0022　大野市陽明町三丁目１１０４番地

 代表取締役　　山本  久徳 　　 0779-65-7770

 有限会社相互防災 〒911-0035  勝山市郡町二丁目３番３８号

 代表取締役　　安居  智和 　　 0779-88-4140

 株式会社セーフティ・ユニオン 〒918-8022 福井市西谷町２１－５１

 代表取締役　　松本　喜市     0776-97-8751

 有限会社テクノボ－サイ 〒919-0476 坂井市春江町針原１９－２８－５

 代表取締役　　片岡  浩範 　　 0776-51-8119

 酒井電設工業株式会社 〒918-8108 福井市春日１丁目１２番１９号

 代表取締役　　酒井  一徳 　　 0776-36-8402

 株式会社福井建材社 〒918-8231 福井市問屋町２丁目３４番地

 代表取締役　　岩﨑　 新 　　 0776-24-1150

 株式会社中保屋電気商会 〒912-0023　大野市中荒井町１丁目４０４番地

 代表取締役　　石川　廣志 　　 0779-66-0006

 轟産業株式会社 〒918-8550 福井市毛矢３丁目２番４号

 代表取締役　　酒井  薫 　　 0776-36-5525

 藤田電機株式会社 〒917-0072　小浜市千種１丁目１－１１

 代表取締役　　藤田  武司 　　 0770-52-0639

 テラオライテック株式会社 〒915-0806　越前市本保町８－５－１

 代表取締役　　寺尾   剛 　　 0778-22-5215

 大和電建株式会社 〒910-0842 福井市開発一丁目１０１番地

 代表取締役　　髙村  文能 　　 0776-54-3500

 中央設備工業株式会社 〒910-0001 福井市大願寺３丁目７番７号

 代表取締役　　竹澤　善英 　　 0776-24-8385

 新富産業株式会社 〒910-0832　福井市新保町第２３号５番地

 代表取締役　　冨田　敏行 　　 0776-50-6580

 株式会社アイビックス 〒918-8112 福井市下馬２丁目１０１番地

 代表取締役　  吉田  保裕 　　 0776-33-6388

 安全産業株式会社 〒915-0836 越前市野上町１－５３

 代表取締役　　石本  明廣　 　　 0778-23-1542
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表示登録会員名簿
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 有限会社エチゼン電興 〒910-0801 福井市寺前町１－９－３０

