
商　　　号 代表者名 〒 所　　　在　　　地 電　話 （ＦＡＸ）

能　登　本　部 本部長　 稲　垣　健　英

【七　尾　支　部】 支部長　 橋本　邦彦

《七尾班》

山王電気工業㈱ 山　王　康　徳 926−0053 七尾市上府中町ス部53 52−0417 （52−3238）

㈲沢野電気 澤　野　　　優 926−0807 七尾市阿良町22 53−0402 （58−3377）

㈲中村電気商会 中　村　次　代 926−0852 七尾市小島町ハ部126−1 52−1628 （52−1629）

㈲中島電気工事 橋　本　邦　彦 929−2222 七尾市中島町中島甲207 66−0105 （66−0451）

㈱旭電機商会 伊　藤　隆　行 926−0054 七尾市川原町65 52−5227 （53−6087）

㈲細川電気商会 細　川　智　徳 926−0058 七尾市湊町1−11 53−0152 （53−0153）

㈲元橋電機 元　橋　吉　光 926−0822 七尾市細口町ホ4 52−4186 （53−6215）

藤本電機㈱ 林　　　悟　志 926−0851 七尾市つつじが浜1−63 53−2364 （53−3646）

㈲坂口電器商会 坂　口　耕　治 926−0811 七尾市御祓町ホ6−12 52−0098 （52−2355）

昇陽電機㈱ 巻　　　美智代 926−0031 七尾市古府町い部25−1 52−6719 （52−6757）

澤井電気工事                            澤　井　孝　幸 926−0012 七尾市万行1−117 53−5138 （53−2583）

今井電気商会 今　井　一　彦 926−0174 七尾市奥原町下543−2 62−0821 （62−8025）

西電気商会 西　　　勝　幸 926−0014 七尾市矢田町23号島田1−31 53−4001 （58−5041）

山口電機工事 山　口　外　治 926−0014 七尾市矢田町丑部29−甲 52−6664 （53−5559）

㈱光陽電設 崎　田　武　志 926−0031 七尾市古府町と部37−2 52−5557 （52−1586）
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蔵谷電気 蔵　谷　美喜蔵 926−0225 七尾市能登島通町4号3番地1 85−2411 （85−2830）

髙橋電機商会 髙　橋　裕　之 926−0171 七尾市石崎町ニ部94−3 62−2280 （57−5633）

㈲国田電気 国　田　久　夫 929−2241 七尾市中島町浜田耕部128−4 66−1126 （66−1126）

久保電工 久  保       聡 926-0824 七尾市下町戊部14番地52 57-8015 ( 57-8015)

KN電工 西　田　　　憲　 926-0171 七尾市石崎町イ部4番地 62-3889 (62-3889)

三ツ和電気商会 島　田　良　徳 926−0031 七尾市古府町つ部42－2 53−0635 （53−3282）

㈱北陸電力リビングサービス 七尾営業所 926−0802 七尾市三島町61−7 52−4909 （52−3688）

《中能登班》

ななか電気㈱ 飯　室　陽　一 929−1802 鹿島郡中能登町武部る105 76−0363 （76−1863）

良川電機 栗　山　敏　雄 929−1717 鹿島郡中能登町良川7−4−1 74−0255 （74−0255）

御祖電気商会 小　石　　　勇 929−1634 鹿島郡中能登町高畠福田フ17 77−1345 （77−2375）

広瀬電器商会    広　瀬　雅　一 929−1811 鹿島郡中能登町二宮ホ部207−1 76−0176 （76−0535）

三野電気商会 三　野　秀　浩 929−1704 鹿島郡中能登町末坂10−11 74−1070 （74−8077）

杉本電気商会 杉　本　克　也 929−1604 鹿島郡中能登町能登部下62−13−1 72−2282 （72−2282）

ヨコヤマデンキ㈲ 横　山　　　隆 929−1715 鹿島郡中能登町一青こ部6−2 74−1721 （74−2410）

エイゲンデンキ 永　源　正　弘 929−1604 鹿島郡中能登町能登部下105−40 72−3634 （72−3674）

㈱ひさでん 久　田　友　宏 929-1712 鹿島郡中能登町新庄17-16 74-1189 （74-1189）
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【羽　咋　支　部】 支部長　 菊　田　三　雄

