
七尾地区　－　七尾市

あ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

アーク建設(株)七尾営業所 七尾市小丸山台2丁目117番地1 0767-52-3040

アオイ建設(株) 七尾市本府中町ル部45番地5 0767-52-2502

(株)旭電機商会 七尾市川原町65番地 0767-52-5227

アンド・たもと 七尾市三島町18-2 0767-52-0061

株式会社アントール本店 七尾市上府中町ス８番地１ 0767-43-4311

池田電機 七尾市能登島町須曽町20部62番地 0767-62-0455

石友リフォームサービス(株)七尾店 七尾市国分町ウ部17番地 0120-37-1410

稲田管工業（株） 七尾市下町ホ部16 0767-57-1203

今井電気商会 七尾市奥原町下543-2番地 0767-62-0821

エクセルホーム(株) 七尾市古府町ね部46番地8 0767-53-7142

か行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)環境企業シミズ 七尾市祖浜町イ部48番地2 0767-53-6878

協和リビング(株) 七尾市馬出町イ-13-3 0767-52-7075

(有)国田電気 七尾市中島町浜田耕部128番地4 0767-66-1126

光明電設 七尾市橘町45 0767-53-0951

(有)光陽電設 七尾市古府町と部37-2 0767-52-5557

さ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)坂口総合建材 七尾市中島町浜田耕部111番地1 0767-66-1149

(有)坂口電器商会 七尾市御祓町ホ6-12 0767-52-0098

澤井電気工事 七尾市万行１丁目１１７番地 0767-53-5138

沢野電機商会 七尾市大手町37 0767-53-1155

(有)サンワ工業 七尾市中島町小牧ス部４－２ 0767-66-1679

シティハウス産業(株) 七尾市馬出町ハ部51-3 0767-53-2133

昇陽電機(株) 七尾市古府町い25-1 0767-52-6719

杉岡設備 七尾市杉森町に部31-1 0767-68-3675

世家建築 七尾市石崎町ワ37-10 0767-62-2552

sab.サブ 七尾市石崎町香島2丁目25 0767-62-2284

た行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

たかご電機 七尾市国分町ラ37-1 0767-52-4086

(株)主 七尾市万行４丁目９２ 0767-53-3733

(有)電化のタカヒラ 七尾市庵町虫崎カ２４ 0767-59-1758

電遊館どうみ 七尾市古府町チ1-1 0767-52-0066
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な行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)中島木材工業 七尾市中島町中島乙部161番地 0767-66-0024

中田建築 七尾市祖浜町イ-8 0767-53-3201

（有）ナカデ 七尾市矢田町3-78-1 0767-53-0276

中西設備 七尾市泉南台64番地 0767-62-1329

なかばさみ 七尾市小島町3丁目ハ-30 0767-53-1213

(有)中村技研工業 七尾市町屋町カ部19-１ 0767-57-1816

(有)中村電気商会 七尾市小島町ハ部126番地1 0767-52-1628

西田電気商会 七尾市石崎町エ部12-25 0767-62-3559

ニューハウス工業㈱七尾出張所 七尾市藤橋町亥部3番地1 0767-53-7506

は行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

浜建設(株) 七尾市小島町大開地3番地13 0767-53-5513

(株)播摩建設 七尾市中島町古江乙部75番地1 0767-66-0041

１００満ボルト七尾店 七尾市古府町か5-1 0767-53-0100

(有)平石工業 七尾市中島町田岸弐部1番地4 0767-66-1652

藤本電機(株) 七尾市つつじが浜町1の63 0767-53-2364

(有)ホクエイ 七尾市中島町小牧コ部67番地 0767-66-1026

北陸電気工事株式社七尾支店 七尾市寿町112番地2号 0767-52-3424

(有)細川電気商会 七尾市湊町1丁目11番地 0767-53-0152

(有)堀江工務店 七尾市後畠町チ部7番地16 0767-53-2610

ま行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

前田設備 七尾市石崎町チ19-18 0767-62-4879

松葉電器 七尾市橘町17 0767-52-1570

まんてんほーむ 七尾市阿良町58 0767-53-8898

(株)マンネン 七尾市つつじが浜3番地81 0767-53-2845

宮川建設(株) 七尾市本府中町ニの34番地1 0767-53-1093

(株)ミヤコ　miyako音楽堂 七尾市本府中町ハ30-1 0767-53-0001

(有)元橋電機 七尾市細口町ホ部4 0767-52-4186

や行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

ヤマキシ田鶴浜店 七尾市高田町ほ部34番地 0767-68-6600

山口電機工事 七尾市矢田町丑部29番地甲 0767-52-6664

(有)山本建築 七尾市中島町中島丙の36番地 0767-66-0898

山元テレビ電器 七尾市川原町2番地 0767-52-1066

(有)よつばホーム 七尾市石崎町香島2丁目25 0767-62-2302
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ら行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

LIXILリフォームショップアントール（七尾

店）
七尾市上府中町ス８番地１ 0767-57-5711

https://www.antol.jp/
https://www.antol.jp/