 代表取締役　　川口　 豊 　　 0776-53-0605

 山本電気管理事務所 〒910-1203 吉田郡永平寺町上浄法寺１１－４８－２

 代表　　　　　  山本　茂隆 　　 0776-63-4037

 有限会社山本防災設備 〒916-0028 鯖江市小黒町１丁目１５－１３

 代表取締役　　山本　 治 　　 0778-52-8545

 有限会社泉新電設 〒912-0021 大野市中野４６－２９

 代表取締役   　明石　善朗 　　 0779-66-5203

 横山電機株式会社 〒918-8112 福井市下馬２丁目２０４番地

 代表取締役　　横山  剛史 　　 0776-36-8881

 SSK電機株式会社 〒910-0021 福井市乾徳２丁目１番３号

 代表取締役　　鈴木　春実      0776-22-6410

 株式会社国高防災 〒915-0094 越前市横市町５－１

 代表取締役　　井上  吉弘 　　 0778-24-5630

 北陸設備工業株式会社 〒910-0004 福井市宝永四丁目６番３号

 代表取締役　　谷根　雅彦 　　 0776-24-1700

 正光設備株式会社 〒915-0083 越前市押田１丁目３番８号

 代表取締役　　正光  正行 　　 0778-23-1248

 川口電気株式会社 〒914-0814 敦賀市木崎５１号３２番地

 代表取締役　　川口  英夫 　　 0770-23-3000

 酒井電機株式会社 〒918-8001 福井市つくも１丁目２番１7号

 代表取締役　  吉村　豊一 　　 0776-31-5110

 上中ガス株式会社 〒919-1536  三方上中郡若狭町三宅第９２号２番地の１２

 代表取締役　　辻本　 良弘 　　 0770-62-0092

 株式会社スカルト 〒910-0123 福井市八重巻町第13号1番地

 代表取締役社長　　野坂　恒一 　　 0776-56-2720

 株式会社井ノ口電気 〒919-1542　三方上中郡若狭町井ノ口２８－７

 代表取締役　   井ノ口　清英 　　 0770-62-0310

 有限会社大和田工業 〒914-0123　敦賀市和久野２９-１２-３

 取締役社長　   大和田　学 　　 0770-37-1160

 福井ツバメ商事株式会社 〒910-0027 福井市豊岡１丁目１４番２０号

 代表取締役社長　　斎藤  裕貴 　　 0776-23-6356

 ネクス 〒914-0145 敦賀市野坂３０－１０－１０

 代表　　　　　　　久保　伸幸 　　0770-24-2748

 株式会社河嶋連蔵商店 〒915-0811 越前市本多一丁目２番５号

 代表取締役　　河嶋　 衛 　　 0778-24-3453

 株式会社旭エレクトロン商会 〒910-0003 福井市松本３丁目３－７

 代表取締役　　酒井 康守 　　 0776-22-5566

 株式会社常見管工事 〒912-0014 大野市中保１８－４３－１

 代表取締役　　常見  悦郎 　　 0779-65-3947

 マルイ設備工業株式会社 〒916-0057 鯖江市有定町１丁目１０番３号

 代表取締役　　伊井  博規 　　 0778-52-3200

 株式会社桶武製作所 〒914-0812 敦賀市昭和町１丁目９番１７号

 代表取締役　　仲間  昭弘 　　 0770-22-1597

 有限会社伏見屋設備 〒912-0022 大野市陽明町２丁目８０７

 代表取締役　　岩田  芳久 　　 0779-66-3412

 第一設備工業株式会社 〒918-8068 福井市角折町１５－２０－１

 代表取締役　　山田  龍彦 　　 0776-34-0338
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申請事業所名 所在地

代表者名 電話番号

表示登録会員名簿

登録番号

 株式会社安田電気工業 〒919-2201 大飯郡高浜町和田１０１－４－５

 代表取締役　　安田  昌史 　　 0770-72-0724

 株式会社伊藤電機 〒910-0023 福井市順化２丁目２番１号

 代表取締役　　伊藤  仁一郎 　　 0776-22-7800

 紫光産業株式会社 〒918-8057 福井市加茂河原３丁目１５番１６号

 代表取締役社長　　竹内  幸彦 　　 0776-36-4025

 三崎屋電工株式会社 〒910-3634 福井市大森町第４０号５番地２

 代表取締役　　河上  淳一 　　 0776-98-3388

 旭防災有限会社 〒910-0021 福井市乾徳４丁目８－１５

 代表取締役　　斉藤  貞典 　　 0776-26-6794

 暁産業株式会社 〒910-0005 福井市大手３－１１－４

 代表取締役　　荒木  伸男 　　 0776-22-3400

 能美防災株式会社  福井営業所 〒910-0021 福井市乾徳３丁目８－２５

 所長　　      　　塚本　亮一 　　 0776-21-0056

 パイネック株式会社 〒910-0015 福井市二の宮２丁目２８番３１号

 代表取締役　　大坂　善春 　　 0776-23-4395

 第一防災株式会社 〒910-0103 福井市中角町第１8号3０番地１

 代表取締役　  吉村　正典       0776-55-1019

 昌栄産業有限会社 〒910-0833 福井市新保１丁目１８０５

 代表取締役    小川　義昭 　　0776-50-0456

 大野衛生設備株式会社 〒912-0042 大野市東中町３０１

 代表取締役 　 木下　隆之     0779-65-5600

 一般財団法人北陸電気保安協会　福井地区本部 〒910-0003 福井市松本１丁目１－２２

 福井地区本部長 　眞保　博人     0776-24-5626

 有限会社宇野電気商会 〒914-0814 敦賀市木崎６－１９－３

 代表取締役　   宇野　精治     0770-21-3977

 大槻ポンプ工業株式会社  小浜営業所 〒917-0054 小浜市伏原２９－１７

 所長　      　　   米田　和典     0770-53-2516

 藤井産業株式会社 〒916-0045 鯖江市宮前２丁目５１４

 代表取締役　 　藤井　信太郎     0778-52-4566

 斉藤設備機工株式会社 〒910-0023 福井市順化１丁目１４－１６

 代表取締役   　斉藤　信二     0776-22-3800

 菱機工業株式会社　福井支店 〒910-0842 福井市開発４丁目１１９番地

 支店長　         下野　浩行     0776-54-4532

 前田電気株式会社 〒912-0014 大野市中保２１－１２

 代表取締役　   前田　豊次     0779-65-0532

 渡辺防災 〒919-0726 あわら市笹岡２０－６０

 代表　         　  渡辺　誠一     0776-74-1454　　

 株式会社ＳＰ電機 〒912-0015 大野市中挟１丁目９０７番地

 代表取締役　 　前田  明子 　　 0779-65-4750

 北陸電気工事株式会社  福井支店 〒918-8231 福井市問屋町１丁目１５８

 執行役員支店長　専田　武志 　　 0776-22-3120

 有限会社エス・アンド・エス 〒918-8239 福井市成和１丁目１１１４

 代表取締役社長　国京　信 　　 0776-28-5119

 株式会社創電 〒914-0125 敦賀市若葉町３丁目１７１１番地

 代表取締役　 　刀根　嘉広 　　 0770-21-3377

 株式会社コスモボ－サイ 〒918-8007 福井市足羽４丁目５－５

 代表取締役　 　白本  敏雄 　　 0776-34-0280
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申請事業所名 所在地

