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若狭町新型コロナウイルス感染予防対策

取組宣言

事業所一覧
令和2年11月30日現在

№

事業所名

住所

1

若狭木材流通センター（協）

若狭町成願寺22-15-2

2

ライフ・パートナー

若狭町能登野33-2-2

3

高槻電器工業㈱三方工場

若狭町能登野58-1-2

4

居酒屋

若狭町能登野38-13-1

5

㈱ワカサ マツバ

若狭町能登野15-1-1

6

シルクルーム

若狭町能登野34-39

7

㈲沢左官工業所

若狭町能登野33-18

8

㈲石田鉄建

若狭町能登野37-18-1

9

中華料理

若狭町能登野33-2-2

きんた

八宝園

10 ともえ屋

若狭町井崎53-34

11 リリ・オキュペ

若狭町井崎47-2-1

12 地域福祉センター

泉

若狭町井崎40-80

13 生きいきふれあい館

若狭町井崎68-21

14 へアーズクラフト

若狭町井崎58-1-1

15 うまじ助産所

若狭町岩屋42-4

16 ラムサール「わかさ」

若狭町岩屋61-35

17 ミキモト化粧品 嶺南美々営業所

若狭町田上30-1

18 ㈲野村石油店

若狭町相田31-4-1

19 anna design

若狭町相田55-7-1

20 久保上一美 教室

若狭町南前川39－23

21 ㈱アルファブランカST

若狭町北前川74号今古1-1

22 訪問マッサージ

若狭町北前川42-17

てあて屋

23 KUWON Café

若狭町北前川39-1

24 うなぎ淡水

若狭町鳥浜127-13-4

25 大橋呉服店

若狭町鳥浜57-36-2

26 道の駅 三方五湖

若狭町鳥浜122-31-1

27 café縞

若狭町鳥浜122-12-1

28 肉のたかだ

若狭町鳥浜60-1

29 コレフォトスタジオ

若狭町鳥浜60-1

30 ももhana

若狭町鳥浜27-34-1

31 Bar M

若狭町鳥浜27-34-1

32 ㈱澤村

若狭町鳥浜26-20

33 江戸っ子寿司

若狭町鳥浜60-1

レピア内

34 Ever Jewelry

若狭町鳥浜60-1

レピア内

35 クローバーとスピカ

若狭町鳥浜60-1

レピア内

36 ハピネスライフ

若狭町鳥浜53-9

37 協同組合

レピア店

三方ショッピングセンター

レピア

若狭町鳥浜60-1
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38 うなぎ料理 徳右ェ門

若狭町鳥浜44-18

39 敦賀信用金庫 三方支店

若狭町鳥浜49-31-1

40 ㈱徳山組

若狭町鳥浜49-38-1

41 エコファームみかた 梅酒工場

若狭町鳥浜59-13-1

42 ＥＣＣジュニア

若狭町鳥浜58-55

三方教室

43 加藤医院

若狭町鳥浜25-75

44 税理士法人竹長会計 わかさ事務所

若狭町鳥浜49-32-3

45 （一社）Switch Switch

若狭町鳥浜123-9-2

46 公文 三方教室

若狭町館川1-1-8

47 BITS nail design

若狭町館川1-1-13

48 みかた温泉

若狭町中央1-6-1

きららの湯

49 わかさ東商工会 本所

若狭町中央1-5

50 若狭シルバーセンター

若狭町中央1-1

51 ㈲上野モータース

若狭町中央1-8-1

52 La Vert

若狭町三方48-10-5

53 理容

若狭町三方48-10-5

ヤマナカ

54 フクビ化学工業㈱三方工場

若狭町三方18-45

55 ㈲五湖自動車商会

若狭町三方5-22-4

56 三方林材㈱

若狭町三方34-5

57 太良久

若狭町三方39-18-1

58 cream

若狭町三方19-26-2

59 ㈲五井伴石油

若狭町三方22-32-12

60 コミュニティカフェ きらやま茶屋

若狭町三方39-5-3

61 ㈱福井銀行 三方支店

若狭町三方40-1

62 丸岩呉服店

若狭町三方43-13-1

63 カイロプラクティック
64 レストラン

アインズ

65 天然温泉

来人館
岡三屋 彩かさね

66 ㈱美浜共同商事

生倉事務所

若狭町三方43-13-1
若狭町三方12-10-1
若狭町生倉18-19-2
若狭町生倉4-1

67 レインボー観光自動車

若狭町気山233-8

68 ㈲榎本自動車

