
金沢地区　－　金沢市中部

あ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)アーキジョン 金沢市桜田町1-26 076-222-8182

(株)明生電気商会 金沢市二口町イ22-1 076-233-1657

あさひ電化ハウス 金沢市旭町1-1-42 076-222-6821

飛鳥住宅(株) 金沢市三口新町3-3-18 076-222-1122

(株)アプリケーション 金沢市諸江町26-7 076-222-1590

アルスホーム株式会社金沢支店 金沢市鞍月5-61 076-208-7711

有限会社アルファー家電 金沢市桂町ヘ46-1 076-268-0146

安藤建築事務所 金沢市寺中町ヘ45 076-209-6682

アンド・わかでん 金沢市示野町イ29-1 076-267-2238

株式会社池田工務店 金沢市彦三町1-4-8 076-221-6312

(株)石川住宅サービス 金沢市松村5-81 076-268-6052

石友ホーム(株)金沢増改店 金沢市西都1-16 076-267-7733

石友ホーム（株）金沢支社金沢店 金沢市駅西本町3-14-43 076-260-0221

石友リフォームサービス(株)石川県庁前店 金沢市西都1-16 0800-300-1666

株式会社石野電気商会 金沢市藤江南3-89-1 076-267-3065

イシモク・エモリ（株） 金沢市湊2-111 076-238-8770

(有)岩上住宅 金沢市南新保町ハ34-1 076-238-5701

(有)後山電機 金沢市問屋町1丁目76番地 076-216-7123

ウッドライフホーム(株)　金沢店 金沢市駅西新町3-1-3 0120-650-777

エイキハウス 金沢市近岡町45-1 0120-920-414

(有)栄光電気 金沢市三ツ屋町ロ63-3 076-237-5713

有限会社エキセー電化 金沢市広岡1-13-11 076-261-5279

有限会社駅西設備 金沢市駅西新町2-16-22 076-233-0656

(有)エコライン・システム 金沢市無量寺3-80 076-268-3805

(株)エスアイユー常陽 金沢市若宮町チ19 076-211-2332

株式会社大崎電器商会 金沢市松村1-39 076-268-5577

(株)大島 金沢市大豆田本町甲170 076-231-3901

オカベ電器 金沢市小立野1-2-16 076-222-9215

(有)おくの電化 金沢市諸江町下丁38 076-239-1813

（株）OSCAR J. J オスカーホーム石川南部営

業所
金沢市西念1-2-7　SUMICA金沢内 076-254-1703

（株）OSCAR J. J オスカーホーム石川北部営

業所
金沢市西念1-2-7　SUMICA金沢内 076-254-1703

か行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

株式会社カトー 金沢市割出町606-1 076-237-5458

(株)金沢商行 金沢市駅西本町6-2-3 076-263-0338

有限会社カミサカ 金沢市北安江4-13-13 076-231-0994

(株)観田創建 金沢市金石西1-5-33 076-267-5656

菊池電気商会 金沢市涌波3-2-17 076-262-9153

木沢設備工業株式会社 金沢市本町1-2-48 076-221-7980

キタカミ 金沢市直江町イ45-3 076-237-3158

北川建築 金沢市三口新町1-17-19 076-264-4873

桐工房 金沢市玉鉾5-1 076-259-0878

KZサービス 金沢市兼六元町3-22 076-231-3966

建築田中 金沢市尾張町2-10-7 076-261-8378

宏州建設(株) 金沢市駅西本町1-3-15 076-263-5355

越島工務店 金沢市芳斉1-4-30 076-254-6890

有限会社コソバ・リビング 金沢市横山町1-3 076-262-0305
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小松商事株式会社 金沢市長田本町チ15-1 076-263-5428

さ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)サカモト 金沢市末町22-33-5 076-229-3113

