
ブースNo 事業所名 産業分類 ブースNo 事業所名 産業分類

1 高崎建設 株式会社 建設業 41 社会福祉法人 健楽会 医療・福祉

2 明和工業 株式会社 建設業 42 社会福祉法人 鷹山会 悠和園・幸の家 医療・福祉

3 株式会社 西村組 建設業 43 株式会社 カワグチ 卸・小売業

4 株式会社 パンセ建築士事務所 建設業 44 株式会社 土田鶏卵 卸・小売業

5 三栄開発 株式会社 建設部・福祉部 建設業 45 株式会社 タッセイ 卸・小売業

6 第一テッコウ商事 株式会社 建設業 46 太田木材 株式会社 卸・小売業

7 株式会社 古崎 建設業 47 株式会社 上田五兵衛商店 卸・小売業

8 旭電設 株式会社 建設業 48 暁産業 株式会社 卸・小売業

9 日本通信特機 株式会社 建設業 49 社会福祉法人 つぐみ福祉会 医療・福祉

10 三和電気土木工事 株式会社 北陸支店 建設業 50 北陸電装工業 株式会社 サービス業

11 福井通信建設 株式会社 建設業 51 株式会社 アイビックス サービス業

12 株式会社 伊藤電機 建設業 52 北陸トラック運送 株式会社 運輸・郵便業

13 第一防災 株式会社 建設業 53 株式会社 リード食品工業 製造業

14 合同設備工業 株式会社 建設業 54 株式会社 秋吉グループ本部 製造業

15 石黒建設 株式会社 建設業 55 株式会社 ポオトデリカトオカツ 北陸工場 製造業

ＯＫＵＴＡＫＥ ＧＲＯＵＰ 日産プリンス福井

 （奥武建設工業（株）・（株）オクタケ・（株）高洋建設）  （日産プリンス福井販売 株式会社）

17 永森建設 株式会社 建設業 57 ネッツトヨタ福井 株式会社 卸・小売業

18 株式会社 サカイ引越センター 福井支社 運輸・郵便業 58 トヨタカローラ福井 株式会社 卸・小売業

19 株式会社 黒川クリーニング社 サービス業 59 福井日産自動車 株式会社 卸・小売業

20 株式会社 美容室 クリエイト サービス業 60 福井スズキ自動車販売 株式会社 卸・小売業

21 株式会社 Ｌｘ サービス業 61 新越部品 株式会社 上志比工場 製造業

新田塚スイミングスクール 永和グループ 

（新田塚コミュニティ 株式会社） （永和建設工業（株）・永和パネルプレカット（協））

23 ゴールド福井カントリークラブ サービス業 株式会社 コバード 製造業

24 大西グループ （株式会社 大西商事） サービス業 株式会社 花えちぜん 卸・小売業

25 フクイタテアミ （福井経編興業 株式会社） 製造業 64 株式会社 ジャロック 製造業

26 医療法人 健康会 嶋田病院 医療・福祉 65 ＫＢセーレン・ＤＴＹ 株式会社 製造業

27 社会福祉法人 新清会 医療・福祉 66 広撚繊維工業 株式会社 製造業

28 社会福祉法人 福聚会  特別養護老人ホーム 宝珠苑 医療・福祉 67 セーレンケーピー 株式会社 製造業

29 株式会社 ヤスサキ （ワイプラザ） 卸・小売業 68 光生アルミニューム工業 株式会社 製造業

30 株式会社 ピリケン 宿泊・飲食業 69 株式会社 三立電機製作所 製造業

31 株式会社 森八大名閣 卸・小売業 70 ファーストウッド 株式会社 製造業

32 株式会社 五目亭 宿泊・飲食業 71 スキット 株式会社 製造業

33 ホテルフジタ福井／グランユアーズフクイ 宿泊・飲食業 72 アサヒマカム 株式会社 製造業

34 福井県民生活協同組合 卸・小売業 73 オカモト鐵工 株式会社 製造業

35 社会福祉法人 町屋福祉会 医療・福祉 74 株式会社 吉田機工 製造業

36 社会福祉法人 双和会  ガーデンハイツ春江 医療・福祉 75 盟友技研 株式会社 製造業

37 社会福祉法人 一乗谷友愛会 あさくら苑グループ 医療・福祉 76 株式会社 日本エー・エム・シー 製造業

パナソニック インダストリー株式会社 77 株式会社 田中化学研究所 製造業

デバイスソリューション事業部 78 清川メッキ工業 株式会社 製造業

39 山金工業 株式会社 製造業 79 日華化学 株式会社 製造業

40 社会福祉法人 太陽会 特別養護老人ホーム アニス松岡 医療・福祉 80 株式会社 アスワ村田製作所 製造業
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16 建設業 56 卸・小売業
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ブース番号 事業所名 産業分類 ブース番号 事業所名 産業分類

