
22/02/16現在

No 業種 事業者名 〒 住所 ＨＰ

1 飲食店 おいしい、ちよ鶴 911-0806 勝山市本町2丁目4-2 https://chiyozuru.wixsite.com/katsuyama

2 飲食店 谷よし 911-0806 勝山市本町2丁目5-2

3 飲食店 炭火串焼き串揚げ一克 911-0033 勝山市栄町1丁目5-32-1

4 飲食店 ごはん屋ごっつぉ 911-0034 勝山市滝波町5丁目314

5 飲食店 つちカフェ 911-0806 勝山市本町4丁目2-36

6 飲食店 徳兵衛 911-0035 勝山市郡町3-101

7 飲食店 勝食 911-0035 勝山市郡町1-264 http://www.katusyoku.jp/
8 飲食店 魚清 911-0806 勝山市本町2-6-3 https://uosei-katsuyama.com/
9 飲食店 サバラン 911-0804 勝山市元町1-6-16

10 飲食店 そば処　天心 911-0035 勝山市郡町2-6-26

11 飲食店 めん工房　きふね 911-0822 勝山市平泉寺町平泉寺114-63

12 飲食店 秀寿司 911-0806 勝山市本町1-6-29

13 飲食店 てっぱん 911-0034 勝山市滝波町2-119 http://tetsupan-dining.com/
14 飲食店 東急リゾート&ステイ株式会社（勝山ニューホテル） 911-0000 勝山市170-70 https://www.katsuyama-newhotel.jp/
15 飲食店 東急リゾート&ステイ株式会社（温泉センター水芭蕉） 911-0000 勝山市170-70 http://www.mizubasyo.jp/
16 飲食店 与志美鮨 911-0806 勝山市本町3-2-8

17 飲食店 魚治 911-0801 勝山市沢町1-4-21

18 飲食店 天 911-0804 勝山市元町1-2-3

19 飲食店 参千番 911-0806 勝山市本町1-5-27

20 飲食店 手打ちそば　どうせき 911-0804 勝山市元町1-5-22 https://dousekisoba.shopinfo.jp/
21 飲食店 エグエグ 911-0802 勝山市昭和町1-7-40ゆめおーれ勝山内

22 飲食店 厨ぼうず 911-0031 勝山市長山町1-5-50

23 飲食店 居酒屋まさぼー 911-0801 勝山市沢町1-6-29 https://www.masabou.net/company
24 飲食店 株式会社六千坊 911-0822 勝山市平泉寺町平泉寺41-8と之蔵内

25 飲食店 インド料理　SWAAD 911-0045 勝山市荒土町伊波26-13-1

26 飲食店 喫茶＆食房はるか 911-0034 勝山市郡町2-3-25

27 飲食店 福の依 911-0806 勝山市本町2-2-34

28 飲食店 秋吉勝山店 911-0806 勝山市本町3-6 https://www.akiyoshi.co.jp/m/shop/shop_details/fukui/katsuyama.html

29 飲食店 食庵おり田 911-0816 勝山市毛屋町1611

30 飲食店 有限会社扇家 911-0804 勝山市元町1-14-21

31 飲食店 魚よね 911-0804 勝山市元町2-11-9

32 飲食店 お食事＆喫茶ゆかり 911-0804 勝山市元町3-6-23

33 飲食店 花月楼 911-0806 勝山市本町2-6-21 https://katsuyama-navi.jp/kagetsuro/
34 飲食店 そば処まつや 911-0822 勝山市平泉寺町平泉寺65-7

