
福井地区　－　福井市

あ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

Archi N Style 福井市田原2丁目8-5 アーバンハイム1F北 0776-63-6185

ＡＲＴ・Ｎ工房 福井市下江守町27-1-1 0776-33-3356

(有)アイデン 福井市花堂中1-6-5 0776-34-1231

あおぞらホーム(株） 福井市春日2-7-2 0776-34-0801

(有)赤坂電機 福井市つくも2丁目15-11 0776-36-0637

(株)浅野コンストラクション 福井市文京6-3-13 0776-22-0575

(有)浅野住建ホーム 福井市羽水2-610-2 0776-33-3900

(有)朝丸電設 福井市新保3丁目801 0776-54-6415

アスカホテギ 福井市大森町31-2 0776-98-3017

アスラクホーム 福井市南四ツ居1丁目10-13 0776-53-5651

(有)足羽内装商店 福井市脇三ケ町6-50-1 0776-41-3641

青柳電気商会 福井市宝永2-12-12 0776-24-6273

アルスホーム 福井市和田東2-1530 0776-22-5511

(有)家工房 福井市宝永3-3-12 0776-30-0650

(有)五十嵐住建 福井市上北野2丁目20-20 0776-54-4175

(有)池上工務店 福井市経田2-1507 0776-22-3023

(有)イサオ電設 福井市蒲生1-25-4 0776-89-2974

石友リフォームサービス(株) 福井店 福井市開発5丁目712 0776-57-1411

石橋工務店(株) 福井市飯塚町6-30-1 0776-34-0138

(有)イッセイホーム 福井市西開発1-305-4 0776-52-0822

(有)いとしん 福井市菅谷2-703 0776-24-1104

(株)岩永工務店 福井市渡町641 0776-36-3168

(株)いわほり 福井市毛矢1-2-30 0776-36-2248

(株)ウエキグミ(パナホーム事業部) 福井市花堂南2丁目1-13 0776-35-4855

(株)上田工務店 福井市菅谷1-2-7 0776-23-7662

(有)ウエルハウス 福井市文京1丁目12-17 0776-52-3344

宇佐美材木 福井市川尻町41-68-1 0776-85-1546

(株)うめでん 福井市花堂北2-15-31 0776-35-2673

永和住宅(株) 福井市問屋4-620 0776-21-7788

永和住宅(株)家の森展示場 福井市成願寺町10字（家の森展示場） 0776-21-7788

永和の走る大工さん 福井市問屋4-620 0776-23-4023

(株)エクリュ 福井市左内町9-17 0776-36-9001

㈱エーシン 福井市上北野1丁目７－７ 0776-52-0005

榎波住建 福井市在田町45-3-2 0776-98-5316

(株)ＭITeC FUKUI 福井市三ツ屋2丁目404 0776-21-0850

大須賀技建(株) 福井市花堂東2-605 0776-34-8855

(株)太田忍工務店 福井市上北野1-2-21 0776-53-1775

(株)大町ハウジング 福井市花堂東1-5-33 0776-33-5855

大村電機(株) 福井市中央2-1-43 0776-22-4867

岡島建設(株) 福井市真栗町44-55 0776-98-5138

(株)小澤工務店 福井市羽坂町34-29-1 0776-37-1259

(株)OSCAR J.J　オスカーホーム　福井営業所 福井市河合寄安町1712-2 0776-43-1614

か行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)海崎電気商会 福井市西方1-4-1 0776-22-6789

