ふくい青年中央会 会員組合青年部

福井県電気工事（工）青年部 電設及び関連工事 ４４社
会員名

所属企業先役職

1 旭電設株式会社

所属企業名

竹内 大介

取締役社長

2 岩見電工株式会社
3 株式会社カワカミパワーシステム
4 有限会社カワモト電工

電話番号

ホームページ

０７７６－２２－２６２２

http://www.asahi-fukui.co.jp/

岩見 佑樹

福井市成和２丁目９０４－１

０７７６－２６－６４６４

http://www.iwamidenko.com

川上 亮介

福井市和田１丁目５－１３

０７７６－２３－６８６６

http://www.k-p-s.jp/

福井市西学園１丁目１０１０１

０７７６－３４－０２０７

福井市文京４丁目２５－２１

０７７６－２１－４７０７

福井市松本２丁目１７－１５

０７７６－２２－７３５８

福井市南四ツ居１丁目１０－３９

０７７６－５４－３３９４

川本 治

5 株式会社佐々木電業社

佐々木 健夫

6 下野谷電気株式会社

下野谷 信宏

7 ススキ電機株式会社

会社住所

福井市御幸４丁目６－８

鈴木 未奈美

代表取締役

代表取締役

http://susuki.co.jp/

鈴木 崇弘
8 SSK電機株式会社

鈴木 裕輔

福井市乾徳２丁目１－３

０７７６－２２－６４１０

9 西川電業株式会社

西川 政弘

代表取締役

福井市御幸３丁目４－８

０７７６－２３－１８００

http://www.nishikawadengyo.co.jp/

10 日興電機株式会社

尾前 和弥

代表取締役

福井市二の宮３丁目３５－２

０７７６－２１－３１６１

http://www.nikkoweb.com/

11 藤電機有限会社

藤田 洋介

福井市二の宮１丁目３－２９

０７７６－２２－８８２２

福井市若杉２丁目１２０１

０７７６－３５－７３８７

http://hidani-denki.com

福井市高木中央２丁目７１６

０７７６－５３－１８３３

http://heisei-denkou.com

吉田郡永平寺町栃原１－１２６－１

０７７６－６３－３８０３

http://www.shokokai.or.jp/18/183221S0091/

中谷 光伸

福井市新田塚２丁目１７－１３

０７７６－２５－２３６４

16 株式会社山森電気

山森 剛

福井市運動公園３丁目１０２２

０７７６－３６－８４２４

17 株式会社渡辺電設

渡邉 淳一

福井市浅水町１０３－２１

０７７６－３８－０６１０

18 有限会社石谷電機

石谷 真悟

坂井市三国町緑ヶ丘２丁目１－５１

０７７６－８２－３０１８

19 川西電設工業株式会社

川田 雅史

福井市石橋町３２－２０６

０７７６－８５－１７５０

20 TS電機工事株式会社

高島 孝二

福井市八重巻東町１０－９－１

０７７６－５６－３３０３

21 株式会社北陸エアーシステム

中山 真司

坂井市春江町定重２－２－１０

０７７６－３７－４６８８

22 株式会社ＳＰ電機

前田 義也

大野市中挟１丁目９０７

０７７９－６５－４７５０

23 有限会社高砂電機

中野 拓

大野市中野３０－７－９

０７７９－６５－６８９８

大野市中保２１－１２

０７７９－６５－０５３２

12 ヒダニ電機株式会社

日谷 翔

13 平成電工株式会社

河上 剛志

代表取締役

14 有限会社丸木電工

丸木 豪

代 表

15 Ｍ Ｅ Ｗ

24 前田電気株式会社

前田 尚史
前田 宏枝
25 有限会社東電気工事店

東

大野市春日2丁目１３－１１

０７７９－６４－５７４６

26 有限会社イサオ電設

山森 龍治

福井市蒲生町１-２５-４

０７７８－８９－２９７４

27 有限会社細川電工

細川 陽平

丹生郡越前町佐々生５３－５１－１

０７７８－３４－１７０９

28 山中電気商会

林

丹生郡越前町上山中２３－４

０７７８－３６－０２７６

29 シンクス株式会社

堀川 大輔

鯖江市戸口町１７－１３

０７７８－６５－１０９６

30 関本電設株式会社

関本 陽一

越前市北町２２－６

０７７８－２７－２６２４

31 武生電業株式会社

上田 裕紀

越前市千福町５８０

０７７８－２５－６００５

32 田畑電機設備株式会社

田畑 友成

越前市村国3丁目１９－１２

０７７８－２２－３８６２

寺尾 忍

越前市本保町８－５－１

０７７８－２２－５２１５

34 有限会社宇野電気商会

宇野 精浩

敦賀市木崎６－１９－３

０７７０－２１－３９７７

35 河端電設

河端 一志

敦賀市御名１５－２－１６

０７７０－２４－０２４８

36 有限会社小林電設工業

小林 健次

敦賀市松原町１８－８

０７７０－２３－３３６０

37 ゴンパ電気

権八 敏則

敦賀市栄新町３－２５

０７７０－２２－６００９

33 テラオライテック株式会社

知郎

代表取締役

良紀

38 有限会社栄電工

加藤 治

敦賀市清水町１丁目１８－８

０７７０－２２－１８４９

39 株式会社谷電

谷口 崇

敦賀市津内２８－２－１１

０７７０－２４－０１６８

40 株式会社溝口電気通信

溝口 隆史

敦賀市津内町１丁目１３－１４

０７７０－２５－２３２６

41 有限会社加藤通信

加藤 拓也

敦賀市野神１２－８９－３

０７７０－２５－３２６６

42 大塩電気

大塩 進也

敦賀市若葉町３丁目１１０７

０７７０－２１－２０１７

43 大阪電気工業有限会社

宮田 貴史

敦賀市若泉町１

０７７０－２２－０９１７

44 株式会社NYUTEC

石橋 直之

敦賀市公文名３４－３７

０７７０－２３－１５５３

http://www.sp-d.jp/

http://www.maeden.co.jp/

https://www.shinx.jp/

http://www.teraolitech.jp/