35 飲食店 道の駅九頭龍テラス 911-0801 勝山市荒土町松ヶ崎1-17

36 飲食店 ザウルスキッチン 911-0023 勝山市村岡町寺尾51-11

37 飲食店 庄兵衛 911-0034 勝山市滝波町3-206

38 飲食店 蘭月 911-0031 勝山市長山町1-2-18

39 飲食店 グリルやまだ 911-0035 勝山市郡町1-2-18

40 飲食店 味楽 911-0035 勝山市郡町1-2-52

41 飲食店 みどり亭 911-0831 勝山市遅羽町比島33-1

42 飲食店 8番らーめん勝山店 911-0035 勝山市郡町2-7-22 https://www.hachiban.jp/
43 飲食店 魚山内 911-0848 勝山市鹿谷町保田99-5

44 飲食店 銀寿司 911-0033 勝山市栄町4-3-53

45 飲食店 あら井や料理店 911-0806 勝山市本町3-3-4

46 飲食店 やく志や 911-0801 勝山市沢町2-9-10

47 飲食店 魚島田 911-0816 勝山市下毛屋2-7-5

48 飲食店 カフェ＆レストラン　ハッピー 911-0803 勝山市旭町2-1-18

49 飲食店 長兵衛 911-0811 勝山市片瀬2-515

50 飲食店 福彩り食堂のむら屋 911-0804 勝山市元町2-13-32 http://www.nomuraya-fukui.com/
51 飲食店 NALU 911-0806 勝山市本町2-2-27

52 飲食店 楓 911-0841 勝山市鹿谷町発坂11-37

53 飲食店 魚七 911-0042 勝山市荒土町松田30-20

54 飲食店 海鮮アトム 勝山店 911-0031 勝山市長山町2-7-20

55 飲食店 手打ちそば　八助 911-0031 勝山市栄町1-1-8

56 飲食店 石挽きそば 好太郎 911-0848 勝山市鹿谷町保田98-7-2

57 飲食店 CAFE AND RESTAURANT HUTTE 911-0035 勝山市郡町2丁目40

58 飲食店 あまごの宿 911-0017 勝山市野向町横倉56-35

59 飲食店 名物たこやき なっちゃんち 911-0804 勝山市元町1-7-28　サンプラザ内

60 飲食店 DINO CAFE 911-8601 勝山市村岡町寺尾51-11　県立恐竜博物館内

61 飲食店 旬彩酒坊　禅や 911-0803 勝山市旭町2-3-7

62 飲食店 焼肉　万賛館 911-0801 勝山市沢町2-7-27

63 飲食店 割烹　峰 911-0035 勝山市郡町1-230
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64 飲食店 ユトリ珈琲店勝山店 911-0804 勝山市元町1-7-28　サンプラザ内

