
小松地区　－　小松市

あ行
社名（店名） 住所 電話番号 Mail

Ｉ.HOME　アイアール不動産ホーム株式会社 小松市津波倉町ネ29 0761-43-0072

アイフルホーム小松店(株)井田建設 小松市糸町1-3 0761-23-6777

アクア・エル 小松市白嶺町1-15 0761-21-1269

(株)アサイ建築事務所 小松市南浅井町ハ223-1 0761-48-5511

(株)あさひホーム 小松市上小松町丙100-8 0761-23-4577

(有)アルクモリ 小松市島町ル30-1 0761-44-8330

アンド・いわい 小松市今江町4-151 0761-21-3307

アンド・たにぐち 小松市打越町乙68 0761-21-7070

ＥＫでんき 小松市育成町216-3 0761-22-7900

ｅ ＰＬＡＮＳ・タカ 小松市今江町8-203 0761-22-5414

ｅ ＰＬＡＮＳ・タキ屋 小松市本折町82 0761-21-2332

ｅ ＰＬＡＮＳ・ホンボ 小松市新鍛冶町乙225-2 0761-22-5314

（株）家守 小松市日の出町2丁目126番地 0761-21-1117

(株)生駒建築 小松市福乃宮町1-53 0761-23-0061

（株）伊藤電機 小松市沖町チ32-1 0761-24-0041

(株)今出電気商会 小松市芦田町2-36 0761-22-6487

(株)イング 小松市北浅井町リ157 0120-6111-67

上田電気商会 小松市大和町92 0761-22-4471

エイデン板津店 小松市梯町ト-48 0761-22-4352

エーオ電設 小松市荒木田町乙110 0761-47-1534

エムエヌ木材(株) 小松市白嶺町3-13 0761-22-5122

大川電気商会 小松市木場町め19 0761-43-2819

太田電気システム 小松市打越町甲120 0761-21-6356

(有)オートシ建築 小松市今江町５-573 0761-24-4044

(株)オオミ住装 小松市上小松町乙138-2 0761-24-1980

オダケホーム(株)小松支店 小松市今江町5丁目330 0761-20-3100

か行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)梶谷建設 小松市軽海町ツ82-1 0761-47-3311

(株)加藤デンキ商会 小松市上本折町26 0761-22-6133

賀戸建築 小松市矢田新町カ12１ 0761-44-2641

(株)カネソ 小松市平面町ト68 0761-21-2400

（株）川崎工務店 小松市串町庚80-1 0761-43-1233

北出建築工房 小松市矢田新町カ124 0761-44-2393

喜多ハウジング(株) 小松市日の出町1-152 0761-23-2130

(株)ケーツー 小松市園町ニ77-1 0761-24-4654

Ｋ－ハウジング(株) 小松市蓑輪町ロ45-2 0761-44-4050

(株)駒沢建工 小松市今江町6-681 0761-21-1289

さ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)さくら 小松市園町ニ61-1 0761-24-2905

(有)櫻井工務店 小松市下牧町1丁目88 0761-21-5787

(有)サワダ 小松市四丁町へ1-1 0761-44-3324

三和デンキ商会 小松市蓑輪町ロ89 0761-43-0030

(株)島豊商店 小松市園町ホ120-1 0761-22-4321

(株)ジョイント21 小松市大領町ロ47 0761-21-7221

章栄電設(株) 小松市打越町乙88-1 0761-21-2578

(株)上伸電機 小松市一針町ト61-1 0761-21-3746

http://www.b-mall.ne.jp/company/ihome
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(有)シンカワデンキ 小松市下粟津町ヤ52-1 0761-43-2585

（株）セントラルハウス 小松市河田町ツ28番地1 0761-47-2606

た行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)ダイイチ 小松市今江町5-637 0761-24-1545

(株)大黒建設 小松市福乃宮町1-14-2 0761-22-2009

(有)大誠工務店 小松市千代町乙103 0761-22-5551

(有)大豊電設 小松市大領中町1丁目432 0761-22-2610

(有)タカノ工務店 小松市林町ユ27 0761-65-2335

高山電気商会 小松市上り江町ホ18 0761-46-1119

(有)滝口電気商会 小松市波佐谷町ヨ209-3 0761-46-1063

(株)竹中建設 小松市島田町ニ19 0761-21-3225

田原電気商会 小松市白江町へ36-1 0761-23-0284

(有)ツチダ電機販売 小松市北浅井町と19-4 0761-24-6884

津波倉電気設備工事 小松市若杉町り234-10 0761-21-7156

電化の栄電 小松市大和町3-4 0761-22-1312

任田電設 小松市草野町チ67-3 0761-21-8360

筒前工務店 小松市野田町丁119 0761-21-8757

(株)トーケン 小松市浮城町76-1 0761-21-8818

な行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)中川建設 小松市福乃宮2-137 0761-24-2248

(株)中田工務店 小松市埴田町ト38 0761-47-2179

(有)中田電気商会 小松市松任町11-1 0761-22-2164

中谷電気工事(株) 小松市河田町カ157 0761-47-3331

(株)西尾 小松市幸町１丁目48-1 0761-24-3118

西川電気工事(株) 小松市今江町は86 0761-23-6633

ニューイングランドたなか 小松市符津町カ91 0761-43-1800

は行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)橋本電気商会 小松市一針町ル9 0761-23-1473

(有)番場電気工事 小松市古府町南151 0761-47-2799

(有)東出建設 小松市松岡町ト78 0761-23-3127

東本電気(株) 小松市蓑輪町ロ27-4 0761-44-2488

１００満ボルト小松本店 小松市打越町い27 0761-23-7277

二口谷建築 小松市西軽海町1-31-18 0761-47-3824

(有)平専電工 小松市三谷町あ167-1 0761-21-5218

北陸小松(株) 小松市大島町甲105 0761-23-5355

北陸電気工事(株)小松支店 小松市串町35-22 0761-44-6701

北陸ミサワホーム(株)小松支店 小松市大領町ロ37 0761-24-4631

ま行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

松本電機(株) 小松市八幡甲338 0761-47-3315

(株)丸喜建設 小松市原町87-2 0761-21-0141

(株)丸西組 小松市白江町ト121-1 0761-22-6100

ミキ株式会社 小松市不動島町甲188 0761-22-5100

道場建設(株) 小松市串茶屋町い198 0761-43-0223

(有)ミドリ電機 小松市長谷町岡15 0761-46-1642

(有)宮越電気商会 小松市岩渕町ヌ2 0761-47-3881

(有)茗荷谷設備工業 小松市串町南112 0761-44-4593
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や行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)山岸建築 小松市北浅井町1-20 0761-21-3349

山崎建設(株) 小松市漆町イ72 0761-47-8181

山作木材 小松市上り江町へ19 0761-46-1142

(有)山本製材 小松市白山田町ロ142 0761-65-1009

山本電設 小松市日の出町3-107 0761-22-5428

(有)湯田設備 小松市島田町チ79-1 0761-24-0312

(株)吉光組 小松市長崎町甲118 0761-24-5151

(株)余助総建 小松市今江町7-738 0761-48-8787

わ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

若林建設 小松市埴田町ト69 0761-47-3386

ワタリ電気 小松市大川町3-2 0761-22-0877

http://www.yamazaki-c.co.jp/
http://yamamoto-seizai.jp/
https://www.yoshimitsugumi.co.jp/
https://yosukesoken.jp/