(株)カズクリエイトオフィス 福井市西開発1-2702 0776-58-3010

(株)活衛工務店 福井市花堂東2丁目1014 0776-36-0508

嘉原工務店 福井市高柳1-207 0776-53-5645

カネタ(株) 福井市印田町１２－５－５ 0776-23-2229

http://www.archi-n-style.com/
https://iden-net.wixsite.com/mysite
https://www.akasakadenki.com/
http://www.fukui-reform.com/
http://www.arshome.co.jp/
http://www.ikegami-works.jp/
http://www.ishitomo-reform.co.jp/
http://www.isseihome.com/
http://www.ph1104.jp/
http://www.iwahori.net/
http://www.uekigumi.com/
http://www.ueda-bco.com/
http://www.usamizaimoku.com/
http://www.eiwahome.co.jp/
http://www.eiwahome.co.jp/
http://www.hashirudaiku.com/
http://www.ecru-arc.co.jp/
https://www.eshin-home.com/
http://mitec-fukui.com/index
http://www.ohtashinobu.co.jp/
http://www.oomachi-housing.co.jp/
http://www.ozawakoumuten.co.jp/
https://www.oscarhome.co.jp/
http://www.kaz-home.com/
mailto:iden-net@angel.ocn.ne.jp
mailto:iden-net@angel.ocn.ne.jp
mailto:mail@akasakadenki.com
mailto:mail@akasakadenki.com
mailto:asuwa@gaea.ocn.ne.jp
mailto:asuwa@gaea.ocn.ne.jp
mailto:ashihanenaisou@wine.ocn.ne.jp
mailto:ashihanenaisou@wine.ocn.ne.jp
mailto:ie_kobo@ybb.ne.jp
mailto:ie_kobo@ybb.ne.jp
mailto:itowa@proof.ocn.jp
mailto:itowa@proof.ocn.jp
mailto:t1484@bz01.plala.or.jp
mailto:t1484@bz01.plala.or.jp
mailto:info@iwahori.net
mailto:info@iwahori.net
mailto:umeden@angel.ocn.ne.jp
mailto:umeden@angel.ocn.ne.jp
mailto:soumu@eiwahome.co.jp
mailto:soumu@eiwahome.co.jp
mailto:soumu@eiwahome.co.jp
mailto:soumu@eiwahome.co.jp
mailto:info@ecru-arc.co.jp
mailto:info@ecru-arc.co.jp
mailto:osuga@osugahome.co.jp
mailto:osuga@osugahome.co.jp
mailto:info@ohtashinobu.co.jp
mailto:info@ohtashinobu.co.jp
mailto:info@oomachi-houjing.co.jp
mailto:info@oomachi-houjing.co.jp
mailto:ohmura@mx1.fctv.ne.jp
mailto:ohmura@mx1.fctv.ne.jp
mailto:okajima-kensetsu@arrow.ne.jp
mailto:okajima-kensetsu@arrow.ne.jp
mailto:ozawa@ozawakoumuten.co.jp
mailto:ozawa@ozawakoumuten.co.jp
mailto:info@kaz-home.com
mailto:info@kaz-home.com
mailto:info@katsuei.com
mailto:info@katsuei.com
mailto:yuji@y-ie.com
mailto:yuji@y-ie.com
mailto:itusey@agate.plala.or.jp
mailto:itusey@agate.plala.or.jp
mailto:info@ph1104.jp
mailto:info@ph1104.jp
mailto:info@eshin-eshin.co.jp
mailto:info@eshin-eshin.co.jp


(有)河端電機商会 福井市御幸4丁目5-19 0776-21-1518

木沢建築(株) 福井市上森田3丁目108 0776-56-3554

岸田建設(株) 福井市上北野1丁目18-17 0776-54-0750

甲泰営建築(株) 福井市高柳町28-7-3 0776-52-7707

木下デンキ 福井市照手1-9-2 0776-26-0302

協和住機(株) 福井市御幸3-3-38 0776-23-3848

(有)クボテクノサービス 福井市松本３－２３－９ 0776-24-0918

クリ英ター永和(株)　家の森展示場 福井市成願寺町10-17 0776-41-4466

(株)クロス 福井市河増町20-34-1 0776-57-1770

(有)ケーエス電工 福井市河増町25-33 0776-54-5532

建和工業(有) 福井市三郎丸2-2002 0776-27-0683

宏栄建設(株) 福井市木田3-913 0776-35-9710

合同設備工業(株) 福井市高木1丁目607 0776-53-0777

神戸電化設備 福井市糸崎町8-1 0776-86-1548

こばやし建築舎 福井市三郎丸1-401 0776-27-4566

小森商事(株)福井支店 福井市高木2-1109 0776-54-1140

さ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)サイトー電器 福井市米松1-14-10 0776-54-5446