65 飲食店 ラーメン多弐家勝山店 911-0801 勝山市沢町2-7-27

66 飲食店 福井ふるさと茶屋「旧青木家」 911-0822 勝山市平泉寺町平泉寺56-3

67 飲食店 ランパル 911-0804 福井県勝山市元町1-7-28　サンプラザ内

68 飲食店 蕎麦花亭 911-0803 勝山市旭町1丁目3-17

69 飲食店 魚中山 911-0033 勝山市栄町1丁目1-2

70 飲食店 魚白木 911-0801 勝山市沢町1丁目6-9

71 飲食店 魚南部 911-0033 勝山市栄町1丁目3-15

72 飲食店 福井ふるさと茶屋　縄文の里 911-0831 勝山市遅羽町比島33-1

73 飲食店 レストラン　幸福駅 911-0811 勝山市片瀬町2-119

74 飲食店 なごや 911-0813 勝山市旭町2-1-5

75 飲食店 おおもりや 911-0801 勝山市沢町2-7-27

76 飲食店 カフェ＆ランチ　ムロ 911-0805 勝山市立川町1-16-16

77 飲食店 竹留 911-0801 勝山市沢町1丁目7-22

78 飲食店 魚玉木 911-0032 勝山市芳野町1丁目4-9

79 飲食店 田中屋 911-0054 勝山市北郷町東野40-13-2

80 飲食店 魚中五 911-0804 勝山市元町2丁目2-3

81 飲食店 カフェ&バーHIJIRI 911-0804 勝山市元町1丁目11-17

82 飲食店 服部 911-0848 勝山市鹿谷町保田97-23

83 飲食店 スタンド　よっちゃん 911-0801 勝山市沢町2丁目11-24

84 飲食店 ピザファームキッチン 911-0811 勝山市片瀬町2丁目515

85 飲食店 BAR　icoina 911-0831 勝山市遅羽町比島33-1-2

86 飲食店 酒処　風林 911-0806 勝山市本町3丁目4-12

87 飲食店 BISTRO　gino 911-0801 勝山市沢町2丁目7-27ハッピー内

88 飲食店 喫茶スナック　ふじ 911-0033 勝山市栄町4-4-24

89 飲食店 NECOYA 911-0815 勝山市上高島12-2

90 飲食店 佐助 911-0032 勝山市芳野町2丁目1-64

91 飲食店 Cat Village 911-0024 勝山市村岡町浄土寺38-12

92 飲食店 cafe　いとか 911-0803 勝山市旭町2丁目763番

93 飲食店 まえだ 911-0806 勝山市本町2丁目9-7

94 飲食店 柊 911-0035 勝山市郡町3-503

95 飲食店 東郷 911-0802 勝山市昭和町1-1-33

96 飲食店 秘密基地（けいたこ分） 911-0034 勝山市滝波町1-103-1

97 飲食店 魚千京 911-0804 勝山市元町3丁目8-58

98 飲食店 六ぷく 911-0802 勝山市昭和町1-6-57

99 飲食店 旭町あら井や 911-0803 勝山市旭町2-1-3

100 飲食店 (有)神野花さき邑 911-0822 勝山市平泉寺町平泉寺168-65

101 理容業 久保理容店 911-0806 勝山市本町1丁目5-19

102 理容業 美冨士美容室 911-0045 勝山市荒土町伊波19-13-1

103 理容業 シスター美容院 911-0806 勝山市本町2-2-30

104 理容業 美容室アルル 911-0811 勝山市片瀬町1-205

105 理容業 ちぐさ美容室 911-0035 勝山市郡町2-152

106 理容業 BAR BER TAKINAMI 911-0034 勝山市滝波町3-603-2

107 理容業 美容室マキ 911-0035 勝山市郡町3-802

108 理容業 ヘアーサロン川村 911-0032 勝山市芳野町1-6-5

109 理容業 髪屋じんしろう 911-0031 勝山市長山町1-5-48

110 理容業 Hair Kinoshita 911-0803 勝山市旭町2-1-48

111 理容業 ぱれっと美容室 911-0803 勝山市旭町1丁目1-51

112 理容業 ビューティーサロンシマダ 911-0806 勝山市本町4-11-3

113 理容業 美容室やまもと 911-0806 勝山市本町3-5-3

114 理容業 カトレア美容室 911-0055 勝山市北郷町伊知地32-1

115 理容業 ビューティーサロンながさき 911-0804 勝山市元町1-15-32

116 理容業 ビューティーサロンひろみ 911-0806 勝山市本町4丁目6-2

117 理容業 美容室ワイズ 911-0035 勝山市郡町2丁目7-24-1

118 理容業 けいこ美容室 911-0035 勝山市栄町3-5-24

119 理容業 ヘヤーサロンコバ 911-0054 勝山市北郷町東野18-7

120 小売業 3姉妹のお花屋さんヒロミ 911-0035 勝山市郡町3-309 http://hiromi-163.com/
121 小売業 ファミリーマート勝山元町一丁目店 911-0804 勝山市元町1-9-12-6

