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福井市

株式会社福井銀行

従 1000名以上

地元福井を中心とした地域経
済の発展や、お客さまの夢の実
現をお手伝いする総合金融
サービスを行う。

大野市

越前信用金庫

従 150名未満

昭和26年設立。大野市、勝山
市、福井市を中心に、信用金庫
として多様化する様々なニー
ズに対応したサービスを提供
している。

福井市

ますも証券株式会社

従 50名未満

「人」「夢」「感動」を理念に、資産
形成・資産運用の投資アドバ
イザーであり、お客様にとってオ
ンリーワンの証券会社である。

越前市

タニオ保険株式会社

従 20名未満

自然災害や新たなリスクが発生
する中、お客様の積極的な『挑
戦』を応援しつつ、これからも
『安心と安全』をお届けしてい
く。

福井市

福井信用金庫

従 1000名未満

相互扶助を目的とした協同組
織の金融機関。地域の個人や
中小企業への融資を通じて地
域発展を目指し、ゆとりある生
活環境作りにも取り組む。

小浜市

小浜信用金庫

従 150名未満

若狭地域に本店を持つ唯一の
金融機関として、取引先の本業
支援、事業継続を支え、地域社
会の安定と成長、課題の解決
に取り組んでいる。

福井市

MS北陸株式会社
福井支店

従 20名未満

顧客の安心・安全を提供する、
国内最大級の保険・金融グルー
プ「MS&ADインシュアランスグ
ループ」の損害保険・生命保険
代理店。

福井市

株式会社福邦銀行

従 500名未満

地域密着の徹底を基本理念
に、徹底した本業支援と資金需
要を創造する提案営業がモッ
トー。地域の顧客と共に成長す
る銀行を目指す。

福井市

全国共済農業協同組合連合会
福井県本部

従 100名未満

JA組合員を対象に、ひと・いえ・
くるまの生活総合保障を提供。
保有契約高252兆円・総資産
約58兆円の、日本有数の金融
機関。

福井市

アクサ生命保険株式会社
福井支社

従 100名未満

商工会議所会員企業に対する
生命保険による従業員のコン
サルティングなどを行う。全国
99％にあたる511商工会議所
と提携。

福井市

有限会社アトラス

従 20名未満

生命保険・自動車保険・火災
保険・医療保険など各種取り
扱い、個人や法人への総合リス
クコンサルティングを行う。

福井市

北陸労働金庫

従 500名未満

労働金庫法に基づき、北陸三
県で金融業務を展開し労働者
の暮らしを支える。福井県内に
7つの営業店、3つのローンセン
ターがある。

福井市

あいおいニッセイ同和
損害保険株式会社 福井支店

従 100名未満

大手金融グループMS&ADの
中核事業会社で、国内損保大
手4社の一角を担う。先進的な
取り組みを通じて、安心・安全
な地域づくりを目指す。

福井市

福井順化商事株式会社

従 30名未満

損害保険に特化した乗合代理
店（令和2年、現在地に新社屋
を移転）。VUCAのご時世、お客
さまへ損保を基軸にリスクヘッ
ジのサポートを行っている。

福井市

アンシーズ株式会社

従 20名未満

来店型ショップと訪問型営業
で、顧客ニーズに合わせた生命
保険や損害保険を提案・販売
する保険代理店。取扱保険会
社は17社。

福井市

株式会社北陸銀行

従 300名未満

北陸三県他、12都道府県にま
たがる広域店舗網を展開し、地
域の様々なニーズに応える総合
金融機能を備えている。

福井市

三津井証券株式会社

従 100名未満

有価証券の売買・有価証券の
売買の媒介・取次及び代理を
行う地場証券。福井県内には福
井市に本社、越前市と小浜市に
支店がある。

福井市

福井信用保証サービス株式会社

従 20名未満

福井銀行の住宅ローンなどの
信用保証業務を目的として、
1892年に設立された福井銀行
のグループ会社。顧客のライフ
プランをサポートしている。

福井市

株式会社ETERNAL

従 20名未満

来店型保険ショップ「保険テラ
ス」にて、個人の最適な保険プ
ランの提案を行う。複数の保険
会社の取り扱いがあり、顧客
ニーズに柔軟に対応。

福井市

アクサ損害保険株式会社

従 300名未満

1817年にフランスで誕生した
世界最大級の保険・資産運用
グループ。顧客第一と最先端情
報技術で、ダイレクト型損害保
険ビジネスを推進。

敦賀市

敦賀信用金庫

従 100名未満

敦賀市内の4店舗を含め、嶺南
地方に6店舗を展開。金融業務
に加え、地域におけるイベント
に積極的に参加・協力し、街づ
くりにも参画。

福井市

今村証券株式会社

従 50名未満

「独立独歩」を掲げ、オリジナル
の金融商品の営業も行う。北
陸の証券会社として初めて東
京証券取引所JASDAQ市場
（現:スタンダード市場）へ上場。

敦賀市

ティ・アイ・エス株式会社

従 20名未満

ファイナンシャル・プランニン
グ技術を活用し、保険ショップ
『ほけんの窓口』や、住宅購入相
談ショップ「おうちコンシェル」
を展開。

医 

療

MEDICAL CARE

福井市

社会福祉法人恩賜財団
済生会支部

福井県済生会病院

従 1000名以上

明治44年、明治天皇の済生勅
語により済生会が創立。外来診
療科23科、病床数460床の福
井県の中核を担う基幹急性期