サカイ建設不動産(株) 福井市花堂北2-23-22 0776-36-5510

酒井電設工業(株) 福井市春日1-12-19 0776-36-8402

(株)佐々木電業社 福井市文京4-25-21 0776-21-4707

(有)サダカネデンキ 福井市御幸1-13-12 0776-24-3600

三越建設工業(株) 福井市文京4-18-8 0776-25-1620

(有)サンケーエス 福井市下馬1-103サンケーエスビル1F 0120-96-0679

三和電気土木工事(株)北陸支店 福井市成和2丁目515 0776-24-0477

(株)サンワビルド 福井市高柳町15-10 0776-57-0340

(有)四季ハウス 福井市門前1-1503 0776-34-0004

柴田商事株式会社ハウジング事業部 福井市二の宮4丁目33-2 0776-22-2251

シマダデンキ 福井市宝永2-12-25 0776-22-1553

下野谷電気(株) 福井市松本2-17-5 0776-22-7358

(株)秀光ビルド福井 福井市板垣5-1003 0776-50-0155

Ｊoyすずわ 福井市飯塚町7-32 0776-35-3000

㈱ショーケン 福井市光陽4丁目4-23-2 0776-22-1717

上新電機株式会社福井本店 福井市高柳町1-201 0776-54-6800

シンボ電器 福井市宝永2-9-23 0776-23-7046

末広建設(株) 福井市花堂東1-16-10 0776-35-6210

スカイ岩井 福井市町屋3-26-20 0776-26-0470

ススキ電機(株) 福井市南四ツ居1丁目10-39 0776-54-3394

(株)鈴屋建設営繕 福井市ニの宮5-14-2 0120-21-4508

住友林業(株)住宅事業本部注文住宅事業部福

井支店
福井市和田中2丁目906 0776-29-7182

(株)セイコー電機 福井市西開発1丁目2313 0776-52-2880

セーレン商事株式会社　ビルドホーム部 福井市毛矢1丁目10-1 0776-91-5280

(株)関組　住宅事業部 福井市北四ツ居2-14-18 0776-57-7755

セキスイハイム中部(株)北陸支店 福井営業所 福井市和田3丁目110 0776-25-2730

セキスイファミエス中部(株)北陸支店　福井営業所 福井市御幸3丁目10-1 0776-28-2671

セルコホーム福井 福井市順化1-21-19 0776-23-6006

創建 福井市宝永3-25-1 0776-28-6583

(株)総建ハウジング 福井市問屋町3丁目1007-1 0776-25-5700

(有)相互サービス福井 コープハウジング 福井市開発町2-1-1 0776-52-8464

(株)総和ハウジング 福井市渕2-1810 0776-33-5861

http://kizawakenchiku.jp/
http://www.kinoe.jp/
http://www.fukui-kyowa.com/
http://kubotechnoservice.com/
http://www.creatorhome.co.jp/
http://kabukurosu.web.fc2.com/
http://www.komorishoji.co.jp/
http://www.sakai-kf.co.jp/
http://www.san-etu.jp/
http://www.sanwa-build.jp/
https://www.shibata-s.co.jp/
http://www.shukobuild.com/
https://www.joshin.co.jp/
http://www.suehiro-kensetsu.com/
http://sfc.jp/
http://sfc.jp/
http://www.sekigumi.co.jp/
