
TEL URL

FAX E-mail

〒910-0003 0776-22-5566

福井市松本3-3-7 0776-23-8817 easahi@muse.ocn.ne.jp

〒910-0854 0776-22-2622 http://www.asahi-fukui.co.jp

福井市御幸4-6-8 0776-24-3270 info@asahi-fukui.co.jp

〒910-0122 0776-56-1121 http://www.itoh-denki.co.jp

福井市石盛町701 0776-56-3653

〒918-8239 0776-26-6464 http://iwamidenko.com

福井市成和2-904-1 0776-26-6484 iwami@iwamidenko.com

〒910-0021 0776-22-3326 http://www.ueno-denki.co.jp

福井市乾徳3-9-1 0776-21-0007 info@ueno-denki.co.jp

〒918-8238 0776-23-6866 http://www.k-p-s.jp/

福井市和田1-5-13 0776-23-8872 kps-info@k-p-s.jp

〒918-8104 0776-34-2788 http://www.gin-sen.co.jp

福井市板垣4-715 0776-34-0396

〒910-0067 0776-25-2630

福井市新田塚1-20-5 0776-25-3617 info@godo-denki.co.jp

〒910-0003 0776-22-5857 http://www.kdknet.co.jp

福井市松本4-5-28 0776-22-8201 kobayashi@kdknet.co.jp

〒918-8001 0776-31-5110 http://www.sakai-elec.co.jp

福井市つくも1-2-17 0776-31-5115 info@sakai-elec.co.jp

〒918-8108 0776-36-8402 http://www.sakaidsk.jp/

福井市春日1-12-19 0776-35-6472 sakaidsk@fki.fitweb.or.jp

〒910-0017 0776-21-4707 https://www.sasaki-dengyosya.com

福井市文京4-25-21 0776-26-4707 info@e-sasaki.jp

〒910-0123 0776-56-2720 http://www.scairt.co.jp

福井市八重巻町13-1 0776-56-3186 keiri@scairt.jp

〒918-8204 0776-54-3394 http://www.susuki.co.jp

福井市南四ツ居1-10-39 0776-54-3306 susuki@msg.biglobe.ne.jp

〒910-0843 0776-52-2880

福井市西開発1-2313 0776-53-8473 seiko-dk@to.mitene.or.jp

〒918-8237 0776-24-4747

福井市和田東2-1118 0776-29-7027

〒910-0842 0776-54-3500 https://www.daiwadenken.co.jp

福井市開発1-101 0776-54-0005 daiwae01@po.incl.ne.jp

〒910-0001 0776-23-2001 http://www.tsuchimaki.com/

福井市大願寺2-6-24 0776-21-3475 tutimaki@fki.fitweb.or.jp

〒910-0826 0776-53-1245  

福井市上中町55-2-1 0776-53-1244 toyoshima-d.53@r6.dion.ne.jp

〒910-0854 0776-23-1800 http://www.nishikawadengyo.co.jp/

福井市御幸3-4-8 0776-21-5680 fukui@nishikawadengyo.co.jp

〒910-0015 0776-21-3161 http://www.nikkoweb.com

福井市二の宮3-35-2 0776-21-3104 info@nikkoweb.com

〒910-0017 0776-26-3230

福井市文京6-15-28 0776-26-3386 info@nissin-d.jp

〒910-3603 0776-98-2133

福井市片粕町27-8-1 0776-98-2155 ndk@nihonkaidenki.co.jp

〒910-0015 0776-23-4395 http://pinec-fukui.com

福井市二の宮2-28-31 0776-23-4399 soumu@pinec.co.jp

〒918-8055 0776-35-7387 http://hidani-denki.com

福井市若杉2-1201 0776-34-3731 info@hidani-denki.com

〒918-8218 0776-57-1120 http://www.fukunichi.co.jp/

福井市河増町9-18-1 0776-57-0609 info@fukunichi.co.jp

〒918-8206 0776-54-4060

福井市北四ツ居町614 0776-54-6310 fukubu@smile.ocn.ne.jp

〒910-0804 0776-53-1833 http://heisei-denkou.com

福井市高木中央2-716 0776-53-1835 heiseid@quartz.ocn.ne.jp

〒910-0857 0776-27-3302 http://www.marutsu-group.jp/

福井市豊島2丁目6-7 0776-27-0210 tokki@marutsu.co.jp

〒910-3634 0776-98-3388 https://www.misakiyadenko.com

福井市大森町40-5-2 0776-98-3149 office@misakiyadenko.co.jp

〒910-0034 0776-24-5312

福井市菅谷2-3-19 0776-24-5313 moridens@wonder.ocn.ne.jp

〒918-8112 0776-36-8881 http://yokoyama-denki.com

福井市下馬2-204 0776-36-8831 yyd@theia.ocn.ne.jp

TEL URL

FAX E-mail

平成電工㈱ 河上剛志 河上剛志

㈱マルツ電波 土谷高歳 辻　範訓

三崎屋電工㈱ 河上淳一 河上淳一

ヒダニ電機㈱ 日谷　翔 日谷　翔 

福日機電㈱ 藤井政志 藤田健吾

福武電工㈱ 丹羽澄男 丹羽澄男

土牧電機㈱ 西村綾仁 西村綾仁

㈱豊島電工 豊島和彦 豊島和彦

西川電業㈱ 西川政弘 新川澄吉

小林電工㈱ 小林勝幸 端川義隆

酒井電機㈱ 吉村豊一 浅野市郎

酒井電設工業㈱ 酒井一徳 酒井一徳

福井地区　３２社

会社名 代表者 〒所在地 本会責任者

㈱旭エレクトロン商会 酒井康守 酒井康守

旭電設㈱ 竹内大介 坂井清泰

森下電気工事㈱ 森下敏幸 森下敏幸

横山電機㈱ 横山剛史 横山剛史

坂井地区　４社

会社名 代表者 〒所在地 本会責任者

パイネック㈱ 大坂善春 大坂善春

ススキ電機㈱ 鈴木未奈美 加藤　学

㈱セイコー電機 吉川賢次 吉川賢次

㈱創和テック 清水保敬 石黒信孝

大和電建㈱ 髙村文能 堂越　清

日興電機㈱ 尾前和弥 尾前和弥

㈱日新電工 坪田泰敏 坪田泰敏

日本海電機㈱ 有賀丈博 有賀丈博

㈱佐々木電業社 佐々木健夫 佐々木健夫

㈱スカルト 野坂恒一 野坂恒一

㈱伊藤電機 伊藤仁一郎 近藤祐樹

岩見電工㈱ 岩見祐樹 岩見光則

上野電機㈱ 上野友嗣 上野友嗣

㈱カワカミパワーシステ
ム

川上文義 川上亮介

銀扇福井㈱ 穂毛隆一 荒木　勝

合同電機㈱ 北崎重夫 北崎重夫
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〒919-0741 0776-74-1564

