
９１０-８５０１ あおい商事 (株),福井県,福井市,二の宮,４-４４－１

９１０-８５５８ 旭化成インターテキスタイルズ (株),福井県,福井市,大手,２-７番１５号

９１０-８５３８ アロック・サンワ (株),福井県,福井市,開発,５-３１５

９１０-８５４０ 石黒建設 (株),福井県,福井市,西開発,３-３０１－１

９１０-８６５５ 伊藤忠商事 (株) 福井支店,福井県,福井市,順化,１-２１－１

９１０-８６０６ (株） 福邦銀行,福井県,福井市,順化,１-６－９

９１０-８５８５ (株) 大西商事,福井県,福井市,開発町,２００５/９/１

９１０-８６７８ (株) かゞみや,福井県,福井市,中央,１-２番８号

９１０-８５４５ (株) シバタ 福井支店,福井県,福井市,開発,３-３３０５

９１０-８５８２ (株） 西武百貨店 だるまや西武,福井県,福井市,中央,１-８－１

９１０-８５６８ (株) 田中與商店,福井県,福井市,西開発,４-５０１

９１０-８５０８ (株) ツチハシ,福井県,福井市,新保町,１９－２４

９１０-８５６７ (株) 日刊県民福井,福井県,福井市,大手,３-１－８

９１０-８５５２ (株) 福井新聞社,福井県,福井市,大和田町,５６

９１０-８５３９ (株) 法美社,福井県,福井市,里別所新町,５０５-

９１０-８５３０ (株) 松浦機械製作所,福井県,福井市,東森田,４-２０１-

９１０-８５６０ (株) ミルコン,福井県,福井市,長本町,２０２

９１０-８５８４ (株) 明治屋 福井支店,福井県,福井市,高木中央,１-３１０９

９１０-８５８６ (株) 八木熊,福井県,福井市,照手,２-６－１６

９１０-８５８１ (株) ヤスサキ,福井県,福井市,新保町,２００７/９/１

９１０-８５３６ (株) 山口伊三郎家具,福井県,福井市,大願寺,２-８－８

９１０-８５３５ (株) ユース,福井県,福井市,文京,１-１６－１

９１０-８５２７ カラヤ (株) 福井水道機材営業所,福井県,福井市,日之出,５-８－２７

９１０-８５１７ 北島商事 (株),福井県,福井市,高木中央,２-３２１４

９１０-８５４３ 京福電気鉄道 (株),福井県,福井市,日之出,１-６－１４

９１０-８５２０ 坂川建設 (株),福井県,福井市,宝永,３-３－２４

９１０-８５４４ (財) 福井県教育センター,福井県,福井市,大手,２-２２－２８

９１０-８５１６ 社会福祉法人 福井県社会福祉協議会,福井県,福井市,光陽,２-３－２２

９１０-８６８６ 商工組合中央金庫 福井支店,福井県,福井市,大手,３-１４－９

９１０-８５３３ 硝和硝子 (株),福井県,福井市,開発,２-１２１

９１０-８６３０ 住友生命保険 相互会社 福井支社,福井県,福井市,大手,３-４－７

９１０-８５７５ 税理士法人 合同経営会計事務所,福井県,福井市,西開発,１-２５０３－１

９１０-８５４１ 全国健康保険協会 福井支部,福井県,福井市,大手,３-４－１

９１０-８５２８ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),福井県,福井市,中央,３-６番２号

９１０-８５５０ 大電産業 (株),福井県,福井市,春山,１-６－１５

９１０-８５１３ 特別養護老人ホーム藤島園,福井県,福井市,高木町,第８２号３６-の１

９１０-８５７６ 飛島建設 (株) 北陸支店,福井県,福井市,宝永,４-９－１３

９１０-８６７０ 日華化学 (株),福井県,福井市,文京,４-２３－１

９１０-８５３２ 日本銀行 福井事務所,福井県,福井市,順化,２００１/３/３

９１０-８６８０ 日本放送協会 福井放送局,福井県,福井市,宝永,３-３－５

９１０-８６１１ 日本生命保険 相互会社 福井支社,福井県,福井市,順化,１-２１－１

９１０-８５８７ 日本テレシス (株) 中部福井本社,福井県,福井市,順化,２-２－３

９１０-８５４８ 日本電信電話 (株) 福井支店,福井県,福井市,日之出,２-１２－５

９１０-８５８９ 日本電信電話 (株) 福井支店,福井県,福井市,大手,３-３－１