http://www.816chubu.jp/
http://www.famis-chubu.jp/
http://www.soukenhousing.jp/
mailto:info@kizawakenchiku.jp
mailto:info@kizawakenchiku.jp
mailto:info@kinoe.jp
mailto:info@kinoe.jp
mailto:denkiya@mx1.fctv.ne.jp
mailto:denkiya@mx1.fctv.ne.jp
mailto:kyowa10@aroma.ocn.ne.jp
mailto:kyowa10@aroma.ocn.ne.jp
mailto:creator@eiwahome.co.jp
mailto:creator@eiwahome.co.jp
mailto:kurosu@quartz.ocn.ne.jp
mailto:kurosu@quartz.ocn.ne.jp
mailto:kouei-a@mx2.fctv.ne.jp
mailto:kouei-a@mx2.fctv.ne.jp
mailto:gchkobe@mx2.fctv.ne.jp
mailto:gchkobe@mx2.fctv.ne.jp
mailto:k-yasuhiro@komorisyoji.cojp
mailto:k-yasuhiro@komorisyoji.cojp
mailto:kiyokazu@mx2.fctv.ne.jp
mailto:kiyokazu@mx2.fctv.ne.jp
mailto:info@sakai-kf.co.jp
mailto:info@sakai-kf.co.jp
mailto:sakaidsk@fki.fitweb.or.jp
mailto:sakaidsk@fki.fitweb.or.jp
mailto:sadakane@mx2.fctv.ne.jp
mailto:sadakane@mx2.fctv.ne.jp
mailto:info@sks.cc
mailto:info@sks.cc
mailto:info@sanwa-build.jp
mailto:info@sanwa-build.jp
mailto:shiki@mx3.fctv.ne.jp
mailto:shiki@mx3.fctv.ne.jp
mailto:sdk@orange.ocn.ne.jp
mailto:sdk@orange.ocn.ne.jp
mailto:info@shukobuild.com
mailto:info@shukobuild.com
mailto:s-krm732@ab.auone-net.jp
mailto:s-krm732@ab.auone-net.jp
mailto:shoken@mx1.fctv.ne.jp
mailto:shoken@mx1.fctv.ne.jp
mailto:sinbo@mx1.fctv.ne.jp
mailto:sinbo@mx1.fctv.ne.jp
mailto:info@suehiro-kensetsu.com
mailto:info@suehiro-kensetsu.com
mailto:umeki@takinami.jp
mailto:umeki@takinami.jp
mailto:info@soukenhousing.jp
mailto:info@soukenhousing.jp
mailto:sougo_00018@fukuicoop.or.jp
mailto:sougo_00018@fukuicoop.or.jp
mailto:so-wa.h.dai.9254@cosmos.ocn.ne.jp
mailto:so-wa.h.dai.9254@cosmos.ocn.ne.jp
mailto:kubotekuno@nifty.com
mailto:kubotekuno@nifty.com