あわら市中川32-19 0776-74-1684 isogai3@mo.mitene.or.jp

〒919-0621 0776-73-0265 http://www.kanaz-densetsu.co.jp

あわら市市姫5-17-16 0776-73-3163

〒910-0251 0776-66-3480 http://r.goope.jp/maeden

坂井市丸岡町一本田福所20-3-1 0776-67-3787 maeden@mx2.fctv.ne.jp

〒910-0253 0776-66-3015

坂井市丸岡町一本田中38-1-1 0776-66-4876 matue-tm@mx2.fctv.ne.jp

TEL URL

FAX E-mail

〒912-0015 0779-65-4750 https://www.sp-d.net

大野市中挟1-907 0779-65-7838 sp-ele@mub.biglobe.ne.jp

〒911-0801 0779-88-1312

勝山市沢町2-2-21 0779-88-5689 tsubayan@nifty.com

〒912-0023 0779-66-0006

大野市中荒井町1-404 0779-66-0061 nakahoya@angel.ocn.ne.jp

〒912-0014 0779-65-0532 https://www.maeden.co.jp

大野市中保21-12 0779-65-0530 maeden@fancy.ocn.ne.jp

〒912-0022 0779-65-7770

大野市陽明町3-1104 0779-65-7775 marueidenkou@deluxe.ocn.ne.jp

〒912-0017 0779-66-5556

大野市東中野2-901 0779-65-7501 yanagawa@kore.mitene.or.jp

TEL URL

FAX E-mail

〒916-0068 0778-62-1228 http://www.ks-sunwa.jp/

鯖江市二丁掛町14-20 0778-62-0034 ks-sunwa@me.ttn.ne.jp

〒916-0028 0778-51-2130

鯖江市小黒町3-9-4 0778-51-2446

TEL URL

FAX E-mail

〒915-0084 0778-22-1398

越前市村国1-2-7 0778-24-3622 unodenki@guartz.ocn.ne.jp

〒915-0835 0778-23-5044 http://www.e-omd.jp

越前市岡本町15-1-10 0778-23-8078 y.tanaka@e-omd.jp

〒915-0805 0778-24-3838 http://www.d-kawakami.co.jp

越前市芝原4-5-10 0778-24-5840 kwkm@po.d-kawakami.co.jp

〒915-0842 0778-22-2918

越前市常久町6-5-14 0778-22-7926

〒915-0806 0778-22-5215 http://www.teraolitech.jp

越前市平出2-17-32 0778-22-4100 tuyoshi.t@teraolitech.jp

〒915-0805 0778-22-3326 http://www.hayashi-denki.co.jp

越前市芝原4-5-22 0778-22-6786 koujibu@hayashi-denki.co.jp

〒915-0882 0778-23-0312

越前市上太田町21-7-2 0778-22-3679 mitisita@royal.ocn.ne.jp

〒915-0084 0778-23-8046 http://www.yokoyamadensetsu.com

越前市村国4-17-1 0778-23-9397 info@yokoyamadensetsu.com

TEL URL

FAX E-mail

〒914-0814 0770-21-3977

敦賀市木崎6-19-3 0770-25-3966

〒914-0814 0770-23-3000 http://www.kawaguchi-denki.jp

敦賀市木崎51-32 0770-24-2354

〒914-0058 0770-25-0554

敦賀市三島町1-6-16 0770-25-0142 LEP03771@nifty.com

〒914-0124 0770-22-1810 https://taniguchidenki.co.jp

敦賀市市野々町1-350 0770-24-2117 honsya@taniden.co.jp

