
高岡地区　－　高岡市

あ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

赤尾電設(株) 高岡市宝来町23-2 0766-31-1710

アクト 高岡市羽広2-2-2 0766-25-1561

荒井電機(株) 高岡市博労本町4-19 0766-24-2321

いしく電気サービス 高岡市太田1755－2 0766-44-6251

(有)石倉工業所 高岡市戸出町2-7-28 0766-63-5025

石友リフォームサービス(株)高岡店 高岡市京田616 0766-29-3400

内生蔵設備 高岡市伏木東一宮25-3 0766-44-7772

えいでん 高岡市芳野34 0766-21-6123

(有)エコー電業 高岡市五福町12-40 0766-22-0105

オーデック 高岡市向野町5-16 0766-26-1515

岡本設備 高岡市福岡町大滝605-3 0766-64-3948

(株)小川商会　高岡店 高岡市城東2丁目1-10 0766-25-0800

（株）OSCAR J. J オスカーホーム高岡・砺波

営業所
高岡市赤祖父390 0766-22-1333

（株）OSCAR J. J 住まいるオスカー高岡営業

所
高岡市赤祖父390 0120-00-8912

オダケホーム(株)高岡支店 高岡市西海老坂350 0766-25-3222

オダケホーム(株)南支店 高岡市戸出狼92 0766-63-6100

か行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)カネソ高岡展示場 高岡市六家44 0766-31-3347

蒲田電設　電化のエコー 高岡市能町1767 0766-21-0296

川口設備 高岡市池田101-8 0766-31-3055

(有)亀遊電気 高岡市二塚1346-1 0766-63-4440

(株)共同電気商会 高岡市戸出町3-4-5 0766-63-0018

幸塚汽力工業(株) 高岡市中川上町10-14 0766-22-3125

光陽電設(株) 高岡市能町南２－５２ 0766-24-5432

さ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

坂井大工 高岡市米島800 0766-24-7517

(有)佐野電気商会 高岡市金屋町12-18 0766-23-0104

ジョーシン高岡店 高岡市新成町1-12 0766-25-6003

ジョーシン高岡蓮花寺店 高岡市蓮花寺210-1 0766-22-8611

塩崎電機商会 高岡市定塚町5-17 0766-23-4828

条谷建装 高岡市伏木矢田新町2-24 0766-44-6734

昭武工業 高岡市角160-25 0766-24-4686

新栄電機(株) 高岡市宝町2-10 0766-21-2939

スカイ源明 高岡市木津新町1563-1 0766-23-7729

(株)鈴木電器商会 高岡市戸出町3-11-6 0766-63-0240

(株)誠和工務店 高岡市蓮花寺138-5 0766-28-5858

(有)ソニック 高岡市蓮花寺140-2 0766-27-6006

た行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

高岡F・H工業 高岡市戸出古戸出114-2 0120-117-642

(株)タカオカ電工 高岡市中曽根467-1 0766-82-7669

タカノ一条ホーム　高岡展示場 高岡市京田627番地（ジュートピア高岡内） 0766-29-3511

タカノホーム(株)高岡展示場 高岡市京田627番地（ジュートピア高岡内） 0766-27-6566
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(有)竹内電機商会 高岡市姫野34 0766-82-3552

(株)タケウチ電設 高岡市北島226 0766-21-4331

竹澤工業(株) 高岡市戸出町2丁目2657番地の1 0766-63-6351

(有)竹沢商会 高岡市戸出町4-5-1 0766-63-0151

竹山電気商会 高岡市太田4835 0766-44-1334

(株)田子電機商会 高岡市伏木中央町3-11 0766-44-0203

田代電化 高岡市中曽根108-3 0766-82-2405

つじもとでんき 高岡市中島町3-1 0766-24-0118

てらいでんき 高岡市能町242 0766-23-5444

(株)電化センタートリヤマ 高岡市大坪町2-4-4 0766-21-3256

(有)電化のキタムラ 高岡市宮田町8-29 0766-24-4300

東京堂 高岡市福岡町下蓑2369 0766-64-2149

トータルハウジング総建 高岡市米島329-6 0766-28-8560

な行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)中川 高岡市戸出大清水255 0766-63-6754