若狭町気山295-16-1

69 レインボーライン山頂公園

若狭町気山18-2-2

70 ㈱武笠

若狭町気山290-10

71 小規模多機能ホーム きやま虹の家

若狭町気山231-17

72 美容室

若狭町気山135-18

レーヴ

73 ㈲三方板金店

若狭町気山24-3

74 アルデーヌ

若狭町気山275-2-3

カナモリ
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75 おまっとさん

若狭町気山116-22-1

76 ドール イワモト

若狭町上瀬1-2-12

77 ドライブイン やまだ

若狭町成出22-1-1

78 久保農園

若狭町田井114-6

79 熊谷農園

若狭町田井116-2

80 田辺市三郎

若狭町田井119-22

81 五湖の郷

若狭町田井24-2

82 若狭町観光船レイククルーズ

若狭町海山68-20

83 料理旅館

若狭町海山52-22

なが田

84 ドライブイン よしだ

若狭町海山70-3

85 レストハウス

若狭町海山77-9

湖畔

86 夕日の宿 松喜

若狭町世久見13-17

87 民宿

若狭町世久見5-10

ひさみ

88 浜仁

若狭町世久見5-10

89 民宿

はまべや

若狭町世久見5-14

90 民宿

よしおかや

若狭町世久見15-10

91 若狭の宿

きよや

若狭町世久見39-11-1

92 清風荘

若狭町世久見40-3

93 ふじはらや

若狭町世久見13-26

94 民宿

若狭町世久見5-6-2

あおきや

95 漁師のお宿

勇晴

若狭町世久見6-29

96 まごや

若狭町世久見5-4

97 わたなべ館

若狭町世久見13-21

98 民宿

若狭町世久見13-6

浜乃家

99 重田家

若狭町世久見11-2

100 魚美家

若狭町世久見13-25-1

101 民宿

若狭町世久見34-2

長谷

102 はまかわ

若狭町世久見5-20

103 若狭路の宿 やまや

若狭町遊子5-20

104 はまと旅館

若狭町遊子10-5

105 きよしや

若狭町遊子11-10

106 大良

若狭町遊子5-28

107 民宿

しろごろ

若狭町小川2-25

108 とね旅館

若狭町小川1-9

109 海釣り公園 みかた

若狭町小川17-36

110 みさきち

若狭町神子14-4

111 望海幸楽

若狭町神子3-11-1
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112 民宿

池乃家

若狭町神子6-12

113 民宿

竹中

若狭町神子3-15

114 民宿

潮屋

若狭町神子3-15

115 民宿

久介

若狭町神子3-21

116 えびす屋

若狭町神子10-18

117 小規模多機能ホーム

みさき

若狭町神子13-3-2

118 松岡商店

若狭町神子6-20

119 うらら亭

若狭町神子6-20

120 美前屋

若狭町常神1-59

121 与五郎

若狭町常神1-34

122 市エ門

若狭町常神1-6

123 長松

若狭町常神1-49

124 民宿

橋本

若狭町常神1-38

125 小西屋 別館

若狭町常神5-2-1

126 民宿

若狭町常神1-39

杉本

127 そてつや旅館

若狭町常神1-60

128 旅館

まつむら

若狭町常神1-51

129 魚集

山下屋

若狭町常神1-76

130 ふるさと宿舎

メーンマスト

若狭町常神2-44

131 庄司旅館

若狭町大鳥羽25-12-1

132 お食事処ぶっきらぼう

若狭町大鳥羽25-12-1

133 wamiles salon solana

若狭町大鳥羽38-12-1

134 ㈲藤川設備

若狭町大鳥羽13-48

135 山口美容室

若狭町大鳥羽36-2-1

136 ㈲檜鼻モータース

若狭町大鳥羽13-45

137 みつる美容室

若狭町大鳥羽6-20-1

138 川﨑鉄工

若狭町大鳥羽46-1-3

139 ㈱ボーヤフーズ

若狭町大鳥羽16-57

140 デコデックス デザイン

若狭町三生野35-3

141 ㈲井上木材センター

若狭町三生野13-33

142 ㈱ミズエ

若狭町三田28-38

143 くるま屋

若狭町安賀里75-1-6

144 かみなか農楽舎

若狭町安賀里74-1-1

145 岡本善七製菓

若狭町下タ中7-6