1 株式会社 辻広組 建設業 41 社会福祉法人 清水新生会 医療・福祉

2 ケイズプロス 株式会社 建設業 42 社会福祉法人 福泉会 医療・福祉

3 西田建設 株式会社 建設業 43 株式会社 大津屋 （オレボグループ） 卸・小売業

4 北陸電気工事 株式会社 （北陸電力グループ） 建設業 44 株式会社 片町フードセンター　ハニー食彩館 卸・小売業

5 轟建設 株式会社 建設業 45 株式会社 ホームセンターみつわ 卸・小売業

6 緑造園 有限会社 建設業 46 ダンロップタイヤ北陸 株式会社 卸・小売業

7 清川建設 株式会社 建設業 47 株式会社 Ｇ-７・オート・サービス　オートバックス福井 卸・小売業

8 石友建築技術養成 株式会社 （石友ホームグループ） 建設業 48 株式会社 サンキュー １００満ボルト 卸・小売業

9 株式会社 ほくつう 福井支社 建設業 49 北興産業 株式会社 サービス業

10 柴田商事 株式会社 建設業 50 社会福祉法人　足羽福祉会 医療・福祉

11 土牧電機 株式会社 建設業 51 社会福祉法人 六条厚生会 医療・福祉

12 西川電業 株式会社 建設業 52 サカセ化学工業 株式会社 製造業

13 北川瀝青工業 株式会社 福井支店 建設業 53 株式会社　番匠本店 製造業

14 北話エンジニアリング 株式会社 福井支店 建設業 吉田酒造 有限会社　

15 第一設備工業 株式会社 建設業 合資会社 白龍シンフォニー 

16 北陸設備工業 株式会社 建設業 55 フクイボウ 株式会社 製造業

17 株式会社 スタック 福井営業所 建設業 高桑印刷 株式会社 

18 フリックイン福井 株式会社 アズイン福井 宿泊・飲食業 あさひるぱん

19 株式会社 岩本屋 宿泊・飲食業 57 ＡＯＩエネルギー 株式会社 （あおい商事 株式会社） 卸・小売業

20 株式会社 ビリオンフーズハヤシ 宿泊・飲食業 58 福井トヨタ自動車 株式会社 卸・小売業

21 株式会社 ぼんた 宿泊・飲食業 59 福井トヨペット 株式会社 卸・小売業

22 有限会社 ウエーブ インターナショナル サービス業 60 福井三菱自動車 （福井三菱自動車販売 株式会社） 卸・小売業

23 クァトロブーム 株式会社 サービス業 61 栄月 株式会社 卸・小売業

24 株式会社 法美社 サービス業 62 福井鐵工 株式会社 製造業

25 株式会社 カズマ 製造業 63 株式会社 武田機械 製造業

26 社会福祉法人 安居福祉会 医療・福祉 64 株式会社 ナカテック 製造業

27 社会福祉法人 おおた福祉会 ＨＯＭＥ ＴＯＷＮ コスモス 医療・福祉 65 東洋染工 株式会社 製造業

28 社会福祉法人 慈心会  医療・福祉 66 株式会社 ミツヤ 製造業

29 株式会社 ふたばや　生活雑貨＆ＧＩＦＴ ＨＡＮＡ 卸・小売業 67 大島産業 株式会社 製造業

30 福井県農業協同組合 複合サービス業 68 株式会社 米澤物産 製造業

31 福井産機販売 株式会社 卸・小売業 69 株式会社 内田材木店 製造業

32 福日機電 株式会社 卸・小売業 70 株式会社 福地 製造業

株式会社 タナックス 卸・小売業 71 三和化工 株式会社 福井工場 製造業

津田紙工 株式会社 製造業 72 ニホン・ドレン 株式会社 製造業

34 ラニイ福井貨物 株式会社 運輸・郵便業 73 増永眼鏡 株式会社 製造業

35 社会福祉法人 藤島会 医療・福祉 74 オフロム 株式会社 製造業

36 医療法人 雄久会 老人保健施設 ひかりケアホーム 医療・福祉 75 エネックス 株式会社 製造業

37 社会福祉法人 サンホーム 医療・福祉 76 株式会社 ナカニシビジョン 製造業

株式会社 ハピラインふくい 77 セーレン 株式会社 製造業

（福井県並行在来線準備 株式会社） 78 北陸電力 株式会社 電気業

39 株式会社 アムコー・テクノロジー・ジャパン 福井工場 製造業 79 サカイオーベックス 株式会社 製造業

40 社会福祉法人 慈豊会 特別養護老人ホーム 山翠苑 医療・福祉 80 フクビ化学工業 株式会社 製造業

製造業

製造業
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38 運輸・郵便業
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