病院で、地域医療を支える。

勝山市

独立行政法人
地域医療機能推進機構
福井勝山総合病院

従 500名未満

奥越地域で唯一の公的基幹
病院であり、災害拠点病院。
介護老人保健施設や訪問看
護ステーション、健康管理セン
ターなども併設している。

勝山市

医療法人たけとう病院

従 150名未満

奥越地区唯一の精神科・神経
内科病院。平成5年の開業以
来、認知症の先駆的治療プログ
ラムに取り組む。デイケア施設
もある。

福井市

医療法人初生会
福井中央クリニック

従 100名未満

循環器・糖尿病・心療内科・
消化器の専門性を重視した医
療を提供する50床の病院。地
域のかかりつけ医として身近な
存在を心がける。

福井市

一般財団法人
新田塚医療福祉センター

従 1000名以上

福井総合病院､福井総合クリ
ニック､福井病院､新田塚ハウ
ス、新田塚ハイツ、新田塚こど
も園、福井医療大学等を運営。

福井市

医療法人
福井心臓血圧センター

従 500名未満

昭和42年設立。先天性・後天
性の心臓病、高血圧・動脈硬
化などの循環器疾患を主に、精
密検査と最先端治療を行う専
門病院。

福井市

株式会社エイチアンドケー
【エンゼル調剤薬局グループ】

従 150名未満

調剤及び医薬品の販売を行う
調剤薬局グループ。真の地域密
着を目指し、福井県内12店舗を
展開中。平野純薬株式会社の
関連会社。

福井市

株式会社ハシノメディカル

従 100名未満

福祉用具、医療機器、住宅改
修、補聴器の分野を主に取り扱
う。特に福祉用具のレンタルや
住宅改修では、福井県内でも高
いシェア率を誇る。

福井市

福井赤十字病院

従 1000名以上

大正14年4月開院。以来地域の
中核病院として高度先進医療、
救急医療を提供している。また
災害救護も積極的に取り組ん
でいる。

越前市

医療法人林病院

従 500名未満

1913年創設。急性期・入院治
療を外科系・内科系に注力し
未病から在宅まで対応。病院機
能評価、人間ドック健診施設機
能評価認定。

鯖江市

みどりヶ丘病院

従 150名未満

昭和33年開設、鯖江市唯一の
精神科病院。物忘れ外来や児
童思春期外来を新設するなど、
時代に応じた地域密着の医療
を提供している。

福井市

セントラルメディカル株式会社

従 50名未満

医療機器や医療用消耗品など、
医療機関で必要な様 な々ものを
取り扱う。その他に医療ガス設
備の保守や新規開業等、幅広い
事業を展開している。

福井市

医療法人厚生会
福井厚生病院

従 1000名未満

総合病院に加え、健康診断事
業、在宅医療・介護事業、福祉
事業を展開し、「地域に頼られ
る病院」を目指す。2022年5月
に新病院完成。

敦賀市

医療法人敦賀温泉病院

従 300名未満

認知症や脳血管障害の予防、
治療、家族の介護指導など、総
合的なリハビリテーションに力
を入れている。認知症疾患医療
センターも併設。

越前市

医療法人笠原病院

従 150名未満

急性期から療養、介護まで、幅
広く対応しているケアミックス
型の病院。この他、訪問看護ス
テーションや居宅介護事業所
も運営。

福井市

冨木医療器株式会社

従 50名未満

創業100年以上、北陸三県で医
療機器や理化学検査機器を販
売。病院施設の設計施工や医
事用コンピュータの販売も手掛
ける。本社は石川県。

福井市

医療法人穂仁会

従 1000名未満

大滝病院を中心に、医療、福祉、
保健、在宅支援の23施設で切
れ目のない複合的サービスを提
供。かかりつけ医として、在宅、
並びに社会復帰の支援を行う。

福井市

株式会社ミタス

従 200名未満

昭和22年、戦後の動乱期に創
業。医療機器や理化学機器、病
院設備機器、試薬・衛生材料
の販売、医療用配管工事設計
施工などを行う。

越前市

医療法人池慶会 池端病院

従 150名未満

王子保地区では唯一の診療機
関である池端病院を基軸に、在
宅医療、保健、福祉、介護サービ
スを一体的に提供している。

福井市

平野純薬株式会社

従 50名未満

臨床検査試薬、分析用試薬、研
究用試薬の販売で、福井県内
シェア80％以上。医療関連商
品・機器、理化学用機器・機
材の販売も行う。

坂井市

特定医療法人博俊会
春江病院

従 500名未満

外来・入院のほか、健診・予防
医学センター、在宅医療を展開
し、地域の方々の健康を支え
る。平成28年に現在地へ新築
移転。

越前町

越前町国民健康保険
織田病院

従 200名未満

越前町唯一の公立病院で急性
から慢性期の地域医療を提
供。訪問看護も手がけ地域包
括ケアの中核。福祉事業の児童
デイサービスも展開。

福井市

医療法人十全会
あすわクリニック

従 100名未満

人工透析を主とした有床診療
所。内科、循環器内科、小児科も
あり、健康診断、人間ドックにも
対応。病床は19床の他、短期入
所生活介護サービス11床。

福井市

理研産業株式会社

従 20名未満

補聴器一筋70年。販売のみで
はなく、聞こえのお悩み相談、
補聴器の修理・調整等も対応。
店舗数は100を超え業界屈指
の規模を誇る。

エターナル

平均年齢

41歳
AGE

平均年齢

43歳

AGE
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