
金沢地区　－　金沢市南部

あ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

株式会社アーツデザイン 金沢市四十万3丁目105 076-214-4211

(株)アイランドホーム 金沢市八日市4-308 076-249-6688

有限会社あおぞら住建 金沢市窪7-288 076-200-6712

(株)アシーズ 金沢市稚日野町北8 076-267-7700

(株)アスナロ興産 金沢市東力4-73-3 076-291-4437

アットホーム・パートナーズ株式会社 金沢市入江2丁目54番地 076-291-0222

株式会社アルファ電装 金沢市三馬1-428 076-294-0645

(株)アントール 金沢市森戸2-216 076-287-3746

株式会社生きがい工房 金沢市福増町北717 076-259-6507

(株)イシダ住建 金沢市古府1-43-2 076-269-8087

(株)和泉 白山市番匠町217-1 076-276-5800

(有)イズミホーム 金沢市古府町南861-1 076-240-7272

伊藤住器サービス 金沢市米泉5-57-5 076-244-5506

(有)乾工務店 金沢市馬替3-140 076-296-2667

（株）E-HOUSE 金沢市八日市2丁目627-1 076-218-7887

岩田電気工事株式会社 金沢市横川3-169 076-247-0378

上村電建(株) 金沢市専光寺町カ70-1 076-268-2255

（株）ウッドライフ 金沢市泉3-6-10 076-218-4013

エナテックス株式会社 金沢市間明町2-259-2 076-291-2121

エニーホーム株式会社 金沢市泉野出町2-7-18 076-225-3180

おおぐし電気 金沢市打木町東24 076-249-0227

オーツカ電機サービス 金沢市高畠1-406 076-291-1283

(株)オレンジリブ 金沢市押野1-297-3 076-242-0018

か行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

有限会社柏工務店 金沢市八日市出町89 076-249-3055

(有)かただ住建 金沢市大額3丁目250 076-298-8119

金沢水道サービス 金沢市上荒屋3-310 076-205-1916

(株)金沢ホームビルド 金沢市泉が丘2-12-46 076-245-1000

有限会社河江工務店 金沢市高畠1-445 076-291-2600

カワベデンキ 金沢市泉本町4-32-1 076-242-4334

川元建設(株) 金沢市玉鉾3-74 076-291-3659

北川ヒューテック(株) 金沢市神田1-13-1 076-243-2211

(有)北忠建設 金沢市入江2-153-1 076-292-2204

喜多ハウジング（株）本社・金沢店 金沢市新保本3-3 076-249-4211

キタミツホーム 金沢市佐奇森町ホ149 076-267-3039

協和建設(株)金沢支店 金沢市高尾台1-406 076-296-0791

(株)空間工房ゆう 金沢市示野町ホ49-1 ROAD3 D号 076-254-0092

グレイス・あい 金沢市西金沢4-500－2 076-240-2768

グレイス・きたいち 金沢市入江1-613 076-291-3939

グレイス・なかやま 金沢市米泉町7-61-3 076-243-3939

グレイス・ひかり 金沢市窪4-159-1 076-242-5938

（株）黒田ハウス 金沢市野町1-3-8 076-241-4817

(株)健工社イガワ 金沢市久安4-17 076-242-3910

株式会社建匠 金沢市額新保1-169-2 076-296-1582

有限会社建築工房ハシバ 金沢市上荒屋2-130 076-249-4984

宏和住宅(株) 金沢市額乙丸町ニ164-3 076-298-4177

（有）コム　カワギシ電機 金沢市押野3-49 076-247-4386

小森商事株式会社 金沢市神野1-27-1 076-249-4251

http://www.arzdesign.co.jp/
http://www.ac-s.co.jp/
http://www.k-asunaro.jp/
http://www.antol.jp/
http://ikigaikoubou.com/
http://www.ishida-jk.co.jp/
http://www.izumihome.com/
https://www.inuikomuten.com/
http://e-ho.jp/
http://www.ueden.co.jp/
http://www.woodlife-kh.com/
https://www.enetecs.jp/
