
商　　　号 代表者名 〒 所　　　在　　　地 電　話 （ＦＡＸ）

加　南　本　部 本部長　　　　川　腰　利　榮今　出　真　稔

【小　松　支　部】 支部長 東 本  一 郎

東本電気㈱ 東　本　一　郎 923−0305 小松市蓑輪町ロ27−4 44−2488 （44−2490）

表電気商会　　　　 表　　　　　裕 923−0964 小松市今江町1−28 22−3976 （24−1276）

松本電機㈱ 松　本　賢　一 923−0833 小松市八幡甲338 47−3315 （47−3152）

中谷電気工事㈱ 中　谷　　　功 923−0053 小松市河田町ニ74 47−3331 （47−3332）

中央電気工業所 荒　井　宏　司 923−0811 小松市白江町ハ26−1 22−1335 （24−1885）

秋田電気工事㈱ 秋　田　順　孝 929−0113 能美市大成町リ91 55−1031 （55−2489）

㈱ヒカリ　　　 山　本　　　修 923−1121 能美市寺井町ツ88−4 57−0268 （57−2681）

㈲中田電気商会 中　田　智　則 923−0913 小松市松任町11−1 22−2164 （22−2169）

西川電気工事㈱ 西　川　広　美 923−0964 小松市今江町は86 23−6633 （23−6631）

㈱今出電気商会 今　出　真　稔 923−0944 小松市古河町6 22−6487 （24−6448）

タボタ電機㈱ 多保田　学　泰 923−1121 能美市寺井町レ30−2 57−0141 （57−0142）

上田電気商会 上　田　秀　昭 923−0952 小松市大和町92 22−4471 （22−4471）

㈲青山電気商会 米　久　浩　二 923−1101 能美市粟生町リ175 58−5544 （58−5543）

㈲北西電気商会 北　西　弘　衞 923−0305 小松市蓑輪町ロ22−1 44−3400 （44−4279）

㈲なかだ電設工業 中　田　隆　治 923−0303 小松市島町ヲ111−1 43−2383 （43−2383）

㈲橋本電気商会 橋　本　達　也 923−0043 小松市一針町ル9−1 23−1473 （23−3640）
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㈲平専電工 辻　　　秋　浩 923−0844 小松市三谷町あ167−1 21−5218 （21−1753）

㈱谷本電機　　 谷　本　真　人 923−0304 小松市下粟津町に20−1 44−1371 （43−2175）

EKでんき  川　腰　栄　一 923−0943 小松市育成町216-3 22−7900 （21−6943）

㈱加藤デンキ商会 加　藤　憲　夫 923−0955 小松市上本折町26 22−6133 （22−6134）

おもて電気工業所 表　　　建　男 923−0342 小松市矢田野へ73 44−3851 （44−1351）

㈲滝口電気商会 滝　口　昌　英 923−0182 小松市波佐谷町ヨ209−3 46−1063 （46−1053）

高林電工　　　　　　　　　　　　　　　 高　林　祐　樹 929−0112 能美市福島町ク12−2 55−3342 （55−4579）

㈲宮越電気商会 宮　越　弘　幸 923−0073 小松市岩渕町ヌ2 47−3881 （47−3968）

章栄電設㈱ 辻　　　章　文 923−0831 小松市打越町乙88−1 21−2578 （22−8752）

山本電設 山　本　寛　也 923−0868 小松市日の出町3−107 22−5428 （23−2497）

㈲大豊電設 大　土　豊　司 923−0962 小松市大領中町1−432 22−2610 （22−7897）

㈲川端電気通信工事 川　端　  　勝 923−0342 小松市矢田野町五五193番地 43−3116 （48−5033）

丸若電気商会 若　林　邦　宏 923−1112 能美市佐野町ホ9−1 57−2854 （57−2992）

大川電気商会 大　川　義　則 923−0311 小松市木場町め19 43−2819 （43−4351）

㈱上伸電機 竹　田　大　輔 923−0043 小松市一針町ト61−1 21−3746 （21−3753）

㈲番場電気工事 番　場　孝　男 923−0055 小松市古府町南151 47−2799 （47−4530）

ワタル電設㈱ 辰　巳　直　良 923−1113 能美市牛島町リ33−1 57−2622 （57−2755）

高山電気商会 高　山　洋　幸 923−0187 小松市上り江町ホ18 46−1119 （46−1581）
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秋山電工 秋　山　和　也 923−1115 能美市大長野町ロ58−7 58−8188 （58−8187）

