
丹南地区　－　鯖江市

あ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

アイデアルホーム 鯖江市丸山町3-1-23 0778-29-1223

青山電気商会 鯖江市桜町1-5-16 0778-51-0977

(有)アクアテック 鯖江市水落町2-25-4 0778-53-0012

天谷電気工事(株) 鯖江市北野町2-8-5 0778-51-3425

(有)安藤建設 鯖江市上戸ノ口町71-14 0778-65-1544

井波木材 鯖江市川島町36-110 0778-65-1114

(株)内田工務店 鯖江市屋形町1-24 0778-51-0665

(有)梅田工務店 鯖江市四方谷町15-115-1 0778-51-4882

(株)永和の走る大工さん 鯖江市吉江町11-10 0120-92-7280

エス電工 鯖江市小黒町3-5-7-4 0778-51-8676

大久保ラジオ店 鯖江市杉本町30-39 0778-51-1623

おくやま設備 鯖江市水落町3号97の2 0778-51-5252

か行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)笠原電器商会 鯖江市田村町3-6 0778-62-1714

(株)カナダニ 鯖江市東鯖江1-518-1 0778-51-7200

(株)カネイチ 鯖江市北野町12-13 0778-51-8855

株式会社　カワモリ 鯖江市河和田町2-30-2 0778-65-0079

北川テレビ鯖江支店 鯖江市本町2-3-11 0778-51-4773

(株)キムラ・プランニング 鯖江市長泉寺町1-2-43 0778-51-7280

キャッチ　タマムラ 鯖江市神中町2-4-47 0778-53-0212

クリ英ター永和(株) 鯖江市吉江町11-10 0778-54-7775

合同ハウジング工業 鯖江市当田町2-8-13

(株)伍代工務店 鯖江市下野田町25-7-2 0778-62-1258

さ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

サイト建設 鯖江市住吉町2-2-13 0778-52-3203

(株)坂井電機工業所 鯖江市深江町3-9 0778-51-0217

(株)栄工務店 鯖江市水落町14-10-3 0778-52-2035

(株)佐々木家電 鯖江市鳥羽3-13-17 0778-52-0567

(株)佐々木工務店 鯖江市有定町2-6-1 0778-52-2424

(株)サビデンキ 鯖江市吉江町717 0778-51-0500

(株)三和電工社 鯖江市二丁掛町14-20 0778-62-1228

ジャパンインペックス 鯖江市吉江町717 0778-51-8066

シンクス(株) 鯖江市戸口町17-13 0778-65-1096

住まいサービス(株) 鯖江市丸山町3-6-7 0778-51-9288

住吉電工 鯖江市下司町17-8-6 0778-62-0888

関組リフォーム　Ｃｈｅｌｌ Ｌｉｖｉｎｇ㈱ 鯖江市下河端町16-16-1　アルプラザ鯖江２Ｆ 0778-54-4000
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た行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

大工屋 鯖江市小黒町3-10-25 0778-52-1089

(有)大日電工 鯖江市定次町343-2 0778-54-0676

ダイモンデンキ 鯖江市片山町1-9-3 0778-65-0058

タガハウス(株) 鯖江市水落町4-3-23 0778-52-3152

(株)竹内電機 鯖江市三六町1-5-7 0778-51-1249

(株)タケベ無線 鯖江市本町3-1-15 0778-51-2233

田中信之建築設計 鯖江市神明町3-2-26 0778-25-0006

株式会社　谷口設備 鯖江市柳町4丁目608-2 0778-51-7266

電化のダイコー 鯖江市杉本町35-133 0778-51-5050

でんきランド はやし 鯖江市下野田町34-1-10 0778-62-1400

でんきランド　ひらざわ 鯖江市戸口町9-22 0778-65-1021

な行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

中村建設工業(株) 鯖江市水落町2-15-22 0778-52-1230

(株)ナチュレホーム 鯖江市大野町30-13-1 0778-52-5507

(有)南部木材 鯖江市磯部町25-21 0778-65-1015

(株)ニシザワハウジング 鯖江市上河端町41-13-5 0778-52-7700

(株)西野工務店 鯖江市持明寺町5-11-1 0778-62-1740

日康建設(株) 鯖江市上河端町68-2-16 0778-42-8010

ニューイングランド　かわばた 鯖江市新横江1-208 0778-52-3385

は行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)パナパックいしざき 鯖江市神明町1-5-13 0778-51-1212

(株)フクシン 鯖江市糺町29-13-2 0778-52-3355

藤田産業株式会社 鯖江市北野2丁目19-22-1 0778-51-1076

(有)藤本電機商会 鯖江市三六町1-4-6 0778-51-1455

(株)文六 鯖江市西袋町411 0778-65-0041

ま行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)前沢工務店 鯖江市丸山町1-2-10 0778-52-9338

(有)前田電気工業所 鯖江市鳥羽1-6-13-3 0778-52-4747

マルイ設備工業(株) 鯖江市有定町1-10-3 0778-52-3200

丸美建設不動産(株) 鯖江市当田町10-2-1 0778-62-2929

みずかみ建築 鯖江市漆原町14-4-2 0778-62-0035

三田村電機商会 鯖江市本町2-1-26 0778-51-0513

(株)ミタムラ電機センター 鯖江市水落町2-16-22 0778-51-1714

(株)村上建設 鯖江市住吉町3-4-5 0778-52-6389

メイツ　ひらお 鯖江市旭町2-1-22 0778-51-0608

や行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

山﨑工務店 鯖江市下新庄町126-6-1 0778-51-0741
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山忠でんぱ 鯖江市北野町2-7-21 0778-51-0287

ら行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

らいふでざいん室・秀 鯖江市平井町41-1-44 0778-62-1210

(有)ルミネテック大空 鯖江市糺町17-58-3 0778-52-6229

わ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

渡邊電気(株) 鯖江市西山町2-14 0778-51-1123
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