http://www7.plala.or.jp/o-gushidenki/
http://katada-juken.com/
https://itp.ne.jp/info/170482327300000899/
http://www.k-hutec.co.jp/
https://www.kita-net.co.jp/
http://www.kyowa-kensetsu.jp/
http://www.kuukankoubou.jp/
http://kensho-kanazawa.com/
mailto:kk.asunaro@athena.ocn.ne.jp
mailto:kk.asunaro@athena.ocn.ne.jp
mailto:omotei@athomes.co.jp
mailto:omotei@athomes.co.jp
mailto:antol@po4.nsk.ne.jp
mailto:antol@po4.nsk.ne.jp
mailto:e-ho@e-ho.jp
mailto:e-ho@e-ho.jp
mailto:okuda@good-care.co.jp
mailto:okuda@good-care.co.jp
mailto:info@ishida-jk.co.jp
mailto:info@ishida-jk.co.jp
mailto:home@izumihome.comc
mailto:home@izumihome.comc
mailto:info@woody.ocn.ne.jp
mailto:info@woody.ocn.ne.jp
mailto:info@ueden.co.jp
mailto:info@ueden.co.jp
mailto:info@woodlife-kh.com
mailto:info@woodlife-kh.com
mailto:info@enetecs.co.jp
mailto:info@enetecs.co.jp
mailto:amy-home@yellow.plala.or.jp
mailto:amy-home@yellow.plala.or.jp
mailto:s-ogushi@orenge.plala.or.jp
mailto:s-ogushi@orenge.plala.or.jp
mailto:o-tuka@joy.ocn.ne.jp
mailto:o-tuka@joy.ocn.ne.jp
mailto:orangelive@arrow.ocn.ne.jp
mailto:orangelive@arrow.ocn.ne.jp
mailto:katada136@dolphin.ocn.ne.jp
mailto:katada136@dolphin.ocn.ne.jp
mailto:kss@pony.ocn.ne.jp
mailto:kss@pony.ocn.ne.jp
mailto:kac-kawae@m3.spacelan.ne.jp
mailto:kac-kawae@m3.spacelan.ne.jp
mailto:kawabe136@hat.hi-ho.ne.jp
mailto:kawabe136@hat.hi-ho.ne.jp
mailto:kenchiku@k-hutec.co.jp
mailto:kenchiku@k-hutec.co.jp
mailto:kitachuu@p2223.nsk.ne.jp
mailto:kitachuu@p2223.nsk.ne.jp
mailto:kanazawa@kyowa-kensetsu.jp
mailto:kanazawa@kyowa-kensetsu.jp
mailto:info@kuukankoubou.jp
mailto:info@kuukankoubou.jp
mailto:grace_ai@sky.hi-ho.ne.jp
mailto:grace_ai@sky.hi-ho.ne.jp
mailto:kitaichi@cameo.plala.or.jp
mailto:kitaichi@cameo.plala.or.jp
mailto:g-nakayama@feel.ocn.ne.jp
mailto:g-nakayama@feel.ocn.ne.jp
mailto:grace-hikari@hat.hi-ho.ne.jp
mailto:grace-hikari@hat.hi-ho.ne.jp
mailto:kensho.ltd@live.jp
mailto:kensho.ltd@live.jp
mailto:den-sma@m2.spacelan.ne.jp
mailto:den-sma@m2.spacelan.ne.jp


ＣＯＮＣＥＰＴ建築設計 金沢市上荒屋4-155-2 076-240-8491

さ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)作造 金沢市上荒屋7-12 076-256-3518