た行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

大和ハウス工業(株)福井支店 福井市和田中2-2101 0120-24-1964

ダイワレジデンス(株) 福井市文京2-2-10 0776-23-6200

高瀬建築 福井市羽坂町34-7 0776-37-1173

タカセ工業 福井市花堂東2-1001-2 0776-34-4974

高田建築 福井市種池1-15-30 0776-35-9266

(株)たからや 福井市板垣3-714 0776-34-3450

高倉木材 福井市西方1-5-20 0776-23-2266

(株)タキナミ 福井市順化1-21-19 0776-24-0340

(有)チクセン商事 福井市宝永3丁目20-13 0776-26-2038

(株)中央建設 福井市加茂河原1-7-27 0776-35-1444

(有)土橋電機農機商会 福井市上天下2-58 0776-98-3067

土牧電機(株) 福井市大願寺2-6-24 0776-23-2001

TS電機工事(株) 福井市八重巻東町10-9-1 0776-56-3303

(有)出口工務店 福井市茱崎町31-6-7 0776-89-2466

寺島電工(株) 福井市花堂中2-23-10 0776-36-1206

(有)でんえいしゃ 福井市加茂河原2-13-19 0776-35-3671

(株)オー・ディー・エー　でんかハウス　オダ 福井市志比口2-8-2 0776-54-8810

でんき館とびやま 福井市花堂南2-12-5 0776-36-2145

(有)デンキ・ビート 福井市照手4-17-19 0776-22-5995

道傳設備(株) 福井市春日3-305-1 0776-36-5609

とざわでんき 福井市渕4-704 0776-35-9655

ときめきハウジング 福井市二の宮2丁目27-31 0776-23-5567

豊島建設(株) 福井市豊島1-8-5 0776-28-6265

な行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

中島管材綱機(株) 福井市問屋町2-16 0776-21-2241

永田ラジオ電器商会 福井市みのり1丁目25-19 0776-36-2958

ナカノ住宅開発(株) 福井市若杉2-1525 0776-35-6160

(株)中広地所 福井市中央2-2-22 0776-27-4500

永森建設(株) 福井市高柳3丁目3302 0776-52-0007

西尾電器 福井市月見2-7-10 0776-36-3109

西川電業(株) 福井市御幸3丁目4-8 0776-23-1800

(有)西村電機商会 福井市大願寺3-7-1 0776-27-2280

日興電機(株) 福井市二の宮3-35-2 0776-21-3161

日本海電機(株) 福井市片粕町27-8 0776-98-2133

(株）日本ハウスホールディングス 福井市成和1-1011 0776-25-1018

ニューイングランドつくしの 福井市つくし野1-1106 0776-55-1264

(有)丹羽設備 福井市田原2-28-4 0776-23-2718

ノボリ電機 福井市西天田町6-2 0776-90-1348

は行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)ハイエストホーム 福井市加茂河原町20-25-4 0776-34-7004

(株)ハウジングサービス 福井市若杉2-208 0776-33-0011

ハタシタ総合建築 福井市天池町36-41-8 0776-56-0070

浜本建設(株) 福井市大願寺1-4-16 0776-26-3183

(株)浜本工務店 福井市足羽1-9-3 0776-36-3897

(株)バリコム小竹製材 福井市大土呂町17-7-2 0776-39-0808

ハルカデンキ 福井市運動公園3-1017 0776-35-0121

ハローヤスダ 福井市江端町22-35 0776-38-7678

https://www.daiwahouse.co.jp/officeHP/00052.html
http://www.daiwa-residence.jp/
http://www.takarayahome.jp/
http://www.f-takakura.co.jp/
http://www.takinami.jp/
http://www.e-oda.co.jp/
http://www.toyoshima-k.co.jp/outline
http://www.nakano-jyutaku.com/
http://nstyle.info/
http://www.eshin-group.co.jp/
http://www.eco-nishimura.jp/
http://www.nikkoweb.com/
https://www.nihonhouse-hd.co.jp/
http://www.highest-home.com/
http://www.sumaijuku.com/
http://hama-home.net/
http://valicom.jp/
mailto:takase@leaf.ocn.ne.jp
mailto:takase@leaf.ocn.ne.jp
mailto:takaraya@tmt.ne.jp
mailto:takaraya@tmt.ne.jp
mailto:info@takinami.jp
mailto:info@takinami.jp
mailto:y.kuruma@jeans.ocn.ne.jp
mailto:y.kuruma@jeans.ocn.ne.jp
mailto:ttutian@mx2.fctv.ne.jp
mailto:ttutian@mx2.fctv.ne.jp
mailto:d.1169@amail.plala.or.jp
mailto:d.1169@amail.plala.or.jp
mailto:oda@e-oda.co.jp
mailto:oda@e-oda.co.jp
mailto:beat@diary.ocn.ne.jp
mailto:beat@diary.ocn.ne.jp
mailto:info@doden-inc.com
mailto:info@doden-inc.com
mailto:tobiyama@sky.plala.or.jp
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株式会社パンセ建築士事務所 福井市西木田4-5-23 0120-35-1900