９１０-８５０２ パナソニック (株) デバイスソリューション事業部（森田）,

９１０-８５０２ 福井県,福井市,定正町,４０１

９１０-８５５３ 福井エフエム放送 (株),福井県,福井市,御幸,１-１－１

９１０-８５５１ 福井県 衛生研究所,福井県,福井市,原目町,4-３９

９１０-８６８８ 福井県 共済農業協同組合連合会,福井県,福井市,大手,３-２－１８

９１０-８５６４ 福井県 厚生農業協同組合連合会,福井県,福井市,大手,３-２番１８号

９１０-８５５４ 福井県 市町村職員共済組合,福井県,福井市,西開発,４-２０２－１

９１０-８６６６ 福井県 信用農業協同組合連合会,福井県,福井市,大手,３-２－１８

９１０-８５１５ 福井県警察本部,福井県,福井市,大手,３-１７－１

９１０-８５５５ 福井県税事務所,福井県,福井市,松本,３-１６－１０

９１０-８５８０ 福井県庁,福井県,福井市,大手,３-１７－１

９１０-８５５７ 福井県民生活協同組合,福井県,福井市,開発,２-１－１

９１０-８５２６ 福井県立病院,福井県,福井市,４ツ井,２-８の１

９１０-８５０９ 福井公共職業安定所,福井県,福井市,開発,１-１２１－１

９１０-８５２１ 福井コンピューター,福井県,福井市,高木中央,１-２５０１

９１０-８５１９ 福井財務事務所,福井県,福井市,春山,１-１番５４号

９１０-８５３７ 福井市中央卸売市場,福井県,福井市,大和田町,第１号１-

９１０-８５１１ 福井市役所,福井県,福井市,大手,３-１０－１

９１０-８５２２ 福井市役所 企業局,福井県,福井市,大手,３-１３－１

９１０-８５６６ 福井税務署,福井県,福井市,春山,１-１－５４福井春山合同庁舎

９１０-８５６１ 福井総合病院,福井県,福井市,江上町,第５８号１６-１

９１０-８５１２ 福井経編興業 (株),福井県,福井市,西開発,３-５１９－３

９１０-８５０７ 福井大学,福井県,福井市,文京,３-９－１

９１０-８５２５ 福井大学 生活協同組合,福井県,福井市,文京,３-９－１

９１０-８５８３ 福井地方検察庁,福井県,福井市,春山,１-１－５４

９１０-８５２４ 福井地方裁判所、福井家庭裁判所,福井県,福井市,春山,１-１番１号

９１０-８５０４ 福井地方法務局,福井県,福井市,春山,１-１番５４号

９１０-８５７８ 福井中央魚市 (株),福井県,福井市,大和田町,１－１

９１０-８５１４ 福井トヨペット (株),福井県,福井市,幾代,２-１４２４－１

９１０-８５７９ 福井日野自動車 (株),福井県,福井市,大和田町,２０１０/５/１

９１０-８５８８ 福井放送 (株),福井県,福井市,大和田町,１９３７/１/１

９１０-８５０３ 福井街角放送 (株),福井県,福井市,田原,１-１３番６号

９１０-８６６５ 福井三菱自動車販売 (株),福井県,福井市,文京,２-１２番２６号

９１０-８５５９ 福井労働局,福井県,福井市,春山,１-１番５４号

９１０-８５６５ 北陸電力 (株) 福井支店,福井県,福井市,日之出,１-４－１

９１０-８５１０ 三谷商事 (株),福井県,福井市,豊島,１-３－１

９１０-８５７１ 三谷セキサン (株),福井県,福井市,豊島,１-３番１号

９１０-８５２３ やなぎや企業グループ,福井県,福井市,春山,２-１８－２４

９１０-８５６２ (株) メディアプラス風丸,福井県,福井市,大和田町,第５６号２０-

９１０-２３９２ 福井市 美山総合支所,福井県,福井市,美山町,７－１

９１０-３５９２ 福井市 越廼総合支所,福井県,福井市,蒲生町,１－８８

９１０-３６９２ 福井市 清水総合支所,福井県,福井市,小羽町,１－２７

９１０-８６６０ (株) 福井銀行,福井県,福井市,順化,１-１－１

９１０-８６０１ 大和證券 (株) 福井支店,福井県,福井市,中央,１-４－２８
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９１０-８６１０ 福井県信用漁業協同組合連合会,福井県,福井市,大手,２-８－１０