サクマカデン 金沢市黒田1-143－2 076-249-1100

（株）サンエス 金沢市進和町64 076-291-7701

三幸電設(株) 金沢市東力4-97 076-291-2233

北村商事(株)三久電化 金沢市新神田2丁目3-8 076-291-5582

サンすい～と 金沢市押野2-540-1 076-241-9075

(有)サンソーホーム 金沢市大額2-55 076-296-4311

サンティ美雷 金沢市白菊町20-29 076-245-7551

有限会社さんでん 金沢市窪3-165-3 076-247-0460

三和電設(株) 金沢市八日市4-337 076-240-0055

有限会社シード電設 金沢市四十万北カ121 076-296-0044

(株)シィー・プランニング 金沢市八日市1-639 076-287-3951

（株）JA建設エナジー（JAホーム） 金沢市古府1-217 076-240-5441

しおだ電化 金沢市三馬1-433 076-247-3322

（株）Sizen企画杉俣工務店 金沢市上荒屋6-552 076-249-2124

(有)シティエイトナカデン 金沢市八日市4-250-4 076-249-5599

(株)嶋源木建 金沢市佐奇森町イ132-1 076-267-1124

株式会社ジョイント２１ 金沢市有松1-1-1 076-245-2121

成建設(有) 金沢市中屋南110 076-249-9990

株式会社城南電設 金沢市野田2丁目279番地 076-241-3695

上馬電器(株) 金沢市西金沢4-506 076-249-4350

(株)昭和住宅 金沢市西泉1-165 076-242-0030

伸恵建設(株) 金沢市専光寺町ト16 076-267-2855

(株)新幸建設 金沢市福増町北715-1 076-240-8963

(株)新住宅 金沢市額乙丸町ロ257 076-296-1311

(株)杉本住宅 金沢市富樫1-2-10 076-245-2552

スギモトホームズ株式会社 金沢市富樫1-2-10 076-245-5870

鈴木建設(株) 金沢市清川町5-3 076-241-7361

全信地所(株) 金沢市玉鉾2-29 076-292-3377

綜合電化ルーム 金沢市高尾台1-138 076-298-1643

(株)相互建設 金沢市押野1-27 076-241-8668

そでの建設(株) 金沢市高畠1-211 076-291-4322

た行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

第一電機工業株式会社 金沢市森戸1-166 076-249-6221

株式会社タイセツホーム 金沢市新保本5-121 076-249-7810

高田建設(株) 金沢市入江2-170 076-291-0920

(株)ＴＡＫＡＴＡ建築 金沢市横川4-180 076-243-0151

株式会社高橋ブッサン 金沢市打木町東1314 076-249-7378

髙山木材建設(株) 金沢市富樫2-2-12 076-243-7535

(株)たくみ工務店 金沢市八日市出町777 076-240-0171

(株)竹田住建 金沢市北塚町東164-1 076-249-5999

竹端工務店 金沢市打木町東332-1 076-249-2237

橘建設(株) 金沢市窪7-273 076-243-8111

(有)宅建産業 金沢市泉本町4-10 076-243-8811

(株)タッチ 金沢市玉鉾1-302 076-292-0666

株式会社タナカ住建 金沢市額新町2-70 076-298-5150

(株)玉家建設 金沢市入江3-29 076-291-3411

有限会社中央サンヨー 金沢市弥生2-3-1 076-241-3121
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(有)中央住研 金沢市保古1-90 076-240-2817

株式会社ツジヨシ 金沢市光が丘3-255-2 076-298-1839

(株)津田電業社 金沢市新保本5-108 076-249-1221

つるが電機株式会社 金沢市間明町1-263 076-291-2300

(株)トータルライフ 金沢市有松2-12-12 076-247-4072

徳田電設(株) 金沢市保古１-213 076-249-8150

有限会社徳丸住宅設備 金沢市野町3-18-1 076-242-3650

(株)トップスリー 金沢市保古1-58 076-249-1018

トラスト住建(株) 金沢市西金沢4-126-4 076-240-3001

な行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)中川昭工務店 金沢市中屋町東96 076-249-2392