146 介護福祉施設 わらく

若狭町有田11-20-10

147 LOHAS

若狭町下吉田8-24-7

148 ロハス

アヤ

若狭町下吉田8-24-7
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149 Sweet deco

住所
若狭町下吉田8-24-7

150 カイロプラクティック

美楽

若狭町下吉田8-24-7

151 ラスカル プラント上中店

若狭町脇袋11-12-1

152 相談支援センター

若狭町脇袋18-30

膳

153 木創

若狭町関58-14

154 熊川宿若狭美術館

若狭町熊川39-5-1

155 四季彩館

若狭町熊川11-1-1

156 旧逸見勘兵衛家

若狭町熊川30-3-1

157 葛と鯖寿しの店
158 熊川宿

まる志ん

ひのきや

若狭町熊川39-11-1
若狭町熊川39-25-1

159 岩本商店

若狭町熊川21-4

160 雑貨屋

若狭町熊川21-15

きのした

161 メゾン・ド・ひまわり

若狭町熊川22-2-1

162 小規模多機能ホーム ほたる熊川宿

若狭町熊川43-37

163 irodori Labo

若狭町熊川39-5-3

164 熊川宿

伍助

若狭町熊川16-28-1

165 河内屋

傳次郎

若狭町熊川19－3

166 ㈱西野土木

若狭町新道65-26

167 ㈲MODEL

若狭町新道71-15

168 リフレステ やまびこ

若狭町河内1-4-5

169 上中石油㈱

若狭町三宅84-16-1

170 ㈱西野工務店

若狭町三宅80-32

171 秋吉 上中店

若狭町三宅92-2-15

172 ENEOS若狭上中SS

若狭町三宅86-4-1

173 和伊和伊亭

若狭町三宅93-4-1

174 わかさ東商工会 上中支所

若狭町市場18-10

175 いち福 七輪亭 すみよし

若狭町市場8-3-5

176 ベルサロン きしもと

若狭町市場20-15-24

177 カットハウス

若狭町市場18-18

きんもくせい

パレア内

178 TECタナカ

若狭町市場20-14-3

179 フィットネス パレア若狭

若狭町市場18-18

パレア内

180 若狭町社協 パレア若狭 本所

若狭町市場18-18

パレア内

181 善司郎

食堂部

若狭町市場21-9-1

182 Ｐｕｂ

ａｒｔ

若狭町井ノ口36-3

183 居酒屋 じろう

若狭町井ノ口26-5-9

184 武田燃料店

若狭町井ノ口35-20

185 モーモー亭

若狭町井ノ口29-32-1
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186 医療法人 千葉医院

若狭町井ノ口29-28-1

187 ㈱武田設備

若狭町井ノ口3-4-1

188 ㈱福井銀行 上中支店

若狭町井ノ口36-6-1

189 かみなかコーポ 管理事務所

若狭町井ノ口15-24-5

190 和菓子処

菊水堂

若狭町井ノ口36-8-1

191 上中クリーニング

若狭町天徳寺24-9-6

192 名水の里

若狭町天徳寺37-1-1

193 ふぉと企画 ぴーす

若狭町天徳寺31-28-2

194 ヘアスペース

若狭町天徳寺34-37

195 合同会社

ラ・マヒナ

神谷農園

若狭町神谷35-24

196 髪切り屋ライキ

若狭町日笠68-30-2

197 若狭町建設業会

若狭町若狭テクノバレー1-6-2

198 上中地区環境整備事業協同組合

若狭町若狭テクノバレー1-6-2

199 AGC若狭化学㈱

若狭町若狭テクノバレー1-4-1

200 ㈱美十

若狭工場

若狭町若狭テクノバレー1-3-1

201 若狭テクノパーク

若狭町若狭テクノバレー2-1-7

202 ㈱放電精密加工研究所 若狭事務所

若狭町若狭テクノバレー1-5-3

203 プロテインケミカル㈱

若狭町若狭テクノバレー2-1-10

204 ダイセン㈱ 若狭工場

若狭町若狭テクノバレー1-5-1

205 北陸トラック運送嶺南営業所

若狭町若狭テクノバレー1-4-8

206 生晃栄養薬品㈱

若狭町若狭テクノバレー1-4-7

若狭工場

207 ㈱窪田組

若狭町堤16-8-3

208 たいしたもん屋

若狭町兼田1-30-2

209 Yachimiパン

若狭町兼田21-8

210 上中化学㈱

若狭町玉置51-20

211 ㈱モトイ

若狭町玉置11-32

