
金沢地区　－　白山市

あ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

相川建設株式会社 白山市三浦町667 076-274-1800

(有)アカイホーム 白山市平加町83番地1 076-278-2630

アトム　若宮店 白山市若宮2-27 076-276-4474

(有)安部電気工事 白山市倉部町936 076-276-8680

(株)イケザキ設備 白山市倉光1-20 076-275-3005

(株)和泉 白山市番匠町217-1 076-276-5800

(有)イムラ電気工事 白山市千代野東2-7-2 076-275-1760

有限会社永大ホーム 白山市青葉台1丁目5番地 076-276-3766

エコ工房未来建築 白山市東美沢野町2-12 076-274-1039

有限会社エスティ電気 白山市七原町ト4 076-273-5225

(有)ＬＳ　 ＫＥＤＯ 白山市あさひ荘苑3-114 076-274-8991

大河工務店建築設計事務所 白山市茶屋2-7 090-1310-3965

大竹電機(株) 白山市幸明町178-3 076-275-0100

か行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)カーペンターオクノ 白山市平加町り26-2 076-278-5405

北工務店 白山市宮永市町114-4 076-276-2092

株式会社木戸設備工業 白山市徳丸町100 076-274-0418

(株)木村産業 白山市若宮2-25 076-276-7887

有限会社建部設備 白山市白山町レ120-１ 076-272-4211

(株)ココ地建 白山市茶屋2-114-1 076-276-8200

さ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)済田工務店 白山市明島町春89 076-273-2660

酒井工務店 白山市鶴来桑島町7 076-272-3373

(株)﨑田建設 白山市福留町326 076-277-1616

桜田電気工事(株) 白山市美川中町ロ37-1 076-278-3122

株式会社真田住研 白山市日向町ニ84-5 076-273-1211

(株)島野電機商会 白山市水島町350 076-277-3100

示野電機商会 白山市鶴来日詰町カ102-7 076-273-4029

白峰電機商会 白山市白峰ロ130-1 076-259-2140

(株)清建 白山市湊町乙43 076-278-6112

スミダ電機株式会社 白山市美川末広町カ155 076-278-2345

(株)双伸電気 白山市湊町2-75 076-218-7576

ソリッドデザイン株式会社 金沢市八日市1丁目767 076-247-1061

た行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

大工工務店 白山市倉部町208-1 076-275-8589

大工集団　欅 白山市吉野北24 076-255-5878

(株)松明電設 白山市三幸町35 076-276-3405

(有)タカンド 白山市西美沢野1-4-1 076-276-8639

武田設備産業(株) 白山市末広2-27 076-275-4204

有限会社タケムラ 白山市鶴来本町4-3-16 076-273-2500

中京電設(株) 白山市鶴来本町4-千目-２８ 076-273-1516

千代野建設(株) 白山市倉光6-25 076-274-2121

株式会社鶴来電気商会 白山市鶴来水戸町3-5 076-272-0403
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(株)テイク 白山市相木町871 076-276-5606

ディレクト(株) 白山市乾町４６－３ 076-256-3667

出口工務店 白山市鶴来本町4-チ119-1 076-272-1472

出城建設(株) 白山市北安田870-1 076-275-4333

有限会社電化ショップ　ワシオ 白山市番匠町128-12 076-276-8781

電化プラザ　イシダ 白山市蕪城2-3-6 076-275-5361

でんきのパルム玄海 白山市山島台4－13 076-274-5755

(株)デンクウ 白山市福留南1-238-1 076-277-2616

(株)鳥山設備 白山市手取町ケ11番地1 076-278-3383

な行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

有限会社中川設備工業 白山市宮永町357 076-275-1530

ナカデン松任店 白山市末広1-67 076-275-2791

長戸電気商会 白山市横江町1342-19 076-276-7195

ナカムラ電器 白山市荒屋柏野町58 076-276-4541

西内工務店(株) 白山市成町127 076-276-2457

株式会社西山産業 白山市部入道町ト40 076-273-2400

は行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

白山大薮建設株式会社 白山市森島町う55-9 076-272-0289

白山設備 白山市湊町3-38 076-278-4077

(株)林管工 白山市成町159 076-275-0610

(株)フジタ 白山市博労3-27 076-276-1500

藤田建設(株) 白山市鹿島町ち56-4 076-278-4661

ホームトピア　ナルワ 白山市部入道町ヌ41-6 076-273-3405

北陸電気工事株式会社白山営業所 白山市米永町792-1 076-275-0108

(株)北国住研 白山市五歩市町485-2 076-276-5251

ま行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

株式会社前越電化社 白山市倉光6-2 076-276-5185

(有)道越設備工業 白山市長屋町イ30-1 076-278-6602

(有)ミナミデンキ 白山市上野町イ29 076-254-2134

(株)ミヤタ建設 白山市横江町165 076-275-4266

宮本設備システム 白山市田中町179 076-275-9600

有限会社村建築 白山市河合町北108-2 076-273-5753

ムラタ電機設備 白山市道法寺町ホ72-8 076-273-5655

(株)本島電機商会 白山市剣崎町848-1 076-276-4188

(有)森建ハウザー 白山市荒屋柏野町444-1 076-276-7759

や行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)安田工務店 白山市八田中町708 076-227-8778

山口管工(有) 白山市美川南町ハ71-1 076-278-6253

山崎商事(株) 白山市小柳町ろ145 076-273-5355

株式会社山下工務店 白山市井口町は20-3 076-273-2274

山忠設備 白山市長屋町ホ55-1 076-278-6008

有限会社山村工務店 白山市みずほ5-1-1 076-274-6275

山本工務店 白山市吉田町91 076-275-2820

株式会社山本コーキング 白山市宮永市町258 076-276-4174

ゆうらくざ・はた 白山市坂尻町ロ38-2 076-272-1072

(有)横井電機 白山市宮保町1315 076-276-3831
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吉村電気商会 白山市小柳町ろ266-27 076-272-2957

ら行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

リフォームたなか 白山市布市1-188 076-275-4241

mailto:rf.tanaka@gmail.com
mailto:rf.tanaka@gmail.com