（株）中田工務店 金沢市森戸1丁目140 076-294-0214

(株)中谷勉工務店 金沢市高尾南2-47 076-296-1325

中橋タイル(株) 金沢市神田1-31-1　イスルギビル3階 076-247-3311

ニシオ電機 金沢市大額1-304-1 076-298-2882

(株)西川建築工房 金沢市泉本町1-69 076-245-0071

(株)西川電機工業所 金沢市泉本町6-87 076-242-3567

Nissho 金沢市神野町東126 076-249-6698

有限会社新田電業社 金沢市矢木1-62-1 076-269-1717

二宮建設(株) 金沢市高尾南1-88 076-298-2341

(株)日本美装 金沢市古府西1-8 076-266-2000

ニューハウス工業(株) 金沢市西泉1-66-1 076-244-9122

(株)ニューハウスサービス 金沢市西泉1-66-1 076-244-9132

野口電気株式会社 金沢市寺地1-26-17 076-241-2329

野村電化(株) 金沢市玉鉾1-303 076-291-2470

は行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

ハウスプロデュースキズナ株式会社 金沢市保古2-58 076-269-3335

(株)ハザマ住建 金沢市窪5丁目568 076-226-8830

(株)パスパレディック 金沢市泉が丘1-18-9 076-241-1313

ＰＳＰヨネット 金沢市三馬2-249 076-247-0369

長谷川工務店 金沢市八日市1-54-3 076-244－3835

パナソニックホームズ（株）北陸支店 金沢市窪4-440 076-280-0746

浜田工務店 金沢市高畠1-530 076-291-0045

浜田設備工業株式会社 金沢市寺町1-3-19 076-242-2320

(株)ハヤシ創建 金沢市高尾南3-168 076-298-0001

株式会社ビオビト 金沢市矢木1-16-1 076-287-3331

東建設株式会社 金沢市黒田1-175 076-240－8000

東山住宅(株) 金沢市間明町2-194 076-292-2200

株式会社ひまわりほーむ 金沢市新保本4-66-6 076-269-8100

(有)兵井建築 金沢市高畠3-279 076-291-0346

株式会社ファミッツ 金沢市大額3-136 1F 076-296-0322

福富電器八日市店 金沢市八日市2-197-2 076-244-9200

(株)フジ・プランニング 金沢市法島町9-36 076-287-3660

有限会社フットワーク 金沢市直江北1丁目59 076-255-1681

(株)古屋工務店 金沢市増泉5-6-9 076-241-2781

BESS金沢 金沢市上安原町1-201 076-240-6140

(株)北陸電機商会　金沢支店 金沢市松島1-38 076-269-1212

北陸電設株式会社 金沢市米泉町7-76 076-247-3338

株式会社本田工務店 金沢市八日市出町75 076-249-6213

http://www.spacelan.ne.jp/~tsuru/
http://www.trust-jk.co.jp/
http://nishikawa-kk.com/
http://www.nishikawadenki.com/
https://www.nissho-grp.co.jp/
http://www.ninomiya-kensetsu.co.jp/
http://www.nihonbisou.co.jp/
http://www.newhouse-newhouse.co.jp/
http://www.nh-s.co.jp/
https://www.hp-kizuna.co.jp/
http://www.hazama-ja.jp/
http://machinodenkiya.ishikawa.jp/pspldk/index.html
http://www.panahome.jp/
https://884-skn.com/
http://www.higashiyama-j.co.jp/
http://www.e-himawari.co.jp/
http://business4.plala.or.jp/hyoui/index.html
http://www.furuya-kk.jp/
http://kanazawa.bess.jp/
http://www.hokudensho.co.jp/
http://honda.ash.jp/
mailto:tsujiyoshi@po4.nsk.ne.jp
mailto:tsujiyoshi@po4.nsk.ne.jp
mailto:tsudaden@pony.ocn.ne.jp
mailto:tsudaden@pony.ocn.ne.jp
mailto:tsuru@spacelan.ne.jp
mailto:tsuru@spacelan.ne.jp
mailto:tokuken@m2.spacelan.ne.jp
mailto:tokuken@m2.spacelan.ne.jp
mailto:home@trust-jk.co.jp
mailto:home@trust-jk.co.jp
mailto:nishiodenki2882@po4.nsk.ne.jp
mailto:nishiodenki2882@po4.nsk.ne.jp
mailto:kazuo@nishikawa-kk.com
mailto:kazuo@nishikawa-kk.com
mailto:ndk@nishikawadenki.com
mailto:ndk@nishikawadenki.com
mailto:aturo@p2222.nsk.ne.jp
mailto:aturo@p2222.nsk.ne.jp
mailto:info@ninomiya-kensetsu.co.jp/
mailto:info@ninomiya-kensetsu.co.jp/
mailto:e-kikaku@newhouse-newhouse.co.jp
mailto:e-kikaku@newhouse-newhouse.co.jp
mailto:nhs-nhs@syd.odn.ne.jp
mailto:nhs-nhs@syd.odn.ne.jp
mailto:t-noguchi@m2.spacelan.ne.jp
mailto:t-noguchi@m2.spacelan.ne.jp
mailto:t1105@spacelan.ne.jp
mailto:t1105@spacelan.ne.jp
mailto:hazama@yu.incl.ne.jp
mailto:hazama@yu.incl.ne.jp
mailto:papldk@camel.plala.or.jp
mailto:papldk@camel.plala.or.jp
mailto:hamada.c.c@kph.biglobe.ne.jp
mailto:hamada.c.c@kph.biglobe.ne.jp
mailto:hayashisouken@star.ocn.ne.jp
mailto:hayashisouken@star.ocn.ne.jp
mailto:info@e-himawari.co.jp
mailto:info@e-himawari.co.jp
mailto:famit-s@fa3.jp
mailto:famit-s@fa3.jp
mailto:sprq6tu9@future.ocn.ne.jp
mailto:sprq6tu9@future.ocn.ne.jp
mailto:t.komatu@po5.nsk.ne.jp
mailto:t.komatu@po5.nsk.ne.jp
mailto:hokusetu1@p2223.nsk.ne.jp
mailto:hokusetu1@p2223.nsk.ne.jp
mailto:honda1@po.incl.ne.jp
mailto:honda1@po.incl.ne.jp