〒914-0802 0770-22-3000 http://www.nittodenki.com/

敦賀市呉竹町1-38-5 0770-22-0408 nittoec@angel.ocn.ne.jp

TEL URL

日東電気㈱ 田中建作 田中建作

若狭地区　６社

会社名 代表者 〒所在地 本会責任者

川口電気㈱ 川口英夫 川口英夫

楠電気工事㈱ 竹仲隆子 竹仲隆子

谷口電気㈱ 土谷高歳 関戸淳一

横山電設㈱ 横山博保 横山博保

敦賀地区　５社

会社名 代表者 〒所在地 本会責任者

㈲宇野電気商会 宇野精治 宇野精浩

㈲丸善電気商会 井美二美男 井美二美男

宇野賢治

㈱大虫電工 田中康雄 田中康雄

河上電機㈱ 河上芳弘 河上芳弘

㈲明光電業 簗川浩主 簗川浩主

鯖江地区　２社

会社名 代表者 〒所在地 本会責任者

㈱三和電工社 笹木吉右エ門 笹木吉右エ門

㈱中保屋電気商会 石川廣志 石川廣志

前田電気㈱ 前田豊次 前田尚史

丸栄電工㈱ 山本久徳 山本久徳

伊藤宏之

前田電工㈱ 前田　勉 前田　勉

㈱ＳＰ電機 前田明子 前田明子

椿坂電機㈱ 椿坂正人 椿坂正人

越前地区　８社

会社名 代表者 〒所在地 本会責任者

宇野電機㈱ 宇野賢治

坂野電機㈱ 坂野博俊 坂野友希夫

テラオライテック㈱ 寺尾　剛 寺尾　剛

林電気㈱ 林　正憲 林　達也

道下電機㈱ 道下美明 道下美明

㈱松江電気商会 竹田重幸 竹田重幸

奥越地区　６社

会社名 代表者 〒所在地 本会責任者

磯貝電気工事㈱ 北出晋吾 磯貝一雄

金津電設㈱ 伊藤宏之
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FAX E-mail

〒919-1542 0770-62-0310

三方上中郡若狭町井ノ口28-7 0770-62-1950 inokuchi@eagle.ocn.ne.jp

〒917-0073 0770-52-6165

小浜市四谷町2-2 0770-53-2410 takatori-denki@river.ocn.ne.jp

〒917-0072 0770-52-0639

小浜市千種1-1-11 0770-53-1790 elec-f@rhythm.ocn.ne.jp

〒919-2201 0770-72-0724 http://www.ydenki.co.jp/

大飯郡高浜町和田101-4-5 0770-72-1255 info@ydenki.co.jp

〒917-0241 0770-56-2002

小浜市遠敷7-303 0770-56-2380

〒917-0026 0770-56-2522 https://www.wakasa-b.co.jp

小浜市多田38号正楽寺1-6 0770-56-3370 wakag2@angel.ocn.ne.jp

TEL URL

FAX E-mail

〒910-0834 0776-52-1261 http://www.kitamuradenki.co.jp

福井市丸山2-1902-1 0776-52-1281 info@kitamuradenki.co.jp

〒914-0051 0770-25-5750 https://www.kyotec.co.jp

敦賀市本町2丁目10-3 0770-25-4634 kodamam@star.kyotec.co.jp

〒918-8007 0776-34-0280

福井市足羽4-5-5 0776-34-0995 cosmo-st@fki.fitweb.or.jp

〒918-8239 0776-24-0477 http://www.sanwa-e.co.jp/

福井市成和2-515 0776-27-6620

〒918-8057 0776-36-4025

福井市加茂河原3-15-16 0776-36-0355 shikou@circus.ocn.ne.jp

〒910-8550 0776-23-9610 https://www.daiden.co.jp

福井市春山1-6-15 0776-23-9691 info@daiden.co.jp

〒921-8163 076-280-0101 http://www.dainichi-ss.jp

金沢市横川3丁目165 076-280-0366 kanazawa@dainichi-ss.jp

〒918-8231 0776-24-2113

福井市問屋町1-18 0776-24-2393

〒914-0024 0776-97-9130 http://www.nittoku-fk.co.jp

福井市照手1-2-15 0776-30-2555