９１０-８６０３ 福井県農業協同組合中央会,福井県,福井市,大手,３-２－１８

９１０-８６５０ 福井信用金庫,福井県,福井市,田原,２-３－１（

９１０-８６２２ 吉岡幸 (株),福井県,福井市,宝永,３-２２－５

９１８-８５０５ アイローグ協同組合,福井県,福井市,河水町,第１４号３０-

９１８-８５８６ アピタ 福井店,福井県,福井市,飯塚町,第１１号１１１-

９１８-８５３７ 医療法人 厚生会 福井厚生病院,福井県,福井市,下六条町,２０１-

９１８-８５２０ エネックス (株),福井県,福井市,花堂中,２-１５番２号

９１８-８５０９ 江守グループホールディングス (株),福井県,福井市,毛矢,１-６－２３

９１８-８５０２ オー・ジー (株) 北陸支店,福井県,福井市,舞屋町,２０１５/５/２

９１８-８５０８ (株) アイビックス,福井県,福井市,下馬,２-１０１-

９１８-８５８８ (株) アタゴ,福井県,福井市,みのり,４-１３－１

９１８-８５４３ (株) 北川,福井県,福井市,問屋町,２-６５

９１８-８５２５ (株) サンワコン,福井県,福井市,花堂北,１-７番２５号

９１８-８６８６ (株) 福井銀行事務センター,福井県,福井市,今市町,６６

９１８-８６８１ (株) ミツノリ,福井県,福井市,木田町,１３０７

９１８-８５８３ (株) ヤスブン,福井県,福井市,南４ツ居,１-９番１７号

９１８-８５１５ 清川メッキ工業 (株),福井県,福井市,和田中,１-４１４-

９１８-８５１０ 興和江守 (株),福井県,福井市,毛矢,１-６－２３

９１８-８５３０ サカイオーベックス (株),福井県,福井市,花堂中,２-１５番１号

９１８-８５６５ 産建機械リース (株),福井県,福井市,花堂東,１-２０番５号

９１８-８５７８ 塩田食品 (株),福井県,福井市,円山,１-４０５

９１８-８５７７ ショッピングシティ ベル,福井県,福井市,花堂南,２-１６－１

９１８-８５６０ セーレン (株),福井県,福井市,毛矢,１-１０番１号

９１８-８５５８ 東京海上日動火災保険 (株),福井県,福井市,毛矢,１-１０－１

９１８-８５５０ 轟産業 (株),福井県,福井市,毛矢,３-２－４

９１８-８５６６ 中島管材鋼機 (株),福井県,福井市,問屋町,２-１６

９１８-８５２２ 日本マイヤー (株),福井県,福井市,上北野,１-２７－３３

９１８-８６６８ 広撚 (株),福井県,福井市,毛矢,１-２－７

９１８-８５５６ 福井医療 (株),福井県,福井市,問屋町,４-９０１-

９１８-８５０３ 福井県 済生会病院,福井県,福井市,和田中町,舟橋７－１

９１８-８５１８ 福井県 社会保険診療報酬支払基金,福井県,福井市,花堂東,１-２６－３０

９１８-８５６７ 福井県 森林組合連合会,福井県,福井市,江端町,２０号１-

９１８-８５４０ 福井健康福祉センター,福井県,福井市,西木田,２-８－８

９１８-８５７５ 福井県立 道守高等学校,福井県,福井市,若杉町,３５字２１

９１８-８５８０ 福井商工会議所,福井県,福井市,西木田,２-８－１

９１８-８５０１ 福井赤十字病院,福井県,福井市,月見,２-４－１

９１８-８６８８ 福井テレビジョン放送 (株),福井県,福井市,問屋町,３-４１０

９１８-８５６８ 福井トヨタ自動車 (株),福井県,福井市,下荒井町,１９字５０-

９１８-８５２３ 福井日産自動車 (株),福井県,福井市,下荒井町,２１号３-

９１８-８５３３ フクイボウ (株),福井県,福井市,桃園,２-１－１５

９１８-８５８５ フクビ化学工業 (株),福井県,福井市,三十八社町,３３字６６