(株)さくら 金沢市二口町ニ95-1 076-223-0505

(株)サワヤ 金沢市駅西本町3-18-30 076-263-0654

株式会社三協商会 金沢市笠舞2-22-5 076-261-2809

三興電気設備 金沢市本多町1-13-8 076-232-3854

(有)嶋田工建 金沢市菊川2-24-2 076-261-0911

清水電機商会 金沢市金石西1-28-6 076-267-0362

(株)住空間建築工房 金沢市入江3-134 076-238-7080

有限会社シロシマ 金沢市諸江下丁344-3 076-239-2860

新建設 金沢市藤江北1-97 076-268-1275

新光家電 金沢市旭町1-20-15 076-262-4490

株式会社ステーツ野々市展示場 野々市市柳町410番地 076-287-6601

（株）OSCAR J. J 住まいるオスカー金沢南部

営業所
野々市市新庄2-845 0120-00-8912

住友不動産(株)新築そっくりさん事業本部北陸事

業所
金沢市西念4丁目19-36 0120-093-370

住友林業(株)住宅建築事業本部　北陸支店 金沢市鞍月5-167 076-239-3300

住友林業ホームテック(株)　北陸支店 金沢市鞍月5-167 3階 076-239-3875

株式会社すみれ屋商店 金沢市木倉町3-1 076-231-4640

(株)セイダイ 金沢市大友1丁目100番地 076-254-5510

(株)誠和住宅 金沢市直江町ニ14-5 0120-37-2407

セキスイファミエス中部(株)北陸支店 金沢市若宮1丁目127番地 0120-057-816

積和建設北陸株式会社 金沢市藤江北4-303 076-268-3771

総合建築アズ株式会社 金沢市示野町ホ17-1 076-204-9678

た行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

大和ハウス工業(株)金沢支社 金沢市鞍月5-57 076-239-5010

株式会社タカギ電機 金沢市金石東3-2-9 076-268-3118

有限会社タカデン 金沢市堀川町5-19 076-263-6773

タカノホーム(株)金沢展示場 金沢市大友1-408（金沢ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ県庁東内） 076-237-4711

タカノ一条ホーム(株)金沢展示場 金沢市大友1-341（金沢ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ県庁東内） 076-237-4011

タカノ一条ホーム(株)金沢東展示場 金沢市大友1-347（金沢ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ県庁東内） 076-237-7611

（有）タカラデンキ 金沢市北安江2-11-38 076-221-6432

竹田建築 金沢市堀川町22-17 076-231-0077

株式会社忠村電業社 金沢市大野町4-ワ28-1 076-267-1579

立野電気工事株式会社 金沢市湊2-58 076-237-7660

中部家庭電器サービス(株) 金沢市金石東3-1-3 076-267-3071

(株)中部ジェイ・シィ 金沢市諸江町上丁581-2 076-224-8988

(株)電伸 金沢市示野町西68 076-236-2480

でんきのパルムワシオ本店 金沢市長田町3-24 076-263-6751

(有)東英電化 金沢市材木町9-1 076-261-1363

東京テレビ 金沢市尾山町5-6 076-221-1670

(株)ＴＯＴＯ水彩プラザ金沢 金沢市駅西本町6-2-3 076-233-1010

(株)トーヨーホーム 金沢市西都1-69 076-267-4666

(株)刀根電気商会 金沢市諸江町上丁450-1 076-233-1550

株式会社豊蔵組 金沢市長土塀3-13-8 076-263-2231
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な行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)長坂組 金沢市笠舞2-28-16 076-262-7314