《高浜班》

㈲岡部電機商会 中　谷　茂　喜 925−0154 羽咋郡志賀町末吉相瀬8－3 32−0050 （32−4360）

桜井電気工事㈱　 桜　井　 　　勉 925−0141 羽咋郡志賀町高浜町の-36−126　 32−0301 （32−3839）

㈲まつうら電器 松　浦　哲　典 925−0141 羽咋郡志賀町高浜町ク37 32−3411 （32−3412）

末吉電業㈲ 末　吉　　　大 925−0141 羽咋郡志賀町高浜町ヤ232番地 32−0076 （32−2355）

小林電気商会 小　林　光　義 925−0213 羽咋郡志賀町舘開え-9−1 37−1837 （37−1202）

㈱樋口電気工事 樋　口　尋　一 925−0148 羽咋郡志賀町長沢ニ9−10 32−3264 （32−2656）

志賀電気設備 岡　島　光　秋 925−0123 羽咋郡志賀町矢駄ラノ31 36−1260 （36−1260）

大塚電気工事 大　塚　伸　廣 925−0141 羽咋郡志賀町高浜町ノ−154−10 32−2839 （32−1115）

㈲盛本電気工事 盛　本　　　健 925−0202 羽咋郡志賀町代田ワ−1 37−2157 （37−2157）

《富来班》

㈱橋爪電気設備工業 橋　爪　大　善 925−0446 羽咋郡志賀町富来地頭町7−128 甲乙 42−0555 （42−2410）

橋電気商会 橋　　　正　一 925−0313 羽咋郡志賀町三明2−28−2 47−1433 （47−1433）

㈲小川電設 小　川　大　洋 925−0447 羽咋郡志賀町富来領家町タ2−11 42−1007 （42−1009）

川端電気商会 川　端　浩　樹 925−0453 羽咋郡志賀町里本江44−45−2 42−1066 （42−1955）
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《羽咋班》

坂室電機㈱ 坂　室　幸　志 929−1411 羽咋郡宝達志水町柳瀬ヌ6−11 29−2045 （29−4783）

ながの電機㈱ 永　野　睦　夫 925−0046 羽咋市兵庫町申10−5 22−0405 （22−2755）

㈲電化のオカノ                         岡　野　文　成 925−0035 羽咋市本町コ86−1 22−2121 （22−2122）

㈲政見電気商会 政　見　成　一 925−0033 羽咋市川原町メ126−1

㈲邑知電気工業                      安　田　正　和 925−0622 羽咋市堀替新町ヌ16 26−0132 （26−0132）

㈲漆原電気商会 漆　原　昇　治 925−0026 羽咋市石野町と15−5 22−6750 （22−6701）

坂井電機㈱                               坂　井　     忍 925−0052 羽咋市中央町サ48−2 22−2203 （22−0647）

藤井電気工事㈱ 藤　井　正　一 925−0053 羽咋市南中央町ユ83−38 22−1371 （22−1493）

清水電興㈱ 宮　谷　貞　行 929−1574 羽咋市酒井町ね9 26−1106 （26−2324）

むこせ電気店 向　瀬　　　清 929−1425 羽咋郡宝達志水町子浦レ225 29−2070 （29−2070）

長浦電業 長　浦　和　弘 925−0001 羽咋市柴垣町16−69 27−1729 （27−1729）

㈲北橋電気工事 北　橋　竜　次 929−1412 羽咋郡宝達志水町荻島い5−1　 29−2417 （29−4727）

北陸電気設備㈱ 菊　田　三　雄 925−0046 羽咋市兵庫町午7−23 22−7126 （22−7127）

㈲平田電気工事 平　田　正　良 925−0002 羽咋市滝谷町イ96 27−1103 （27−1020）

水上電機商会 水　上　　　稔 925−0613 羽咋市飯山町イ57−2 26−0317 （26−0317）

北森電気工事 北　森　　　満 925−0626 羽咋市千田町は42 26−2118 （26−3626）

電化ショップモトヤマ 本　山　栄　次 929−1414 羽咋郡宝達志水町敷波ハ125−1　 29−4728 （29−3233）
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㈲千田電器商会　　　　　 千　田　敏　久 925−0015 羽咋市大川町2−103 22−2017 （22−2147）

㈲中谷電気工事 中　谷　勇　吉 925−0021 羽咋市吉崎町ム56−2 22−8855 （22−8857）
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【輪　島　支　部】 支部長　 薄　井　春　雄