９１８-８５５５ 北陸農政局 福井農政事務所,福井県,福井市,つくも,２-１１－２１

９１８-８５１１ 山金工業 (株),福井県,福井市,左内町,４－１５

９１４-８６６６ (株) 日本ピーエス,福井県,敦賀市,若泉町,３

９１４-８５５８ 学校法人 嶺南学園敦賀気比高等学校,福井県,敦賀市,沓見,１６４－１

９１４-８５１０ 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構,福井県,敦賀市,明神町,３-

９１４-８５１０ 国立研究開発法人 原子炉廃止措置研究開発センター,福井県,敦賀市,明神町,３-

９１４-８５８５ 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 敦賀事業本部,

９１４-８５８５ 福井県,敦賀市,木崎,６５号２０-

９１４-８５０２ 市立敦賀病院,福井県,敦賀市,三島町,１-６－６０

９１４-８６０９ 敦賀公共職業安定所,福井県,敦賀市,鉄輪町,１-７－３

９１４-８５０１ 敦賀市役所,福井県,敦賀市,中央町,２-１－１

９１４-８６８８ 敦賀信用金庫 本店,福井県,敦賀市,本町,１-１１－７

９１４-８６８６ 敦賀セメント (株),福井県,敦賀市,泉,２－６－１

９１４-８５４０ 敦賀税務署,福井県,敦賀市,鉄輪,１-７－３

９１４-８５５０ 東洋紡 (株) 敦賀事業所,福井県,敦賀市,東洋町,１０-２４

９１４-８５５５ 日本原子力発電 (株) 敦賀発電所,福井県,敦賀市,明神町,１

９１４-８５８０ 福井社会保険事務局 敦賀事務所,福井県,敦賀市,東洋町,５－５４

９１４-８５２４ 福井地方裁判所敦賀支部,福井県,敦賀市,松栄町,６番１０号

９１４-８５２４ 敦賀検察審査会,福井県,敦賀市,松栄町,６番１０号

９１４-８５２４ 福井家庭裁判所敦賀支部,福井県,敦賀市,松栄町,６番１０号

９１４-８５２４ 敦賀簡易裁判所,福井県,敦賀市,松栄町,６番１０号

９１４-８５６７ 若狭松下電器 (株),福井県,敦賀市,堂,２０２６/１/１

９１４-０１９２ (財) 若狭湾エネルギー研究センター,福井県,敦賀市,長谷,６４－５２－１

９１４-０１９８ 昭英高等学校,福井県,敦賀市,長谷,６５－９８

９１４-０１９５ 独立行政法人 国立病院機構 福井病院,福井県,敦賀市,桜ケ丘町, 1-３３

９１７-８５５０ 小浜海産物 (株),福井県,小浜市,川崎,２-１－１

９１７-８５２４ 小浜簡易裁判所,福井県,小浜市,城内,１-１－２

９１７-８５４４ 小浜公共職業安定所 (ハローワークおばま）,福井県,小浜市,後瀬町,７－１０

９１７-８５８５ 小浜市役所,福井県,小浜市,大手町,６－３

９１７-８５３３ 小浜商工会議所,福井県,小浜市,大手町,５－３２

９１７-８６０１ 小浜信用金庫,福井県,小浜市,大手町,９－２０

９１７-８５５５ 小浜水産高等学校,福井県,小浜市,堀屋敷,２００２/５/２

９１７-８５１１ 小浜税務署,福井県,小浜市,一番町,４－１７

９１７-８５０５ (株) 津田孫兵衛,福井県,小浜市,小浜今宮,１２-

９１７-８６８６ (株) 福邦銀行 小浜支店,福井県,小浜市,千種,１-２－１

９１７-８５８４ (株) マツ勘,福井県,小浜市,北塩屋,第拾六号五�９１７８５５８ 関西電力 (株) 小浜営業所,福井県,小浜市,南川町,

１４－５３

９１７-８５６７ 公立小浜病院,福井県,小浜市,大手町,２－２

９１７-８５７７ 芝浦ハイテック (株) 小浜事業所,福井県,小浜市,駅前町,１０-１３

９１７-８５８８ 日本電産テクノモータ (株),福井県,小浜市,駅前町,１３番１０号

