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福井市

株式会社
日本ハウスホールディングス

従 20名未満

木造注文住宅の設計・施工・
監理・販売を全国展開。日本の
森林を守るヒノキ・木造住宅な
ど、環境にやさしい脱炭素の家
づくりを推進している。

福井市

株式会社タキナミ

従 50名未満

創業大正11年で、今年100年目
を迎える。宅地開発や注文住宅
の設計・施工・販売、増改築、
不動産売買のほか、賃貸物件の
管理業務や運用企画も行う。

大野市

大南建設工業株式会社

従 20名未満

古民家の再生から住宅や商店
舗、大規模工場や公共施設など
の設計・建築工事を担う。特に
耐震診断や耐震補強工事は福
井県でも一番多く手掛けている。

福井市

株式会社活衛工務店

従 20名未満

公共工事や住宅の総合建設
業。型枠部門の技術は県内トッ
プクラス。工務店だからこそでき
る、きめ細やかな対応サポート
で創業67年を迎える。

福井市

石友ホーム株式会社
【石友ホームグループ】

従 100名未満

県内の事業拠点は福井市、鯖江
市、敦賀市。注文住宅の設計・施
工、増改築・リフォーム、不動産事
業、木材の調達と自社工場での加
工、大工・職人の育成事業を行う。

福井市

株式会社一条工務店

従 50名未満

木造新築戸建住宅の他、分譲
やリフォーム、マンション、メガ
ソーラー、海外戸建住宅などの
各事業を行う。2021年度の戸
建注文住宅販売は業界No.1。

大野市

有限会社羽生建築工業

従 20名未満

宮大工の技術を受け継ぎ、木造
注文住宅の設計・施工・工事
管理を行う。福井市内には家づ
くりの相談用にハウジングカウ
ンターも開設。

敦賀市

株式会社あめりか屋

従 20名未満

個人様向けの新築リフォームの
住宅事業、法人様向けの公共
工事や事務所・倉庫などの建
設事業でお客様の暮らしを豊
かにする仕事をしている。

福井市

永和住宅株式会社
【永和グループ】

従 150名未満

自社直営工場と関連会社との
連携で、注文住宅の設計施工
販売を一貫して行う。独自工法
で特許を取得、さらなる安心・
安全を提供している。

福井市

山﨑建設株式会社

従 30名未満

「建物の人生を築く会社。」を理
念に掲げ、住宅事業、一般建築
事業、リフォーム事業を福井県
で展開している建設会社。

福井市

ノーク・ホームズ株式会社

従 20名未満

高性能でリーズナブルな家づく
りを行い、自由設計でお客様に
オリジナルの1棟を提供してい
る。2025年に株式上場を目指
している。

福井市

アルスホーム株式会社

従 20名未満

本社は富山県。北陸3県と上越エ
リアにて、美しさと強さを高いレ
ベルで実現するフルオーダーメイ
ド住宅の設計・施工・販売を行
う。

福井市

永森建設株式会社

従 150名未満

素材力・提案力・技術力・ア
フター力を追求しながら、木造
注文住宅の設計・施工・監理、
リフォーム業、不動産業、保険
代理業などを提供。

福井市

ウッドライフホーム株式会社
【石友ホームグループ】

従 30名未満

県内の事業拠点は福井市、鯖
江市、敦賀市。20～30代のライ
フスタイルを重視した住宅を低
価格・高品質・自由設計で提案。

福井市

株式会社水元工務店

従 30名未満

耐震等級3、認定長期優良住
宅、全棟構造計算を標準とし、
安心・安全な365日帰りたくな
る家とリフォームを提案してい
る。

福井市

株式会社住まい工房

従 20名未満

注文住宅の土地斡旋からアフ
ターメンテナンスまで一貫した
サービスを提供。有名な北欧家
具や照明器具、ドイツ製家電品
の代理店も展開。

福井市

北陸ミサワホーム株式会社
福井支店

従 150名未満

創業昭和43年以来、北陸3県
で1万8000棟以上の実績を誇
る。一般住宅や店舗、医療・介
護施設などの設計・施工・販
売も手掛ける。

永平寺町

清川建設株式会社

従 30名未満

創業明治38年の歴史と実績を誇
る老舗建設会社。木造建築を得
意とし、住友林業の家の指定工
務店でもある。鉄筋コンクリート
造などの新築、改修も手掛ける。

福井市

メゾンデザイン工房株式会社

従 20名未満

インテリアショップ「ラヴィンラ
イフ」を併設。優れたデザイン力
と充実した標準装備が強みの、
100％自社設計の注文住宅を
メインに設計施工を行う。

福井市

株式会社総建ハウジング

従 20名未満

1974年創業の注文住宅会社。
許容応力度計算を含む構造計
算を一棟ごとに実施し、災害に
強く、省エネ・環境にも配慮し
た高性能の住宅を提供。

福井市

株式会社ハイエストホーム

従 100名未満

建設業と不動産業が融合した
新業務形態企業。土地と建物
の相談をワンストップで提供、
土地売買やローコスト新築住
宅を施工している。

坂井市

東角建設株式会社

従 20名未満

総合建設業や一級建築士事務
所、不動産業の住宅関連に加
え、太陽光発電事業や高齢者
介護事業など、幅広い事業を展
開している。

福井市

Chell Living株式会社 福井店
シェルリビング

従 20名未満

福井県にある注文住宅の設計
施工を手がける、関組グループ
の会社。「上質な暮らしをデザイ
ンする」をモットーに、長く愛さ
れる家づくりを行っている。

南越前町

sou's design
株式会社みつぐはうす工房

従 20名未満

家づくりが終わっても、お客様
の暮らしに寄り添う家づくりを
目指す。インテリアショップを併
設している。
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福井市

