
丹南地区　－　敦賀市

あ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)浅野工務店 敦賀市莇生野104-28-2 0770-23-4070

(株)あめりか屋 敦賀市長沢13-13-1 0770-22-0577

あわの電気 敦賀市莇生野104-27-4 0770-22-4648

(株)イーフィールド 敦賀市公文名30-1-13 0770-24-3445

(株)イケダ 敦賀市山泉73-1505 0770-25-6654

(有)伊藤電気 敦賀市櫛川1-3 0770-23-7153

(有)岩崎工務店 敦賀市金ヶ崎町5-27 0770-22-3860

(有)右近電気工事店 敦賀市山泉73-3-7 0770-23-7449

(有)宇野電気商会 敦賀市木崎6-19-3 0770-21-3977

ASKムラハシ 敦賀市清水町1-7-25-2 0770-22-1319

永和住宅(株)　敦賀店 敦賀市岡山町2-42-1 0770-24-0007

(株)江村工設 敦賀市木崎5-30-1 0770-22-2106

(有)オオカド電機商会 敦賀市松栄町10-28 0770-25-7348

大塩電気 敦賀市若葉町3-1107 0770-21-2017

奥村建築工業 敦賀市呉竹町2-5-43 0770-22-3742

(株)桶武製作所 敦賀市昭和町1-9-17 0770-22-1597

か行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)覚明商会 敦賀市本町2-9-13 0770-22-3567

(有)加藤通信 敦賀市野神12-6 0770-25-3662

川口建築(株) 敦賀市ひばりヶ丘20-5-3 0770-23-8130

川口電気(株) 敦賀市木崎51-32 0770-23-3000

河端電設 敦賀市御名15-2-16 0770-24-0248

(有)河辺電気商会 敦賀市若葉町1丁目709 0770-23-1173

岸本工務店 敦賀市樫曲16-4 0770-23-3916

(有)キタハマ建築 敦賀市鋳物師町1-23 0770-24-0626

楠電気工事(株) 敦賀市三島町1-6-16 0770-25-0554

クリ英ター永和(株) 敦賀市岡山町2-42-1 0770-24-0637

ケイ・プランニング(株) 敦賀市相生町21-51-2 0770-21-4146

慶秀測量(株) 敦賀市昭和町2-17-15 0770-24-2250

建築工房　天藤 敦賀市谷口8-5-1 0770-23-3780

河野建築 敦賀市鋳物師町17-3 0770-23-0841

小西建築 敦賀市金山66-13（莇生野） 0770-25-5327

小西電器 敦賀市川崎町7-20 0770-22-4736

さ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

斉藤電気 敦賀市津内町3-2-21 0770-23-0875

(有)栄電工 敦賀市清水町1-18-8 0770-22-1849

(有)坂口電気工事 敦賀市堂57-904 0770-24-0422

笹山工務店 敦賀市野坂24-3-2 0770-23-2467

(有)柴田建築店 敦賀市金山99-11-26 0770-24-2577

島　匠建 敦賀市吉河19-9 0770-22-8202
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白木電気 敦賀市元町17-14 0770-22-2120

（株）シンデンコー 敦賀市呉竹町2-3-9-A 0770-25-0033

信友建設(株) 敦賀市昭和町2-6-1 0770-23-4152

スィートホーム(株) 敦賀市山泉28-2-14 0770-21-0271

SWING ヒロハタ 敦賀市本町1-10-14 0770-23-1524

(有)正興電気 敦賀市栄新町8-14 0770-22-5631

た行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

大栄住建(株) 敦賀市市野々2-60-5-56 0770-23-8135

(有)大幸ハウジング 敦賀市元町10-2 0770-25-3369

(株)たいぼっく 敦賀市山泉73-309 0770-20-1733

大和ハウス工業(株)福井支店 敦賀営業所 敦賀市中央町1-13-38 0770-21-5111

タカノ電機 敦賀市港町11-1 0770-23-0142

(株)たくみ創建 敦賀市中央町１-10-10 0770-21-5166

竹内電工 敦賀市沓見123-11-1 0770-23-4352

(有)竹田建築店 敦賀市野神40-294 0770-23-8251

谷川建設(有) 敦賀市三島町2-2-6 0770-22-1322

谷口電気(株) 敦賀市市野々13-4-3 0770-22-1810

（株）谷電 敦賀市津内28番2号11（長沢） 0770-24-0168

ツチモリ 敦賀市ひばりヶ丘50-38-4 0770-22-1209

敦賀協栄建築(株) 敦賀市蓬莱町11 0770-22-3636

(株)ツルデン 敦賀市三島町1-1-7 0770-23-2244

トウシヤ水上 敦賀市新松島町2-3 0770-25-1048

な行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

西野建築 敦賀市莇生野42-4 0770-23-5749

日東電気(株) 敦賀市呉竹町1-38-5 0770-22-3000

は行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)ハート工房 敦賀市松原町22-1-2 0770-22-1007

ハートランドきたむら 敦賀市平和町20-8 0770-22-1186

橋本建築店 敦賀市莇生野42-11 0770-25-6397

濱田建設(株) 敦賀市本町2-8-3 0770-22-4433

１００満ボルト敦賀店 敦賀市木崎11-10 0770-24-0988

(有)福谷建築店 敦賀市中央町2-7-1-1 0770-20-0627

(有)平成住宅 敦賀市山泉28-4-28 0770-25-5315

北信越ジョーシン(株) 敦賀店 敦賀市古田刈28号1-1アクロスプラザ敦賀内 0770-25-1733

(有)北辰電気商会 敦賀市清水町2-6-23 0770-22-5978

北陸電気工事(株)敦賀支社 敦賀市長沢44-1-1 0770-22-1137

北陸ミサワホーム(株)敦賀営業所 敦賀市呉竹町1-40-23 0776-24-3300

ま行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)前田創建 敦賀市砂流42-12-4 0770-25-2451
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(株)増田清商会 敦賀市相生町7-11 0770-22-2188

松葉電工 敦賀市金山32-7-4 0770-23-0145

道下建築 敦賀市野神25-13-1 0770-23-6624

ミノルエンジニアリング(株) 敦賀市昭和町１丁目17-10 0770-23-8988

ミンド建築店 敦賀市中央町2-8-4 0770-25-6808

(有)モア・カネマス 敦賀市三島町2-15-21 0770-22-2306

森口電器商会 敦賀市松原町24-1 0770-22-4248

や行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)ヤマダ電器 敦賀市市野々2-22-3-3 0770-22-4337

(有)吉田建設 敦賀市長沢37-1-1 0770-21-3283

吉田電気商会 敦賀市新和町2-3-17 0770-23-0421

ら行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

ライフ　こうの電器 敦賀市岡山町1-63-4-3 0770-25-8737

(株)楽ちん館 敦賀市新松島町1-22 0770-22-7005

わ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(株)渡辺商会 敦賀市相生町3-17 0770-22-1720
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