９１７-８５１２ ママーストアー,福井県,小浜市,４谷町,１０-２０

９１７-８５６１ 有限会社 宇田川印刷,福井県,小浜市,千種,１-１６－５６

９１７-８５８０ 有限会社 田村長,福井県,小浜市,小浜広峰,１４

９１７-８５０７ 若狭高等学校,福井県,小浜市,千種,１-６－１３

９１７-０１９８ 国立 若狭湾青少年自然の家,福井県,小浜市,田烏,大浜

９１７-０２９７ 福井県 嶺南振興局,福井県,小浜市,遠敷,１-１０１



９１７-０２９３ 福井県立 若狭東高等学校,福井県,小浜市,金屋,2-４８

９１７-０２９８ 有限会社 せいわ箸店,福井県,小浜市,竜前,５－１３－１

９１２-８６８６ 越前信用金庫,福井県,大野市,日吉町,２－１９

９１２-８５２４ 大野簡易裁判所,福井県,大野市,弥生町,１番１１号

９１２-８６６６ 大野市役所,福井県,大野市,天神町,１－１

９１２-８５８５ 大野ショッピングセンター リブレ,福井県,大野市,月美町,４-８

９１２-８５５５ 大野税務署,福井県,大野市,城町,７－２８

９１２-８５６７ 協同組合 大野商業開発 ショッピングモールＶｉｏ,

９１２-８５６７ 福井県,大野市,鍬掛,１７－１７－１

９１２-８５４０ テラル越前農業共同組合,福井県,大野市,中挾,１-１３０１-

９１２-０２９２ 大野市 和泉支所,福井県,大野市,朝日,２０１６/３/４

９１１-８５５５ アボットジャパン (株) 勝山事業所,福井県,勝山市,猪野口,３７－１－１

９１１-８５０１ 勝山市役所,福井県,勝山市,元町,１-１－１

９１１-８５８５ (株) 一本義久保本店,福井県,勝山市,沢町,１-３番１号

９１１-８５１０ ケイテー・テクシーノ (株),福井県,勝山市,昭和町,１-１０－１８

９１１-８５４０ 福井県立 勝山高等学校,福井県,勝山市,昭和町,２-３－１

９１１-８６０１ 福井県立 恐竜博物館,福井県,勝山市,村岡町寺尾,第５１号１１-

９１１-８５５８ 福井社会保険病院,福井県,勝山市,長山町,２-６－２１

９１１-８５３１ 松文産業 (株),福井県,勝山市,旭町,１-１－５６

９１６-８５０５ 青山眼鏡 (株),福井県,鯖江市,神中町,２-３－３０

９１６-８５５０ ウラセ (株),福井県,鯖江市,神中町,２-７－４０

９１６-８６８６ (株) キャンパック,福井県,鯖江市,糺町,２３－１－１９

９１６-８５５８ (株) サンリーブ,福井県,鯖江市,杉本町,１５－２２

９１６-８５５５ (株) シャルマン,福井県,鯖江市,川去町,６－１

９１６-８５１５ 公立丹南病院,福井県,鯖江市,三六町,１-２－３１

９１６-８６６６ 鯖江市役所,福井県,鯖江市,西山町,１３－１

９１６-８５８８ 鯖江商工会議所,福井県,鯖江市,本町,３-２－１２

９１６-８５８５ 社会福祉法人 光道園,福井県,鯖江市,和田町,２００９/１/１

９１６-８５１０ 福井県立 鯖江高等学校,福井県,鯖江市,舟津町,２-５－４２

９１６-８５０７ 福井工業高等専門学校,福井県,鯖江市,下司町,１－１６

９１６-８６４６ 福井信用金庫 鯖江営業部,福井県,鯖江市,横江町,２-１番７号

９１６-８５０１ 福井丹南農業協同組合 本店,福井県,鯖江市,上河端町,６-１８

９１６-８５０８ 福井めがね工業 (株),福井県,鯖江市,北野町,２-２－１１

９１６-８５６７ 有限会社 宝屋,福井県,鯖江市,宮前,１-４－１１

９１６-８６０１ (株) ＢＢＣ,福井県,鯖江市,吉谷町,１５－１１２

９１６-１１９８ (株) 福井クラフト,福井県,鯖江市,戸口町,２４－２３

９１０-４１９５ あわらグランドホテル,福井県,あわら市,温泉,４-２