〒910-0851 0776-54-7770 http://www.e-bridge.co.jp

福井市米松2-1-25 0776-54-7772

〒910-0837 0776-54-6611 http://panasonic.co.jp/es/

福井市高柳1-804 0776-54-6621

〒918-8239 0776-24-2712

福井市成和1-1415 0776-24-2713 info@fukui-hochiki.cojp

〒918-8231 0776-24-1340 http://www.hokutsu.co.jp/
福井市問屋町2-43 0776-21-2810 info@hokutsu.co.jp

〒914-0844 0770-36-1551 http://www.betsukawa.co.jp

敦賀市中央町2-11-33ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ201 0770-36-2165

〒916-0022 0778-51-6785 http://www.hokuriku-denki.jp

鯖江市水落町7-22-2 0778-51-6787

〒918-8231 0776-22-3120 http://www.rikudenko.co.jp

福井市問屋町1-158 0776-21-6132

〒918-8231 0776-24-7606 http://www.hokudensho.co.jp

福井市問屋町1-240 0776-24-7653 fukui@hokudensho.co.jp

北陸電気工事㈱
　福井支店

専田武志 山内祥一

㈱北陸電機商会
　福井支店

稲田　寛 手崎貴光

橋本電気㈱北陸支店 小坂昭美 小坂昭美

パナソニック㈱
エレクトリックワークス社 桑名孝寿 桑名孝寿

福井ホーチキ㈱ 山本智則 山本智則

㈱ほくつう福井支社 高宮一朗 西脇勝登志

㈱別川製作所 川島直之 中野　昌

北陸電機㈱ 橋本忠志 橋本忠志

今村善信 細田恒文

㈱大日製作所 永山憲三 山内　隆

日本電設資材㈱ 北川　剛 中村一弘

日本通信特機㈱ 森島敬雄 森島敬雄

協和テクノロジィズ㈱福
井事業所

小玉雅宣 久保昭則

㈱コスモボーサイ 白本敏雄 白本敏雄

三和電気土木工事㈱
　北陸支店

西岡　稔 安﨑勝榮

若狭実業㈱ 森　博明 畠中榮一

賛助会員　１７社

会社名 代表者 〒所在地 本会責任者

北村電機産業㈱
　福井支店

栁　誠一 宮﨑和哉

高鳥孝隆 高鳥孝隆

藤田電機㈱ 藤田武司 藤田武司

㈱安田電氣工業 安田昌史 安田昌史

山本電気工事㈱ 青野雅也 青野雅也

会社名 代表者 〒所在地 本会責任者

㈱井ノ口電気 井ノ口清英 井ノ口清英

紫光産業㈱ 竹内幸彦 竹内幸彦

大電産業㈱

高鳥電機㈱

mailto:inokuchi@eagle.ocn.ne.jp
mailto:takatori-denki@river.ocn.ne.jp
mailto:elec-f@rhythm.ocn.ne.jp
http://www.ydenki.co.jp/
mailto:info@ydenki.co.jp
https://www.wakasa-b.co.jp/
mailto:wakag2@angel.ocn.ne.jp
http://www.kitamuradenki.co.jp/
mailto:info@kitamuradenki.co.jp
https://www.kyotec.co.jp/
mailto:kodamam@star.kyotec.co.jp
mailto:cosmo-st@fki.fitweb.or.jp
http://www.sanwa-e.co.jp/
mailto:shikou@circus.ocn.ne.jp
https://www.daiden.co.jp/
mailto:info@daiden.co.jp
http://www.dainichi-ss.jp/
mailto:kanazawa@dainichi-ss.jp
http://www.nittoku-fk.co.jp/
http://www.e-bridge.co.jp/
http://panasonic.co.jp/es/
mailto:info@fukui-hochiki.cojp
http://www.hokutsu.co.jp/
mailto:info@hokutsu.co.jp
http://www.betsukawa.co.jp/
http://www.rikudenko.co.jp/
http://www.hokudensho.co.jp/
mailto:fukui@hokudensho.co.jp