(有)東山デンキ 福井市中野3-1204-3 0776-38-3331

左建設(株) 福井市花月5丁目２－６ 0776-23-5406

１００満ボルト福井本店 福井市新保町2-3 0776-57-1800

１００満ボルト福井南本店 福井市江守中町7-30 0776-33-3577

フィアスホーム福井店 福井市大宮6丁目5-12 0776-26-5551

(株)深谷 福井市三ッ屋2-207 0776-23-3350

福井システム住宅(株) 福井市新田塚1-72-22 0776-24-8748

(株)福井製作所 福井市高木中央1-1016 0776-53-2650

福井リテイルシステム 福井市花堂東1-21-7 0776-35-6655

福登建設(株) 福井市花堂北2-15-21 0776-36-2315

福武電工(株) 福井市北四ツ居町614 0776-54-4060

藤電機(有) 福井市二の宮1-3-29 0776-22-8822

(有)双葉設備工業所 福井市高木中央1-2301 0776-53-5327

フレンドリータナカ　田中無線電器商会 福井市光陽2-2-21 0776-22-5939

北新越ホーム(株) 福井営業所 福井市大和田町21-12 0776-53-2431

北新電機(株) 福井市大島中坪108 0776-36-2678

北陸スウェーデンハウス 福井市高柳町21-7-7 0776-53-8200

北陸電気工事(株)福井支店 福井市問屋町1-158 0776-22-3120

北陸ミサワホーム(株)福井支店 福井市花堂中2丁目1-3 0776-35-2030

ま行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)マイン企画 福井市木田町1914 0776-33-3501

前田木材(有) 福井市西袋町18-15 0776-41-1995

(株)増田材木店 福井市川尻町41-65 0776-85-1511

マルエ電器 福井市加茂河原1-6-1 0776-35-1050

丸勝建築(株) 福井市木田町2303-2 0776-36-0090

(有)マルサ電機 福井市西開発3-310 0776-53-0303

三崎屋電工(株) 福井市大森町40-5-2 0776-98-3388

水上総建 福井市志津が丘1-175 0776-98-8298

(株)水元工務店 福井市高木中央1丁目406 0776-50-2402

(株)ミツバ商会 福井市左内町8-15 0776-35-1451

みどり建設(株) 福井市文京6-13-27 0776-23-6447

(有)ミナミ電工 福井市菅谷2-6-36 0776-27-4552

宮永建設(株) 福井市下天下町19-29 0776-98-2345

(有)宮本電設 福井市篠尾町47-1-1 0776-41-3073

みよし建設(株) 福井市左内町1-16 0776-34-3443

メゾンデザイン工房(株) 福井市開発5丁目806 0776-52-0222

株式会社メート工房 福井市足羽3丁目110番地 0776-43-6987

(株)モジュールホーム 福井市御幸4丁目19-30 0776-26-0018

(有)森木工務店 福井市大森町71-1-22 0776-98-2296

や行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)ヤタケン 福井市新田塚2-34-34 0776-28-0055