株式会社サンワコン

従 300名未満

社会インフラやまちづくり事業
の調査～計画～設計を通じて、
安全・安心で持続可能な地域
社会づくりに貢献する総合建
設コンサルタント。

鯖江市

株式会社キミコン

従 100名未満

総合建設コンサルタント業として、
公共インフラ整備に伴う設計・補
償・測量・地質調査・埋蔵文化
財調査を行い官公庁、民間企業に
対しコンサルティング業務を行う。

福井市

暁産業株式会社

従 50名未満

消防自動車・消防機器の販売
や消防設備の企画設計及び施
工、保守点検整備など、防災に
関するあらゆる業務を行う。

小浜市

株式会社ワカサコンサル

従 50名未満

1960年の創業時から測量や
設計、地質調査、都市計画など
で地域発展に寄与。最新技術
を会得し続ける技術集団。

敦賀市

原電エンジニアリング株式会社

従 300名未満

原子力発電所の保守・運営、
増改良工事、維持管理・運営、
技術解析、ITソリューション事
業など、広範な事業内容を展開
している。

越前市

株式会社帝国コンサルタント

従 100名未満

測量・設計・地質調査を手掛
ける総合建設コンサルタント。
特に一般土木設計では県内随
一の実績を誇っている。

福井市

株式会社ダイナテック

従 50名未満

福井県内を中心にビル用・工
場用設備の販売から空調・給
排水設備の設計・施工、各種
制御盤製作及びソフト開発、メ
ンテナンスまでを行っている。

小浜市

富士測量設計株式会社

従 50名未満

地域の安全・安心と快適な空
間の実現を目指す建設コンサ
ルタント。情報技術を含む専門
分野の新技術活用をいち早く
取り入れている。

敦賀市

FTEC株式会社

従 300名未満

高速増殖炉の研究開発に長年
携わった豊富な知識と経験と
誇りを胸に、様々な発電プラン
トの保守、点検、メンテナンスを
行っている。

小浜市

京福コンサルタント株式会社

従 100名未満

若狭地方の測量業者として昭
和34年に創業。以後、道路や橋
梁などの設計から測量、地質調
査、環境調査、災害対応業務で
地域にも貢献。

福井市

株式会社サンケン
試錐コンサルタント

従 50名未満

建物設計に不可欠な基礎地盤
の性質を地質調査、コンサル
ティング。その技術を駆使し、水
環境汚染調査や井戸などの各
種工事も行う。

越前市

ホクコンエンジニアリング
株式会社

従 30名未満

環境負荷の低減のためのメン
テナンス受託や、廃棄物処理施
設や水処理施設などの各種施
設の運転管理を行う。環境マネ
ジメント活動も推進中。

敦賀市

株式会社TAS

従 300名未満

①大型プラント施設の運転と保守
工事②システム・アプリ開発など
のIT関連事業③産業副資材や安
全衛生・環境関連製品などの卸売
という、3つの異なる事業を展開。

坂井市

株式会社金井機械設計事務所

従 50名未満

二次元・三次元CADシステム
を駆使し、独自の開発力と柔軟
な発想力でNC工作機械の製
図と付随業務を行う。各種機械
メーカーの技術パートナー。

福井市

株式会社ホクシン

従 50名未満

教育機関や官公庁、産業界に
おける電子計測機器や理化
学・分析機器を販売する専門
商社。製品やシステムの提案の
ほか保守メンテナンスも行う。

越前市

株式会社田中
地質コンサルタント

従 30名未満

「地学の力」で地域の暮らしや、
自然環境を支える地質コンサル
タント。国内外の公的研究機関
や大学との共同研究にも積極
的に取り組む。

福井市

株式会社北陸環境科学研究所

従 100名未満

公害が社会問題となっていた昭
和47年に前身の組織である㈶北
陸公衆衛生研究所を設立。環境
調査や食品・飲料水検査など、
幅広い化学分析に対応している。

福井市

丸一調査設計株式会社

従 50名未満

農業用パイプラインやほ場整
備をはじめ魚道・公園整備等
の測量、調査、計画、設計を通じ
て快適なインフラ整備を提供し
ている。

敦賀市

株式会社協立技術工業

従 50名未満

原子力関連における計装制御装
置設備の保守点検及び医療用
粒子線治療装置運転・保守点検、
機械設備洗浄工事等メンテナン
スを主体に事業展開している。

小浜市

株式会社システムラン

従 30名未満

オリジナル・システム開発販売
が主業務のIT関連企業。現在、
全国1000社に及ぶ建設関連
業界ユーザーを有し、成長を続
けている。

福井市

ジビル調査設計株式会社

従 100名未満

建設コンサルタントとして、設
計業務や測量、地質調査、補償
業務を行う。業務範囲は道路や
橋梁、河川、海岸など幅広い。

福井市

中央測量設計株式会社

従 50名未満

福井県を中心に官公庁発注の
道路や橋梁、河川、農業施設な
どの工事のための測量、調査、
設計を担当。

敦賀市

株式会社エイコー
技術コンサルタント

従 50名未満

国や地域自治体から委託され
る公共測量や土木構造の調
査・計画から詳細設計まで手
掛け、コンサルタントとして社会
基盤を支える。

福井市

株式会社第一コンサル

従 20名未満

高度な技術と確かなデータ、地
域社会発展に貢献する技術力
で、地上測量や区画整理、土地
改良事業、用地測量、宅地造成
に取り組む。
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