122 小売業 シャディTADA 911-0043 福井県勝山市荒土町新保4-132

123 小売業 株式会社谷屋山内薬行 911-0801 勝山市沢町2-5-20

124 小売業 木村屋商店 911-0806 勝山市本町3-2-12

125 小売業 (有)メガネの２１ 911-0801 勝山市沢町2-7-27ハッピー内

126 小売業 洋品のたまや 911-0802 勝山市昭和町1-1-40

127 小売業 大のや 911-0806 勝山市本町2-3-17

128 小売業 松屋醤油味噌醸造場 911-0806 勝山市本町2-5-4

129 小売業 アルソア木下 911-0802 勝山市昭和町1丁目1-18

http://hiromi-163.com/


130 小売業 牧野広行酒店 911-0848 勝山市鹿谷町保田35-1

131 小売業 まるやま 911-0806 勝山市本町3-2-6

132 小売業 酒蔵仙殿 911-0023 勝山市村岡町寺尾25-4

133 小売業 大和田 911-0035 勝山市郡町3丁目322

134 小売業 菓子処　まつだ 911-0806 勝山市本町3丁目2-10

135 小売業 ネジアート 911-0831 勝山市遅羽町比島14-24

136 小売業 ケアショップすぎもと 911-0033 勝山市栄町4丁目2-51

137 小売業 かわはら電化 911-0804 勝山市元町1-7-28

138 小売業 協和自動車商会 911-0032 勝山市芳野町2丁目1-48

139 小売業 木村鶏肉店 911-0033 勝山市栄町1丁目4-34

140 小売業 泉屋 911-0822 勝山市平泉寺町平泉寺67-20-2

141 小売業 村井呉服店 911-0806 勝山市本町2丁目5番3号

142 小売業 (有)フタバ 911-0804 勝山市元町1丁目7-28(勝山サンプラザ内)

143 小売業 (有)森山機料店 911-0033 勝山市栄町4丁目3-61

144 小売業 (有)八百金花堂本店 911-0806 勝山市本町2丁目5-31

145 小売業 白野輪業商会 911-0032 勝山市芳野町2丁目1-35

146 小売業 アミアミ 911-0804 勝山市元町1-7-28　サンプラザ1F

147 小売業 田中菓子舗 911-0033 勝山市栄町4丁目1-25

148 小売業 西野食料品店 911-0804 勝山市元町2-11-11

149 小売業 ミキモト化粧品 911-0804 勝山市元町3-7-22

150 小売業 ヤシキ酒店 911-0032 勝山市芳野町1-3-10

151 小売業 きもの創作　塩見 911-0804 勝山市元町1丁目11-34

152 小売業 十里勝 911-0806 勝山市本町1-4-28

153 小売業 川端菓子舗 911-0831 勝山市遅羽町比島31-32-4

154 小売業 有限会社はや川 911-0803 勝山市旭町1丁目400-2

155 小売業 西薬品 911-0801 勝山市沢町2-7-27

156 小売業 横山菓子店 911-0804 勝山市元町2丁目10-10

157 小売業 タカダ薬局 911-0035 勝山市郡町1丁目2-24

158 小売業 越前石材 911-0803 勝山市旭町1丁目405

159 小売業 沢田商店 911-0806 勝山市本町3丁目5-37

160 小売業 滝本ふぁーむ 911-0822 勝山市平泉寺町平泉寺170-112

161 小売業 （株）エビヤ書店 911-0806 勝山市本町2-2-19

162 小売業 (有)黒田 911-0032 勝山市芳野町2丁目1-32

163 小売業 丸宮精肉店 911-0804 勝山市元町1-14-20

164 小売業 K.かわさき 911-0804 勝山市元町1-9-21-4

165 小売業 ㈱ランプヤ商店 911-0033 勝山市栄町1丁目5-15

166 小売業 ニッサン建機(有) 911-0043 勝山市荒土町新保6-106 http://www.nissan-k.com/
167 小売業 (有)ケイアールデイ 911-0801 勝山市沢町1丁目7番31号

168 小売業 ㈱グリーンサラダ 911-0804 勝山市元町1-11-5 http://www.greensalada.jp/
169 小売業 聖山商店 911-0802 勝山市昭和町1丁目8-29