９１０-４１９３ グランディア芳泉,福井県,あわら市,舟津,４３－２６

９１０-４１９７ ケアハイツ芦原,福井県,あわら市,横垣,１１－１８

９１０-４１９８ 清風荘,福井県,あわら市,温泉,３-８０３

９１０-４１９６ まつや千千,福井県,あわら市,舟津,３１

９１９-０６９２ あわら市役所,福井県,あわら市,市姫,３-１－１

９１９-０６９５ (株) エイチアンドエフ,福井県,あわら市,自由ケ丘,１-８－２８

９１９-０６９７ パナソニックエレクトロニックデバイス福井 (株),福井県,あわら市,伊井,５字

９１９-０６９８ レンゴー (株) 金津事業所,福井県,あわら市,自由ケ丘,１-８－１０

９１８-８５７０ (株) ニッセン 福井ロジスティックセンター,福井県,あわら市,熊坂,９６

９１９-０８９８ 福井鋲螺 (株),福井県,あわら市,指中,５９－１１５

９１５-８５２０ アイシン・エィ・ダブリュ工業 (株),福井県,越前市,池ノ上町,３８

９１５-８５１１ 医療法人 林病院,福井県,越前市,府中,１-５－７

９１５-８５３０ 越前市役所,福井県,越前市,府中,１-１３－７

９１５-８５５５ オリオン電機 (株),福井県,越前市,家久町, 1-４１

９１５-８６６６ (株) 武生製麺,福井県,越前市,真柄町,７－３７

９１５-８５０１ (株) ふじや食品,福井県,越前市,矢船町,１-７－１

９１５-８５８５ 木原建設 (株),福井県,越前市,大虫町,７－２

９１５-８５８６ 仁愛大学,福井県,越前市,大手町,２００３/１/１

９１５-８５３３ 武生税務署,福井県,越前市,中央,１-６－１２

９１５-８５８８ 丹南ケーブルテレビ (株),福井県,越前市,塚町,１０１-

９１５-８５１０ 福井県 南越県税事務所,福井県,越前市,上太田町,5-４１

９１５-８５２４ 武生簡易裁判所,福井県,越前市,日野美,二-６-

９１５-８５２４ 福井地方裁判所武生支部,福井県,越前市,日野美,二-６-

９１５-８５２４ 福井家庭裁判所武生支部,福井県,越前市,日野美,二-６-

９１５-８５２４ 武生簡易裁判所,福井県,越前市,日野美,二-６-

９１５-０２９２ 越前市 今立総合支所,福井県,越前市,粟田部町,１１－３５

９１０-０２９８ 公益(財) 丸岡文化財団,福井県,坂井市,丸岡町霞町,１-１０－１

９１０-０２９２ 坂井市役所 丸岡総合支所,福井県,坂井市,丸岡町西里丸岡,１２－２１－１

９１０-０２９６ 福井県産業支援センター,福井県,坂井市,丸岡町熊堂,３－７－１－１６

９１０-０２９３ 福井県立 丸岡高等学校,福井県,坂井市,丸岡町篠岡,２３字水掛１１－１

９１０-０２９７ 福井コンピュータ (株),福井県,坂井市,丸岡町磯部福庄,５－６

９１０-０３９３ 三谷コンピュータ (株),福井県,坂井市,丸岡町熊堂,３号７-１－１３

９１０-０３９２ 三谷商事 (株) イメージシステム部,福井県,坂井市,丸岡町熊堂,３号７-

９１３-８５３３ 越前三国競艇企業団,福井県,坂井市,三国町池上,第８０号１-

９１３-８５１１ 坂井県税事務所,福井県,坂井市,三国町水居,１７－４５

９１３-８５０１ 坂井市役所 三国総合支所,福井県,坂井市,三国町中央,１-５－１

９１３-８６１１ 坂井市立 三国病院,福井県,坂井市,三国町中央,１-３－１

９１３-８５５５ 福井県立 三国高等学校,福井県,坂井市,三国町緑ケ丘,２-１－３

９１３-８５８８ 古河スカイ (株） 福井工場,福井県,坂井市,三国町黒目,２１字１-

９１３-８５７７ 三国観光産業 (株),福井県,坂井市,三国町池上, 1-８０

