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福井市

三谷セキサン株式会社

従 500名未満

建物の基礎となるコンクリート
パイル事業にて全国トップシェ
アを誇り、全国各地のさまざま
な建物に三谷セキサンの技術
が使われている。

福井市

ジャパンポリマーク株式会社

従 150名未満

熱転写に関わるトータルサー
ビスを展開。スポーツやアパレ
ルのブランドマーク、大手企業
のユニフォームロゴ、ラベルな
どを製造。

福井市

株式会社内田材木店

従 100名未満

木造建築の骨組製造を主事業
とし、プレカット工法を福井県
で初導入。77年以上、福井の住
宅建築シーンを支えている。

高浜町

山惣工業株式会社

従 100名未満

昭和24年、木製品加工業に着
手。その後、いち早く大手メー
カーのキッチンや洗面化粧台、
収納家具などの木製部品の製
造・加工を担い続ける。

福井市

エネックス株式会社

従 300名未満

レーザーやインクジェットのプ
リンター用のトナーカートリッジ
のリサイクルを軸とした情報関
連事業や、環境に配慮した事業
を展開。

越前市

北陸リトレッド株式会社

従 150名未満

1967年の創業以来、更生タイ
ヤの製造・販売、廃タイヤを再
資源化するリサイクル事業を展
開。また県内8店舗のタイヤ
セールスグループを運営する。

永平寺町

太田木材株式会社

従 100名未満

大正元年、木材業として創業以
降、木材販売や設備や建材の
販売、新築・増改築にも携わる。
木育の普及活動にも取り組む。

坂井市

木下工業株式会社

従 100名未満

大型建築物の設計図から鉄骨
を自社設計、製造、建築工事ま
で行う。高い品質管理能力と技
術力は、国土交通大臣認定「H
グレード」も取得。

福井市

ファーストウッド株式会社

従 300名未満

日本最大級の木材加工工場（集
成材工場、プレカット工場）で、プ
レカット加工数量は月産1500
棟以上。製品は関東や関西、中
京に出荷。女性も多数活躍中！

敦賀市

株式会社ジャクエツ

従 150名未満

あそび環境で未来をつくる会
社として、幼児保育の教材教具
から、街づくりやコンサルティン
グまで、“あそび”を軸とした多
様な提案を行っている。

越前市

マルイチセーリング株式会社

従 100名未満

自社で企画開発・デザイン・
製造したリビングソファーを全
国の家具専門店へ直接卸販
売。ドイツ・ヒュルスタ社の日
本総代理店。

坂井市

株式会社エクシート

従 50名未満

集客、ブランディング、Webマー
ケティング、グラフィック・webデ
ザイン制作、動画制作、医薬品向
け・金融業界向け印刷、一般印
刷、自費出版、広報誌、記念誌等。