170 小売業 下高田屋 911-0806 勝山市本町1丁目2-16

171 小売業 新谷モータース 911-0031 勝山市長山町1丁目2-10

172 小売業 中野精肉料理店 911-0801 勝山市沢町2丁目12番1号

173 小売業 エスケイファクトリー　スノーピット 911-0034 勝山市滝波町5丁目1003-1 https://www.e-rental.info/shop-fukui/snowpit/

174 観光施設 道の駅　恐竜渓谷かつやま 911-0044 勝山市荒土町松ヶ崎1-17 http://katsuyama-navi.jp/michieki/
175 観光施設 かつやま恐竜の森　公園管理事務所 911-0023 勝山市村岡町寺尾51-11 https://kyoryunomori.net/
176 観光施設 かつやま恐竜の森 かつやまディノパーク 911-0023 勝山市村岡町寺尾51-11 https://kyoryunomori.net/dinopark/
177 観光施設 特定非営利活動法人きただに村 911-0003 勝山市北谷町河合26-2-1

178 宿泊施設 ペンションUPO 911-0021 勝山市村岡町栃神谷11-6-1 https://pensionupo.jimdofree.com/
179 宿泊施設 横倉鉱泉 911-0035 勝山市郡町2-9-6

180 宿泊施設 米伊旅館 911-0806 勝山市本町2-3-6

181 宿泊施設 平泉寺ファミリーヴィラ 911-0827 勝山市平泉寺町笹尾23

182 宿泊施設 平尾ペンション 911-0000 勝山市村岡町滝波19-15-2

183 宿泊施設 ホテルやなぎ屋 911-0043 勝山市荒土町新保4-129

184 宿泊施設 秘密基地 911-0034 勝山市滝波町1-103-1

185 サービス業 AOIドライビングスクール勝山校 911-0815 勝山市上高島10-1-1 https://katsuyama.aoigakuen.jp/
186 サービス業 スキージャム勝山 911-0000 勝山市170-70 https://www.skijam.jp/green/
187 サービス業 公文式勝山元町教室 911-0804 勝山市元町1-11-5

188 サービス業 エステティックサロンアウラ 911-0801 勝山市沢町1-2-8　2F

189 サービス業 川上自動車 911-0815 勝山市下高島12-10

190 サービス業 りんごのおうち 911-0048 勝山市荒土町別所5-18

191 サービス業 スリムサロン・ダイヤモンド 911-0803 勝山市旭町2-4-28

192 サービス業 クリーンサービス北越 911-0804 勝山市元町3-2-6

193 サービス業 岩先自動車㈱ 911-0804 勝山市元町1丁目11-19

194 サービス業 福井wordpress部 911-0054 勝山市北郷町東野39-19-1

195 サービス業 Enhance 911-0054 勝山市北郷町東野39-19-1

196 サービス業 スタジオDEO 911-0811 勝山市片瀬町2-201-1

http://www.nissan-k.com/
http://www.greensalada.jp/
https://www.e-rental.info/shop-fukui/snowpit/
http://katsuyama-navi.jp/michieki/
https://kyoryunomori.net/
https://kyoryunomori.net/dinopark/
https://pensionupo.jimdofree.com/
https://katsuyama.aoigakuen.jp/
https://www.skijam.jp/green/


197 サービス業 クリーニングショップたなか 911-0054 勝山市北郷町東野15-7-3

198 運輸業 オクエツ観光株式会社 911-0035 勝山市郡町2丁目

199 運輸業 大福交通㈲ 911-0815 勝山市下高島12-1-1

200 製造業 瀬戸レース㈱ 911-0802 勝山市昭和町3-2-58

201 製造業 ㈱一本義久保本店 911-8585 勝山市沢町1丁目3番1号 https://www.ippongi.co.jp/
202 その他 株式会社大善建設 911-0046 勝山市荒土町堀名中清水7-1-1