津波倉電気設備工事 津波倉　義　男 923−0832 小松市若杉町リ234−10 21−7156 （21−7657）

㈱宮下電気商会 宮　下　幸
タカ

　士
シ

923−1224 能美市和気町ヘ57−1 51−2408 （51−4295）

田中電機 田　中　哲　弥 923−1223 能美市寺畠町147 51−5657 （51−5697）

江川電気工事 江　川　隆　志 923−0963 小松市須天町1−102 21−2254 （21−5252）

㈲中橋電気 中　橋　　　透 923−0964 小松市今江町3−251 22−4127 （22−4402）

エーオ電設 面　　　外　栄 923−0823 小松市荒木田町乙110 47−1534 （47−1534）

北光電気川北㈱ 中　澤　　　聡 923−1271 能美郡川北町田子島ヘ2 （076）277−0104 （277−0103）

任田電設 任　田　健　一 923−0996 小松市草野町チ67−3 21−8360 （21−8360）

道券電気 道　券　哲　夫 923−0964 小松市今江町9−26 24−3748 （24−2748）

エイシン電気 面　　　栄四郎 923−0823 小松市荒木田町ハ58−1 47−0278 （47−0278）

フジデンキ 藤　本　　　勉 923−1226 能美市緑が丘4−114 51−5195 （51−5195）

㈱ワイ・イーテック 山　田　快　朝 923−0853 小松市扇町95 41−5046 （41−5048）

辰巳電気　　　　   辰  巳  知加幸 923-0832 小松市若杉町二85 41-5214 (41-5270）

㈲タニグチムセン 谷　口　　　中 923-0831 小松市打越町乙68 21-7070 （21-7135）

㈱北陸電力リビングサービス 小松営業所 923−0934 小松市栄町25−1 24−0909 （24−0911）
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【加賀支部】 支部長 荒 河  隆 宏

竹内電気工事㈱ 竹　内　和　良 922−0423 加賀市作見町ワ15−1 75−4500 （75−4900）

㈲川向電機商会　　　 川　向　  　尊 922−0331 加賀市動橋町タ19 74−1342 （74−8880）

山口電設㈱                  山　口　尚　彦 922−0243 加賀市山代温泉北部1−4 76−1373 （77−1725）

㈱北陸エレテック 東　野　利　裕 922−0303 加賀市箱宮町ク61−1 74−8059 （74−8069）

㈲三嶋電機工業所 三　嶋　大　輝 922−0331 加賀市動橋町イ22 74−1619 （74−6124）

㈲中村電機商会 熊　本　学　恭 922−0842 加賀市熊坂町チ24 75−7322 （75−7808）

荻野電気工事㈱ 荻　野　広　明 922−0832 加賀市百々町8−22−2 72−2262 （72−2236）

㈱SHIMODEN　　　 下　出　邦　雄 922−0424 加賀市小菅波町ト15 72−1736 （73−3365）

㈲中筋電気工業所 梅　津　憲　介 922−0105 加賀市山中温泉泉町41 78−0775 （78−0776）

㈱荒河電気商会 荒　河　隆　宏 922−0313 加賀市勅使町ハ58−1 76−1841 （76−1871）

㈱加南電設 梅　田　佳 孝 922−0274 加賀市別所町2−1 76−3578 （76−3325）

㈲矢敷電工 矢　敷　大　輔 922−0242 加賀市山代温泉49−157（19区） 76−2267 （76−3529）

針谷電機 針　谷　健　造 922−0553 加賀市小塩町エ3 75−2525 （75−2533）

㈲谷電気工事 谷　　　敏  克 922−0246 加賀市山代温泉八幡29 77−1131 （76−3504）

㈲向電気商会 向　　　良　雄 922−0101 加賀市山中温泉中田町イ39−1 78−3345 （78−3475）

山城電気工事 山　城　正　広 922−0047 加賀市大聖寺中町54 73−2174 （73−1546）

山田電気工事 山　田　  　 覚 922−0262 加賀市柏野町リ10 77−1766 （77−1752）
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㈲平和電業社 上　出　順二朗 922−0303 加賀市箱宮町ム35 74−0518 （74−0580）

㈲山下電気工事 山　下　勝　司 922−0436 加賀市松が丘1−27−1 73−2058 （73−2385）

㈲表電機 表　　　元　三 922−0067 加賀市大聖寺番場町1−11 72−3454 （72−3882）

㈱塩村電気工事 塩　村　雅　行 922-0305 加賀市梶井町ヲ117番地1 76-5676 (76-5679)
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