(株)山内総建 福井市宝永3-3-12 0776-23-3051

ヤマキシ開発店 福井市開発町9字5-1 0776-54-9939

山﨑建設(株) 福井市江守中町7-17 0776-35-7700

やまだでんき 福井市照手4-5-2 0776-23-4656

ヤマデン 福井市高木町56-12-2 0776-36-7312

山本設備工業(株) 福井市和田1丁目5-12 0776-24-2351

(株)ユウキ工房 福井市日光2-9-4 0776-30-7070

ゆうらくざ・おおくら 福井市高木中央1-3009-2 0776-52-1855

http://r-panse.com/
https://www.100mv.com/
https://www.100mv.com/
http://www.fiace.jp/
http://www.fukui-system.com/
http://www.fukutoh.co.jp/
http://3124.jp/
http://www.swedenhouse-hokuriku.com/
http://www.rikudenko.co.jp/
http://www.hokuriku-misawa.co.jp/
http://mine-k.co.jp/
https://m-kikubari.jp/
http://www.marukatsu-kk.jp/
http://marusa0303.jp/
http://www.misakiyadenko.co.jp/
http://www.mizumoto-koumuten.co.jp/
http://www.midorikensetu.jp/
http://www.maison-d.jp/
https://matekobo.com/
http://www.module-home.jp/
http://www.moriki-k.com/
http://www.yamakishi.co.jp/
http://yamazaki-kk.net/
http://yuuki-koubou.com/
mailto:panse@sea.plala.or.jp
mailto:panse@sea.plala.or.jp
mailto:tama.h@basil.ocn.ne.jp
mailto:tama.h@basil.ocn.ne.jp
mailto:housesystem@100mv.com
mailto:housesystem@100mv.com
mailto:housesystem@100mv.com
mailto:housesystem@100mv.com
mailto:fukui-I@mr3.fctv.ne.jp
mailto:fukui-I@mr3.fctv.ne.jp
mailto:info@fukutoh.co.jp
mailto:info@fukutoh.co.jp
mailto:fdk228822@yahoo.co.jp
mailto:fdk228822@yahoo.co.jp
mailto:friendly@mx1.fctv.ne.jp
mailto:friendly@mx1.fctv.ne.jp
mailto:hokusin@fki.fitweb.or.jp
mailto:hokusin@fki.fitweb.or.jp
mailto:sweden-f@pec-kuroda.com
mailto:sweden-f@pec-kuroda.com
mailto:hokuriku_misawahome@home.misawa.co.jp
mailto:hokuriku_misawahome@home.misawa.co.jp
mailto:info@mine-k.co.jp
mailto:info@mine-k.co.jp
mailto:post@kikubari.net
mailto:post@kikubari.net
mailto:info@marukatsu-kk.jp
mailto:info@marukatsu-kk.jp
mailto:office@misakiyadenko.co.jp
mailto:office@misakiyadenko.co.jp
mailto:miyoshi344@axel.ocn.ne.jp
mailto:miyoshi344@axel.ocn.ne.jp
mailto:info@maison-d.jp
mailto:info@maison-d.jp
mailto:module-home@tmt.ne.jp
mailto:module-home@tmt.ne.jp
mailto:info@moriki-k.com
mailto:info@moriki-k.com
mailto:yamauchi@diary.ocn.ne.jp
mailto:yamauchi@diary.ocn.ne.jp
mailto:naoki@yamakishi.co.jp
mailto:naoki@yamakishi.co.jp
mailto:ad@yamazaki-kk.net
mailto:ad@yamazaki-kk.net
mailto:akt@mx5.fctv.ne.jp
mailto:akt@mx5.fctv.ne.jp


ゆうらくざ・たにもと 福井市大町2-104 0776-35-6874

ゆうらくざ・はちや 福井市安原町8-4 0776-41-2032

ゆうらくざ・まえがわ 福井市日之出4丁目2-10 0776-24-2215

湯口製材建設 福井市川尻町27-18 0776-85-1600

横田建築設計(株) 福井市成和1丁目1119 0776-27-0665

横山電機(株) 福井市下馬2丁目204 0776-36-8881

ら行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)ライフコアデザインオフィス 福井市南四ッ居町1-121 0776-54-5152

ランドマックス(株) 福井市加茂緑苑町917 0776-33-3361

(株)リーフハウス 福井市成願寺町10字（家の森展示場） 0776-41-0402

(株)リビングスペース 福井市堂島町8-23-1 0776-52-3388

パナソニックリフォームクラブ　リファイン福井 福井市開発5-315 0776-54-2640

リョーエン(株) 福井市開発5丁目1905 0776-57-1500

(株)レイホク 福井市高木中央2丁目1702 0776-53-5415

(株)レーベル 福井市大和田町32-2 opmビル203 0776-58-3101

(株)レオハウス 福井市高柳2-113 0776-57-2055

わ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)ワイズホーム 福井市羽水2-308 0776-34-9206

わがままハウス 福井市渕3-105 0120-19-5546
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