203 その他 福井県農業協同組合勝山南支店 911-0817 勝山市旭毛屋111 https://www.ja-fukuiken.or.jp/
204 その他 福井県農業協同組合勝山中支店 911-0034 勝山市滝波町5-701 https://www.ja-fukuiken.or.jp/
205 その他 福井県農業協同組合勝山北支店 911-0045 勝山市荒土町伊波27-8-1 https://www.ja-fukuiken.or.jp/
206 その他 福井県農業協同組合たきなみ給油所 911-0034 勝山市滝波町5-1007 https://www.ja-fukuiken.or.jp/
207 その他 福井県農業協同組合勝山配送センター 911-0034 勝山市滝波町5-612 https://www.ja-fukuiken.or.jp/
208 その他 福井県農業協同組合勝山農機センター 911-0045 勝山市荒土町伊波29-20 https://www.ja-fukuiken.or.jp/
209 その他 勝山市営温水プール 911-0811 勝山市片瀬町1-303

210 その他 カラオケ喫茶　香音 911-0806 勝山市本町4-7-21

211 その他 節ちゃんの店 911-0806 勝山市本町1-6-30

212 その他 スナックふみ 911-0806 勝山市本町1-9-38

213 その他 福井銀行勝山支店 911-0804 勝山市元町1-10-40 https://www.fukuibank.co.jp/
214 その他 勝山郵便局 911-8799 勝山市本町2-10-20

215 その他 北郷郵便局 911-0054 勝山市北郷町東野24田鳥倉81号

216 その他 鹿谷郵便局 911-0843 勝山市鹿谷町本郷17-3

217 その他 平泉寺郵便局 911-0822 勝山市平泉寺町115-16

218 その他 勝山滝波郵便局 911-0034 勝山市滝波町3-307

219 その他 荒土郵便局 911-0041 勝山市荒土町北新在家21-14

220 その他 勝山沢郵便局 911-0801 勝山市沢町2-3-9

221 その他 勝山立石郵便局 911-0804 勝山市元町3-2-4

222 その他 勝山元町郵便局 911-0804 勝山市元町2-15-17

223 その他 株式会社パシオン 911-0034 勝山市滝波町5-315 https://fukui-pasion.com/
224 その他 カラオケ鶯 911-0835 勝山市遅羽町ほうき52-1

225 その他 スナック　ローズ 911-0801 勝山市沢町2-7-27

226 その他 ナイト・イン・モンステラ 911-0806 勝山市本町1-4-27 2F

227 その他 グラス 911-0806 勝山市本町1丁目4-2

228 その他 スナック紅々 911-0035 勝山市郡町1丁目10番地藤澤ビル1のC

229 その他 スナック麗 911-0034 勝山市滝波町2丁目304-1

230 その他 ズームイン 911-0811 勝山市片瀬町1丁目117番

231 その他 スナック　アマン 911-0034 勝山市滝波町4丁目807

232 その他 有限会社サイト建設 911-0847 勝山市鹿谷町西光寺27-1

233 その他 スナック麻里 911-0034 勝山市滝波町4丁目1102

234 その他 成器工業㈲ 911-0803 勝山市旭町2-1-11

235 その他 ギャオポン合同会社 911-0806 勝山市本町2丁目2-25

236 その他 カリーノ企画 911-0822 勝山市平泉寺町平泉寺170-112

237 その他 スナック静 911-0034 勝山市滝波町4-201

https://www.ippongi.co.jp/
https://www.ja-fukuiken.or.jp/
https://www.ja-fukuiken.or.jp/
https://www.ja-fukuiken.or.jp/
https://www.ja-fukuiken.or.jp/
https://www.ja-fukuiken.or.jp/
https://www.ja-fukuiken.or.jp/
https://www.fukuibank.co.jp/
https://fukui-pasion.com/