(有)長原ウォーターリペア 高岡市戸出町4-4-12 0766-63-3926

中山電気 高岡市福岡町下蓑新459 0766-64-3695

西森電気(株) 高岡市野村1381-1 0766-24-2488

日広冷熱(株) 高岡市北島469-2 0766-22-5525

ニューイングランドあかし 高岡市鶴寄町531-4 0766-24-7719

ニューイングランドうえの 高岡市波岡84 0766-25-0326

ニューイングランドくした 高岡市柴野内島832-1 0766-31-4060

ニューイングランドくりもと 高岡市大坪町1-4-4 0766-22-5326

ニューイングランドしんや 高岡市古定塚8-6 0766-21-4476

ニューイングランドせきや 高岡市末広町1010 0766-25-1711

ニューイングランドほり 高岡市伏木矢田5-50 0766-44-1792

ニューイングランドやまだ 高岡市江尻46-17 0766-24-9623

ニューハウス工業（株）高岡支店 高岡市京田429番地 0766-26-0158

野村電工 高岡市戸出町7丁目3-59 0766-63-3703

乃村堂 高岡市中川1-2-24 0766-21-0600

は行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)ハートイン・アライブ 高岡市芳野34 0766-22-2294

(有)橋管興業 高岡市荒屋敷228 0766-31-0607

ハチロショップ 高岡市大手町4-6 0766-23-0368

(有)ひかりでんき 高岡市五十里東町2159-3 0766-23-5346

１００満ボルト高岡店 高岡市赤祖父671 0766-50-9740

(株)フシキ住設 高岡市伏木東一宮20-12 0766-44-2315

古川電気 高岡市羽広173-1 0766-24-5425

古村電機 高岡市福岡町矢部859 0766-64-2373

(株)プロデュース 高岡市姫野530-1 0766-82-1611

べすとはうすインナイ 高岡市野村507-1 0766-24-5616

北陸断熱工業(株) 高岡市東上関297 0766-21-0115

北陸電気工事（株）高岡支店 高岡市能町字飛田946 0766-21-2179

(株)北陸電機商会　高岡支店 高岡市永楽町1-8 0766-23-2040

(株)北陸ハウステック 高岡市南幸町5-5 0766-28-1661

ほり設備 高岡市姫野89-1 0766-83-7050

ま行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

前野電化センター 高岡市福岡町下蓑385　タピス内 0766-64-5240
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マサヤ電機 高岡市川原町1-4 0766-24-3917

(有)間島工業所 高岡市五福町15-27 0766-22-1961

(株)松村篤二商店 高岡市広小路5-6 0766-23-4357

丸三工業(株) 高岡市博労本町10-27 0766-23-6010

(有)丸の内電機 高岡市木町4-25 0766-24-1404

三谷電器商会 高岡市中田4814 0766-36-0066

みなみ電機 高岡市井口本江332-4 0766-23-8169

宮崎電気工事店 高岡市福岡町大滝182 0766-64-2883

(株)ミヤミシステム 高岡市内免3-3-6 0766-25-8012

村田電設 高岡市関本町9 0766-22-9464

森配管工業 高岡市伏木国分2丁目1-25 0766-44-3824

や行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)やまぐち電化 高岡市伏木古府2-5-2 0766-44-5630

(有)ヤマダ設備 高岡市五十里(百橋)2080-2 0766-21-9791

山田電業 高岡市北島224-3 0766-22-1760

株式会社ゆかだん屋 高岡市戸出西部金屋427 0766-63-1702

横田ムセンデンキ 高岡市片原町55 0766-23-2415

吉江商会 高岡市戸出町5-33-1 0766-63-3086

(有)吉田電機 高岡市大坪町1-3-7 0766-24-5551

ヨネモクリフォーム 高岡市中曽根262-1 0766-83-7227

ら行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

リフォームのサイダ 高岡市伏木矢田新町7-2 0766-44-6309

わ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

若林電気(株) 高岡市佐野972 0766-23-1348

http://www2.ocn.ne.jp/~yamasetu/
http://www.yonemoku.co.jp/reform
http://www.wakabayashi-denki.com/
mailto:m-denki@p2.tcnet.ne.jp
mailto:m-denki@p2.tcnet.ne.jp
mailto:info@maruwajyuken.co.jp
mailto:info@maruwajyuken.co.jp
mailto:syatoranyamada@sky.plala.or.jp
mailto:syatoranyamada@sky.plala.or.jp
mailto:refine@yonemoku.co.jp
mailto:refine@yonemoku.co.jp
mailto:info@wakabayashi-denki.com
mailto:info@wakabayashi-denki.com
mailto:y.satoru@circus.ocn.ne.jp
mailto:y.satoru@circus.ocn.ne.jp