福井市

株式会社ミルコン

従 200名未満

道路の横断地下道や宅地の擁
壁、電線の地中化、生態系や環
境に配慮した水路など、プレ
キャストコンクリート製品の設
計・開発・製造を行う。

敦賀市

敦賀セメント株式会社

従 150名未満

日本最大シェアの太平洋セメン
トグループ。各種セメントの製
造とセメント関連製品の製造・
販売、鉱産品の販売の他、環境
保全にも貢献。

敦賀市

田中紙管株式会社
敦賀工場

従 100名未満

紙管及び紙管製造設備の設計
開発、製造、販売を行っている。
また、紙の力を生かしつつ、環
境に対応・配慮した紙管も製
造。

越前市

株式会社シャトル

従 50名未満

中学校技術科の木工教材を主
とし、産業用機械の部品の製
造・販売を行っている。また、
ニュースポーツ用具も全国に販
売する。

坂井市

株式会社浪速ポンプ製作所

従 150名未満

船の運航を維持する重要な機
器、ポンプ。船舶用機関室ポン
プの設計・製造・販売を通じて、
世界の物流を支え、人と物資を
つなぐ。

坂井市

鉄建工業株式会社

従 100名未満

建築鉄骨製作図面作成から鉄
骨加工、建設現場へ搬入、鉄骨
建方まで一貫して行う。県内の
他、関東や中部地方でも業務を
行っている。

美浜町

株式会社カモコン

従 100名未満

生コンクリートや土木建設用の
コンクリート二次製品を製造・
販売。土木工事や市街地の景
観工事なども行っている。

敦賀市

若越印刷株式会社

従 50名未満

昭和22年以来、長年培ってき
た印刷技術を駆使して、パンフ
レットや広報誌、カタログ、チラ
シなど、多種多様な印刷物を製
造。

福井市

株式会社にしばた

従 150名未満

1870年創業、カレンダーのワン
ストップサービスを提供する業
界トップ企業。全国5拠点の幅
広い販売網を有している。

福井市

セキサンピーシー株式会社

従 100名未満

三谷セキサングループ。ブロッ
クなどのコンクリート二次製品
の製造・販売、設計開発や土
木資材の販売、住宅用基礎杭
の製造販売も行う。

若狭町

株式会社光洋 若さ工場

従 100名未満

大人用紙おむつ専門メーカー。
病院や介護施設のプロユース
向けの製品は介護の現場から
の信頼も厚く、国内外に販売さ
れている。

坂井市

株式会社ケーアイ

従 30名未満

しみ抜き機や超音波機械器具
のメーカーとして全国販売を展
開。全国4ヵ所にクリーニング工
場があり、婚礼衣装クリーニング
において高い評価を得ている。

食
料
品

GROCERIES

越前市

株式会社ふじや食品

従 500名未満

玉子どうふや茶碗蒸しの先発
メーカーであり、現在は和・洋・
中・デザート等幅広い商品の
企画・製造・販売を行う総合
チルド食品メーカー。

勝山市

山一食品株式会社

従 100名未満

厳選した大豆を原料に、業務
用主体の刻み油揚げの製造・
販売。販売先は食品卸業や学
校給食、病院などで、冷凍品で
対応している。

越前市

株式会社新珠食品

従 100名未満

大福餅、羽二重餅、茶碗蒸しな
どを製造・販売。販売先は地元
に加え、関東・関西・中京だが、
近年は海外への輸出にも注力
する。

敦賀市

株式会社奥井海生堂

従 50名未満

明治4年創業以来、昆布の加
工・卸・販売を行い、高級昆布
取り扱いでは日本一を誇る。海
外輸出も行い、藏囲昆布は和
食ブームを牽引。

福井市

森永北陸乳業株式会社

従 100名未満

森永乳業グループの会社で、福
井工場ではビフィズス菌末・乳
酸菌末を製造。ISO14001認
証、FSSC22000認証を取得。

坂井市

有限会社スターフーズ

従 50名未満

炭火焼肉店『一番星』の経営を
はじめ、『越前 三國湊屋』では
「焼き鯖寿司」など福井の食材
にこだわったオリジナルの特
産品の製造販売を行う。

勝山市

株式会社一本義久保本店

従 50名未満

代表銘柄の清酒「一本義」「伝
心」他、焼酎、梅酒を製造・販売。
製造販売数ともに県内トップ
で、全国酒蔵約1500社中50
位の出荷数量を誇る。

坂井市

株式会社西洋菓子倶楽部

従 30名未満

生ケーキ、洋菓子、焼菓子、食パ
ン、菓子パンなどの製造・販売。
セントラル工場の他、販売店は
5店舗あり、うち2店舗はカフェ
を併設。

越前市

株式会社武生製麺

従 150名未満

そばの自社農場を持ち、製粉・
製麺、つゆを一貫生産、販売を
行う。本社売店は観光施設とし
ても知られる。「越前そば」は自
社ブランド。

福井市

丸市食品株式会社

従 150名未満

たらこ・辛子明太子の原料調
達から製造・販売まで一貫体
制。全国の卸売市場や量販店、
百貨店へ販売。直売所もあり、
通販業務も拡大中。

福井市

株式会社森八大名閣

従 50名未満

歴史や風土、生活文化を生かし
た和洋菓子の製造・販売を行
う。2019年にはチョコレート専
門店をオープンさせ、新分野へ
の挑戦を続ける。

福井市

株式会社米五

従 30名未満

天保2年より味噌醤油を醸造・
販売。曹洞宗大本山永平寺御
用達の唯一の味噌店でもある。
みそカフェやみそ作り教室など
もある。

小浜市

小浜海産物株式会社

従 150名未満

鮮魚・冷凍問わず幅広い水産
流通品を取り扱い、自社製造工
場も持つ。主力の自社製品は
「小鯛ささ漬」。2020年より陸
上養殖を開始。

福井市

福井中央魚市株式会社

従 100名未満

福井市中央卸売市場内の唯一
の水産物卸業者。生産者と消
費者を結び付け、ふくいサーモ
ンの養殖事業も行う水産物の
総合商社でもある。

福井市

福井精米株式会社

従 50名未満

米穀卸、小売販売、主食精米、
日本酒醸造米加工、通販サイト
「福井の米屋」も運営中。地域
への貢献やボランティア活動に
も取り組む。

福井市

ホクチク株式会社

従 30名未満

福井県産『若狭牛』をはじめ、国
内各産地から良質な牛肉を仕
入れて加工と卸売りが中心。自
社オリジナルの加工品も開発
し販売している。

坂井市

株式会社オーカワパン

従 100名未満

手作りの味をモットーに、各種
パン類や洋菓子の製造、卸販
売を行う。福井県内の主要スー
パーの他、丸岡町内の学校給
食用パンも手掛ける。

永平寺町

黒龍酒造株式会社

従 100名未満

日本酒「無二」「黒龍」「九頭龍」
の製造・販売。蔵元に受け継が
れる「良い酒を造る」という信念
を守りながら、黒龍酒造ならで
はの酒造りを追求する。

鯖江市

株式会社
マイセンファインフード

従 50名未満

大豆と玄米を原料にした肉代替
食品の製造販売。地球温暖化防
止を考慮した未来志向の食品で、
国内外で高い評価を得ている。鯖
江市・福井県SDGsパートナー。

越前町

株式会社山下水産

従 30名未満

水産物の仕入れから製造・加
工販売・卸売までを行う。販路
は県外にも拡大中。平成30年
より、福井市中央卸売市場内に
「さくだ屋」を出店。

坂井市

株式会社五月ヶ瀨

従 100名未満

手焼煎餅・五月ヶ瀨のメーカー
として広く知られ、他にも様々な
お菓子を製造・販売。学校や学
生との連携やコラボ商品開発
にも取り組む。

鯖江市

株式会社 すみよし
【フレッシュランチ39
すみよしGROUP】

従 100名未満

鯖江市を拠点に、県下一円に企
業向けの宅配弁当や学校給食
を提供。約1万人が利用してい
る。敦賀市内には営業所もあ
る。

越前市

マルカワみそ株式会社

従 50名未満

自社農園で農薬不使用の大豆
を栽培、オーガニックや無添加
の味噌を製造・販売。その他、
麹や甘酒、手作り味噌キットな
ども販売中。

おおい町

株式会社名田庄商会

従 30名未満

昭和59年設立の第三セクター
方式の会社。産地育成事業、特
産品開発と製造・販売、物産
展、通信販売などの事業の他、
観光事業も行う。

平均年齢

40歳

AGE

平均年齢

41歳
AGE
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