ま行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)前川工務店 金沢市赤土町ト1001 076-267-7237

(有)マックユニオン 野々市市粟田4丁目26 076-256-3466

松崎工務店 金沢市泉本町4-203 076-241-4120

松本建築 金沢市上荒屋5-473 076-249-6628

丸吾建設(株) 野々市市御経塚2丁目288 076-240-0517

株式会社水上建設 金沢市古府町南960 076-240-0458

(有)三田住工房 金沢市福久町ホ-61-3 076-280-3393

三谷産業コンストラクションズ(株) 野々市市御経塚3丁目47番地 076-269-9988

みづほ工業(株) 金沢市八日市５丁目５６２ 076-242-1246

ミヤシタホーム 金沢市保古１丁目４８番地 076-240-1711

宮島電興株式会社 金沢市北塚町西127 076-249-1250

(株)メープルホーム 金沢市入江3-95 076-292-2124

株式会社モダン工芸 金沢市黒田1-42 076-249-1336

有限会社元町電機 金沢市新保本1-192-2 076-249-7105

や行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)ヤマギシ電設 金沢市専光寺町ヲ213 076-268-1478

ヤマザキ建設株式会社 金沢市西金沢5-308 076-240-2039

(株)ヤマダタッケン 金沢市久安1-411 076-245-7777

株式会社ヤマムラ 金沢市しじま台2-11-13 076-298-9025

(株)ヤマヤ 金沢市玉鉾2丁目326番地 076-292-3200

ゆうらくざ　あらよし 金沢市弥生1-31-41 076-241-1373

ゆうらくざ・ござ 金沢市寺町2-7-3 076-241-4154

(有)米泉電気商会 金沢市神野3-16 076-269-3310

米工務店 金沢市八日市出町159-3 076-240-1926

米沢電気工事(株) 金沢市進和町32 076-291-5200

ら行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)ライツ 金沢市米泉1丁目50番6 076-242-1810

ライフ・イン・スギタ 金沢市有松2-1-11 076-244-0035

リビングパートナー 金沢市寺地2丁目21番5号 076-287-6960

(有)リポイント 金沢市泉2-16-9 076-242-0892

ルーカス 金沢市法島町6-29 076-243-8200

ルーム・リメイク(株) 金沢市高畠1-322 076-256-2750
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