㈱高田電機商会 米　里　秀　昭 927−0027 鳳珠郡穴水町字川島ヤ1−7 52−0013 （52−2877）

東洋電気商会 広　瀬　弘　子 928−0201 輪島市町野町広江2部38番地1 32−1117 （32−1118）

㈲天陽電機商会 池　下　秋　吉 928−0078 輪島市鳳至町稲荷町126−1 22−0959 （22−0959）

稲垣電機㈱ 稲　垣　健　英 927−2147 輪島市門前町鬼屋五42−1 42−1198 （42−1199）

富士電気商会 田　中　和　夫 928−0201 輪島市町野町広江4−75−1 32−0122 （32−0177）

冨成電機商会 冨　成　賢　一 928−0078 輪島市鳳至町稲荷町48-2 22−3056 （22−3056）

保下電気商会 保　下　信　一 928−0041 輪島市中段町仏田27−1 22−6317 （22−8641）

山形電器照明　　 山　形　栄　一 928−0077 輪島市鳳至町堂金田59−17 22−1444 （22−1898）

㈲若葉電気商会 薄　井　春　雄 927−0205 鳳珠郡穴水町字宇加川オ77 57−1330 （57−1828）

宮谷電器 小　西　秋　男 928−0001 輪島市河井町1−64−2 22−5152 （22−5152）

新輪電設 酒　本　正　弘 928−0074 輪島市鳳至町鳳至丁42−2 22−0941 （22−0940）

石橋商会 石　橋　賢　良 928−0022 輪島市宅田町24−31 22−7222 （22−7240）

研弘電機商会 中　谷　　　弘 928−0005 輪島市大野町鶴ヶ池9−5 22−9129 （22−9132）

うえの電器 上　野　利　明 928−0001 輪島市河井町3部173 22−3192 （22−3491）

㈱ワイエムデイ 村　﨑　一　郎 927-2176 輪島市門前町和田6-37 42-3717 （42−3718）

㈲カワカミ電器 川　上　武　志 927-2151 輪島市門前町走出8-41-1 42-0003 （42−1870）

米沢電気工事㈱ 能登出張所 山　﨑　　　猛 927-0027 鳳珠郡穴水町字川島キ89 52-3570 （52−3571）
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【珠　洲　支　部】 支部長　 奥　野　清　治

《能登班》

㈱浅倉電気商会　 浅　倉　吉　和 927−0433 鳳珠郡能登町字宇出津ヘ字196 62−0013 （62−4470）

㈲奥野電気商会　　　 奥　野　清　治 928−0312 鳳珠郡能登町字上町へ部11番地1 76−1355 （76−0643）

鳳珠電気工事㈱ 川　畠　克　文 927−0431 鳳珠郡能登町字宇出津山分32字103 62−2203 （62−0770）

堀井電器店 堀　井　一　和 927−0432 鳳珠郡能登町字崎山3丁目88 62−2888 （62−2888）

㈲能登電業社 高　元　政　広 928−0312 鳳珠郡能登町字上町チ字26 76−1133 （76−1134）

鵜川電気商会              奥　野　　　茂 927−0302 鳳珠郡能登町字鵜川19字19-1 67−1523 （67−1206）

㈲信田住設 信　田　宗　彦 928−0331 鳳珠郡能登町字柳田仁部71−1 76−0152 （76−1563）

土川電器商会 土　川　祐紀雄 927−0602 鳳珠郡能登町字松波10−6 72−0041 （72−0041）

内浦電気工業㈱ 中　野　和　人 927−0602 鳳珠郡能登町字松波29−78−2 72−1136 （72−1103）

共和電設 川　畠　　　洋 927−0443 鳳珠郡能登町字矢波マ字27−3 62−3622 （62−1780）

《珠洲班》

珠洲電気工事㈱　　　　 細越　　　　勝 927−1214 珠洲市飯田町よ部2 82−0471 （82−0597）

新興電気㈱ 浅　井　美和子 927−1221 珠洲市宝立町春日野16字181番地1 84−1510 （84−1549）

瀬戸電気商会 瀬　戸　信　之 927−1205 珠洲市正院町川尻13−15−2 82−1719 （82−6244）

ヤマシタ電気 山　下　七　郎 927−1222 珠洲市宝立町鵜飼12−3 84−1819 （84−1819）
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宮田電器商会 宮　田　朋　和 927−1214 珠洲市飯田町29-53 82−7422 （82−7423）

㈲のと電設 三百苅 　卓明 927−1206 珠洲市正院町正院2−1−2 82−6420 （82−6424）
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