
魚津地区　－　魚津市

あ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

朝野工業株式会社 魚津市本新町27番5号 0765-24-0375

イシサキデンキ 魚津市文化町9-2 0765-22-1314

石崎電工 魚津市宮津275 0765-24-2776

石友ホーム(株)魚津店 魚津市吉島554-1 0765-22-7311

石友リフォームサービス(株)魚津店 魚津市吉島554-1 0765-24-5115

石本住宅 魚津市本江新町3727-5 0765-22-5507

伊藤建設株式会社 魚津市島尻1346 0765-32-8380

(有)岩田設備工業 魚津市印田1617 0765-22-2690

有限会社インベンションハウス 魚津市木下新8165-16 0765-22-8898

魚住電工 魚津市友道437 0765-24-9388

太田建築 魚津市石垣403-3 0765-24-6221

岡本建設 魚津市新宿11-18 0765-24-7266

有限会社岡本工務店 魚津市横枕143番地の2 0765-24-3711

(株)OSCAR J. J オスカーホーム新川営業所 魚津市住吉538 0765-22-9000

（株）OSCAR J. J 住まいるオスカー新川営業

所
魚津市住吉538 0120-00-8912

オダケホーム(株)魚津支店 魚津市江口11-1 0765-22-8266

株式会社尾谷工務店 魚津市六郎丸643の3 0765-24-4495

オダニホーム株式会社 魚津市吉島1127-12 0765-24-8821

か行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)笠桐建設 魚津市本江1731 0765-22-8386

(有)神倉電機 魚津市住吉2102-3 0765-22-7252

河﨑設備工業(株) 魚津市吉島217-5 0765-24-2312

国木建設 魚津市東尾崎3635-5 0765-31-7101

倉元電機商会(株) 魚津市吉島4327 0765-22-0863

黒崎商店 魚津市吉島533-2 0765-24-6230

ケーズデンキ魚津店 魚津市江口236 0765-23-0611

さ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

酒井住宅株式会社 魚津市大光寺93番地 0765-24-3739

(有)沢井電器 魚津市本江2296-5 0765-22-1733

三水 魚津市大光寺62-30 0765-24-6268

(有)サンダ工務店 魚津市六郎丸1255-1 0765-22-4579

(株)スペースシステム 魚津市本江3207-3 0765-24-6225

(株)関口組 魚津市港町7-8 0765-22-0016

セキホーム株式会社 魚津市住吉567-1 0765-22-6906

た行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)タカシマ電設 魚津市東尾崎3441-3 0765-31-7359

タカノ一条ホーム魚津展示場
魚津市住吉567-1（にいかわハウジングプラザﾞみ

らーれ内）
0765-22-6611

高野電気商会 魚津市三ケ1739-13 0765-22-5083

タカノホーム(株)魚津展示場
魚津市住吉567-1（にいかわハウジングプラザﾞみ

らーれ内）
0765-24-3221

(有)鷹休建設 魚津市駅前新町1-7 0765-24-5530

有限会社タカラ福祉企画 魚津市中央通り2-2-25 0765-23-9333
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武田建築 魚津市東山748-5 0765-23-1780

舘建築 魚津市仏田1937-1 0765-22-1399

多東建築 魚津市上口2丁目10-12 0765-24-3919

有限会社田中組 魚津市大光寺62-2 0765-24-8718

谷口電気工業所 魚津市本江新町9-18 0765-22-3410

有限会社谷口ホーム 魚津市東尾崎3423番地の2 0765-31-7135

タニサキ住建 魚津市吉島1168-1 0765-22-4845

種田電設 魚津市仏田1266 0765-24-1578

茶谷電気 魚津市浜経田313-1 0765-22-2056

辻清商事(株) 魚津市三ケ1450 0765-24-0240

(有)寺崎設備工業所 魚津市石垣12 0765-22-8469

でんきかんポケット 魚津市上村木1-3-15 0765-22-4066

株式会社東城 魚津市六郎丸2935 0765-23-1110

東匠工舎 魚津市長引野568 0765-31-6007

ときわ電機商会 魚津市金浦町3-1 0765-22-0457

富山県電気工事工業組合新川支部 魚津市上村木2-2-5 0765-22-1140

な行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

ナカオ電工 魚津市木下新341-2 0765-31-6216

株式会社ナチュラル工房 魚津市住吉3559-5 0765-22-8889

西尾建築 魚津市木下新128-7 0765-24-2810

日本海電業(株) 魚津市宮津238-1 0765-24-0297

ニューイングランドたかしま 魚津市新金屋2-1-1 0765-22-5649

野島建設株式会社 魚津市友道390-1 0765-24-6330

海苔建築 魚津市住吉字大平908 0765-24-6781

は行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

ハウジングたなか 魚津市寿町5 0765-22-5205

(有)ハウジングワン 魚津市川縁1001-1 0765-22-6448

浜岸建匠 魚津市諏訪町12-18 0765-22-8032

ハマダ建築 魚津市経田西町1-24 0765-22-1577

有限会社浜田工務店 魚津市江口1602-1 0765-22-8088

浜松工務店株式会社 魚津市三ケ1169-2 0765-22-6397

颯創建 魚津市仏田2604 0765-22-6530

ビニフレーム工業株式会社 魚津市北鬼江616番地 0765-55-1208

平崎設備 魚津市平伝寺688-1 0765-22-4792

北信越ジョーシン株式会社魚津店 魚津市吉島928 0765-22-1411

北陸家電センター 魚津市上村木1-11-13 0765-24-5788

(株)北陸電機商會魚津支店 魚津市西尾崎1558番1号 00765-24-3506

本田建築 魚津市平伝寺622 0765-22-4455

(有)本田工務店 魚津市経田中町5-2 0765-22-4466

ま行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

(有)マーキー建築設計 魚津市湯上1088-2 0765-24-9311

(株)マツバラ工務店 魚津市本江新町10-2 0765-24-0908

まる工務店株式会社 魚津市本江3507-13 0765-24-6356

(株)水環境センター 魚津市吉島2106 0765-24-7711

や行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

株式会社山下ホーム 魚津市江口567-1 0765-24-9116
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吉崎工務店 魚津市宮津210 0765-22-3534

吉崎電設 魚津市本新町5-6 0765-24-4343

わ行

社名（店名） 住所 電話番号 Mail

若葉電設 魚津市横枕854-1 0765-32-8712