(株)ナカタケ 金沢市須崎町ロ266 076-238-2121

中村住宅開発(株) 金沢市駅西新町3-1-35 076-221-7666

中村電気工務所 金沢市近岡町547-7 076-239-2281

南西電気商会 金沢市無量寺町ﾄ17-1 076-266-0123

南陽吉久(株)金沢支店 金沢市問屋町3-3 076-237-7700

株式会社西本工務店 金沢市金石北2-15-32 076-268-8988

日栄商事(株) 金沢市南新保町ロ35 076-237-4325

（株）日本ハウスホールディングス　日本ハウス事

業部金沢支店
金沢市大友1丁目395 0800-888-7390

（株）日本ハウスホールディングス　リフォーム事

業部金沢営業所
金沢市大友1丁目395 0800-888-7390

のむら美建（株） 金沢市三口新町1-4-3 076-262-6088

有限会社ノリテック 金沢市金石西2-24-3 076-268-6884

は行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

有限会社ハウス設計施工キタ 金沢市金石北3-11-3 076-268-3876

(株)ハウステック中部支社　金沢営業所
金沢市西都1-40家電住まいる館YAMADA金沢

本店内
076-254-5008

有限会社橋本冷機 金沢市二口町ニ37-5 076-262-9067

城東建設株式会社 金沢市小立野5-2-22 076-222-8111

ハナブサデンキ 金沢市片町2-26-14 076-221-4835

有限会社浜吉建設 金沢市寺中町ホ7-1 076-268-2518

(有)ハヤミ建築 金沢市直江北1-221 076-237-8932

株式会社ピース 金沢市駅西新町1-39-5 105 076-220-7811

(株)樋爪住宅研究所 金沢市三口町火225-1 076-281-6024

(有)姫野工務店 金沢市出雲町イ83 076-221-7156

株式会社日和 金沢市旭町3-13-18 076-225-7418

株式会社ヒロカミ 金沢市西念2-8-13 076-223-3084

福田電機株式会社 金沢市畝田中1-77 076-268-1723

北信越ジョーシン(株) 金沢本店 金沢市戸坂2-7 076-268-5533

北陸電気工事株式会社金沢支店 金沢市元菊町16-17 076-224-5115

北陸ミサワホーム株式会社 金沢市堀川町23-23 076-233-2737

北陸ユーデン株式会社 金沢市松村2-108 076-268-3526

ほそ川建設(株) 金沢市示野町西3　金沢H・Kビル 076-267-8008

有限会社ホープ 金沢市暁町18-18 076-223-3323

ま行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)松島電気商会 金沢市二宮町10-11 076-221-2238

松村物産ホームエネルギー(株) 金沢市湊3-9 076-237-0500

マルヨシ電器製品販売(株) 金沢市堀川町18-10 076-221-3732

三井ホーム北新越（株） 金沢市鞍月東1-4 076-225-7259

宮川電気商会 金沢市旭町2-4-14 076-222-1807

有限会社宮建 金沢市二口町ニ40-1 076-262-4641

株式会社みやでん 金沢市田井町11-1 076-232-2663

(有)向川工務店 金沢市菊川2-30-6 076-261-0731

ムラジ建設(株) 金沢市諸江町上丁436 076-265-5391

諸江総合電化 金沢市西念3-15-16 076-223-3210
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mailto:info@muraj.net
mailto:info@muraj.net
mailto:Life-in-hope@nifty.com
mailto:Life-in-hope@nifty.com


社名（店名） 住所 電話番号 Mail

やすだでんき 金沢市須崎町ト54-3 076-237-3140

山中工務店 金沢市示野町ホ30-2 076-268-1955

(株)柚木商事 金沢市諸江町17-14 076-264-1000

有限会社ヨーコウ電機 金沢市松村１-47 076-268-8266

(有)吉幸電気工事 金沢市高岡町10-6 076-233-3319

吉田工務店 金沢市桂町ニ32-2 076-268-3925

有限会社ヨネット赤坂 金沢市涌波3-7-8 076-222-3936

ら行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

株式会社ライフサワダ 金沢市松村2-33 076-268-1174

りでこれ屋 金沢市武蔵町16-19 076-255-1678

(株)レオハウス金沢店 金沢市松村4-615 076-268-6755

http://www.yunoki.co.jp/
http://www.yossyhome.com/
http://life-sawada.net/
http://www.leohouse.jp/
mailto:yashiki@spacelan.ne.jp
mailto:yashiki@spacelan.ne.jp
mailto:sawada.life@luck.ocn.ne.jp
mailto:sawada.life@luck.ocn.ne.jp
mailto:yasudadenki@taupe.plala.or.jp
mailto:yasudadenki@taupe.plala.or.jp
mailto:yk-denki@dream.bbexcite.jp
mailto:yk-denki@dream.bbexcite.jp
mailto:d-yosioka@mpd.biglobe.ne.jp
mailto:d-yosioka@mpd.biglobe.ne.jp
mailto:yoshidakoumuten@yossyhome.com
mailto:yoshidakoumuten@yossyhome.com
mailto:BonGaTencho@msn.com
mailto:BonGaTencho@msn.com