代表者名 電話番号

表示登録会員名簿

登録番号

 シマサキ防災 〒922-0401  石川県加賀市新保町ル５１番地

 代表　　　　   　 嶋崎  芳孝 　　 0761-74-2697

 ユタカ防災 〒910-0108 福井市山室町第５４号５０－１

 代表者　　　　    　中島　 豊 　　 0776-55-1068

 ジエイ防災 〒913-0057 坂井市三国町米ヶ脇３５－４

 代表　　　　　    桶師  治英 　　 090-2033-0064

 株式会社プリベント 〒918-8202 福井市大東１丁目７番１３号

 代表取締役　　 池上　昌彦 　　 0776-53-0665

 有限会社 共栄電設 〒911-0034 勝山市滝波町３丁目１２０６番地１

 代表取締役   　髙村　修巳 　　 0779-87-1372

 有限会社加藤通信 〒914-0121 敦賀市野神１２－８９－３

 代表取締役   　加藤　拓也       0770-25-3662

 日東電気株式会社 〒914-0802 敦賀市呉竹町１丁目３８番５号

 代表取締役 　　田中  建作 　　 0770-22-3000

  F T E C株式会社 〒914-0814 敦賀市木崎６－１

 代表取締役社長   奥出　利行 　　 0770-22-9311

 北陸プラントサービス株式会社　福井事業所 〒913-0031 坂井市三国町新保第５７号１番地６

 所長　　           田中  博之 　　 0776-82-1351

 福井ホ－チキ株式会社 〒918-8239 福井市成和１丁目１４１５

 代表取締役     山本  智則 　　 0776-24-2712

 株式会社三和商会 〒913-0045 坂井市三国町南本町一丁目２番５１号

 代表取締役　   角谷  雅和 　　 0776-82-6479

 株式会社サカエ設備 〒919-0101 南条郡南越前町湯尾３０－３０

 代表取締役　   谷口  栄助 　　 0778-45-0150

 大角電気工業 〒912-0014 大野市中保１８－４３－１

 代表　　 　　　    大角   正治 　　 0779-65-0122

 コ－キ産業株式会社 〒910-0843 福井市西開発３丁目２０６番地

 代表取締役　 　山口　 典朗 　　 0776-53-3555

 橋本電気株式会社　北陸支店 〒910-0851 福井市米松２丁目１－２５

 取締役支店長  小坂   昭美 　　 0776-54-7770

 上野電機株式会社 〒910-0021 福井市乾徳３丁目９番１号

 代表取締役　 　上野  友嗣 　　 0776-22-3326

 有限会社木村工機 〒918-8154 福井市冬野町２６－２８

 代表取締役　 　木村  義彦 　　 0776-38-1718

 松宮防災 〒916-0084 鯖江市小泉町１６－４０

 代表　　　      　 松宮   敬一 　　 0778-62-0679

 OHPシステム 〒913-0031 坂井市三国町新保４２－２－３０

 代表　　   　       岡田　 浩明      0776-81-2893

 有限会社　越山・防災 〒915-0001 越前市中新庄町６１－３５

 代表取締役　 　 木下　勝次      0778-23-5849

 株式会社関電パワーテック　大飯事業所 〒919-2101 大飯郡おおい町大島１字吉見１－１

 所長　         　 　荒木  敏一      0770-77-2390

 株式会社 佐々木電機 〒910-1133 吉田郡永平寺町松岡春日１－１０

 代表取締役　    佐々木　慎吾      0776-61-0141

 有限会社共栄弱電設備工業 〒918-8104 福井市板垣３丁目１６１９　Ｍビル３F

 代表取締役　  　岩田 　隆      0776-58-3113

 株式会社溝口電気通信 〒914-0056 敦賀市津内町１丁目１３－１４

 代表取締役 　 　溝口　 隆史      0770-25-2326
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申請事業所名 所在地

代表者名 電話番号

表示登録会員名簿
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 株式会社アイワン 〒910-0854 福井市御幸４丁目２０－１８

 代表取締役 　 　桶師　純一      0776-29-0210

 日通プロパン住設株式会社 〒912-0027 大野市新町２番５号

 代表取締役　    森下　重治 　　0779-66-2815

 システック株式会社 〒910-0246 坂井市丸岡町西瓜屋１３－２０－３

 代表取締役　  　田本　憲恭 　　0776-57-7170

 日本通信特機株式会社 〒910-0024 福井市照手１丁目２－１５

 代表取締役　 　十河　元太郎      0776-97-9130

 エヌ・エル・ジー企画 〒915-0846　越前市千福町５８５番地

 代表　　 　　    　西谷　政士 　　0778-42-6172

 有限会社菊田電設 〒914-0143 敦賀市金山７２－３（沢）

 代表取締役 　　菊田　裕二      0770-22-6380

 有限会社中田電工 〒911-0803　勝山市旭町2丁目６－３９

 代表取締役　　 中田　耕一 　　0779-87-1190

 株式会社 法美社 〒910-8539 福井市里別所新町５０５番地

 代表取締役　　 木下　勝元      0776-27-0001

 九頭龍設備株式会社 〒912-0071 大野市鍬掛第２号４番地１

 代表取締役　　 山岸　謙      0779-65-2650

 株式会社袖川電気商会 〒911-0044　勝山市荒土町松ヶ崎５－２０９

 代表取締役　　 和田　暢晃      0779-64-4261

 株式会社共栄電気通信 〒919-1121　三方郡美浜町和田１４－１３－１

 代表取締役 　　今安　孝之      0770-47-5412
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