９１３-８５８５ 三国税務署,福井県,坂井市,三国町中央,１-２－２

９１９-０４９２ 坂井市役所 春江総合支所,福井県,坂井市,春江町随応寺,１０－１７

９１０-８７３０ アクサ損害保険 (株) 福井センター,福井県,坂井市,坂井町福島,８

９１９-０５９８ (株) ソディック 福井事業所,福井県,坂井市,坂井町長屋,７８

９１９-０５９５ (株) 村井,福井県,坂井市,坂井町福島,９字表中道１－１

９１９-０５９４ (株) 村井物流センター,福井県,坂井市,坂井町福島,９字表中道１－１

９１９-０５９２ 坂井市役所,福井県,坂井市,坂井町下新庄,１－１

９１９-０５９７ 福井県農業協同組合 坂井基幹支店,福井県,坂井市,坂井町上新庄,４２－１９

９１０-１１９２ 永平寺町役場,福井県,吉田郡永平寺町,松岡春日,１-４

９１０-１１９５ 福井県立大学,福井県,吉田郡永平寺町,松岡兼定島,２００４/１/１

９１０-１１９４ 福井大学 医学図書館,福井県,吉田郡永平寺町,松岡下合月,３－２３



９１０-１１９３ 福井大学 医学部,福井県,吉田郡永平寺町,松岡下合月,３－２３

９１０-１２９２ 永平寺町役場 永平寺支所,福井県,吉田郡永平寺町,東古市,１０－５

９１０-１２９５ (株) 西村組,福井県,吉田郡永平寺町,下浄法寺,２－８

９１０-１２９４ 大本山 永平寺,福井県,吉田郡永平寺町,志比,５－１５

９１０-１２９３ フレッグ食品工業 (株),福井県,吉田郡永平寺町,諏訪間,１９６５/１/１

９１０-１３９２ 永平寺町役場 上志比支所,福井県,吉田郡永平寺町,栗住波,１－１

９１５-１１９５ 南越前町 河野総合事務所,福井県,南条郡南越前町,河野,第１５号１６-１

９１９-０１９２ 南越前町 今庄総合事務所,福井県,南条郡南越前町,今庄,第７４号１４-

９１９-０２９２ 南越前町役場,福井県,南条郡南越前町,東大道,第２９号１-

９１６-０１９２ 越前町役場,福井県,丹生郡越前町,西田中,２０１３/５/１

９１６-０２９２ 越前町役場織田総合事務所,福井県,丹生郡越前町,織田, 1-３６

９１６-０２９３ 越前町役場宮崎総合事務所,福井県,丹生郡越前町,江波,５０－８０－１

９１６-０２９５ (株) 福井村田製作所 宮崎工場,福井県,丹生郡越前町,小曽原,１１８号

９１６-０４９２ 越前町役場 越前総合事務所,福井県,丹生郡越前町,道口,１－２４－１

９１９-１１９２ 美浜町役場,福井県,三方郡美浜町,郷市,２５－２５

９１９-２２９４ 高浜社会保険介護老人保健施設,福井県,大飯郡高浜町,宮崎,８７－１４－２

９１９-２２９２ 高浜町役場,福井県,大飯郡高浜町,宮崎,第８６号２３-２

９１９-２２９３ 若狭高浜病院,福井県,大飯郡高浜町,宮崎,８７－１４－２

９１９-２３９２ 関西電力 (株) 高浜発電所,福井県,大飯郡高浜町,田ノ浦,

９１７-０３９３ おおい町 名田庄総合事務所,福井県,大飯郡おおい町,名田庄久坂,３－４１－３

９１７-０３９８ 名田庄商会,福井県,大飯郡おおい町,名田庄久坂,３－４２－１

９１９-１３９６ (株) 前田産業,福井県,三方上中郡若狭町,能登野,３５－２６－１

９１９-１３９７ デンヨー (株) 福井工場,福井県,三方上中郡若狭町,相田, 1-３８

９１９-１３９５ 福井県立 美方高等学校,福井県,三方上中郡若狭町,気山,１１４

９１９-１３９２ レイクヒルズ美方病院,福井県,三方上中郡若狭町,気山,第３１５号１-の９

９１９-１３９３ 若狭町役場 三方庁舎,福井県,三方上中郡若狭町,中央,１－１

９１９-１５９２ 若狭町役場 上中庁舎,福井県,三方上中郡若狭町,市場,２０－１８




