
商　　　号 代表者名 〒 所　　　在　　　地 電　話 （ＦＡＸ）

金　沢　本　部 本部長　　 柚　木　　　賢

【兼　六　支　部】 支部長 任　田　奈央博

米沢電商㈱ 中　村　栄太郎 920−0923 金沢市桜町8−25 255−2786 （261−3023）

㈲橋谷電気商会 橋　谷　誠　治 920−0831 金沢市東山1−3−17 252−5086 （252−5145）

㈱赤丸電気商会 赤　丸　賢　一 920−0967 金沢市菊川2−1−3 231−0905 （261−6260）

ダイダン㈱北陸支店 清　水　栄　仁 920−0902 金沢市尾張町1−6−15 261−6147 （221−5388）

㈱鳴和電気商会 宮　下　誠　次 920−0807 金沢市乙丸町甲211 252−2388 （252−6902）　

坪田電機㈱ 坪　田　正　雄 920−0002 金沢市千木1−171 257−1511 （257−3094）

川畑電気商会 川　畑　光　雄 920−0843 金沢市森山1−8−6 252−5603 （252−5603）

金城電機㈱ 多　田　順　子 920−0903 金沢市博労町63−1 221−2261 （221−2291）

錦陽電気工事㈱ 根　来　竹　志 920−0856 金沢市昭和町3−15 223−2388 （223−5967）

浅永電気商会 浅　永　茂　樹 920−0953 金沢市涌波1−14−14 262−0254 （262−0254）

マルヨシ電器製品販売㈱ 吉　本　啓　一 920−0847 金沢市堀川町18−10 221−3732 （221−3582）

ほそ川ライテック㈱ 任　田　奈央博 920−0842 金沢市元町1−15−21 252−7385 （251−5755）

山崎電気商会　　 山　﨑　英　勅 920−0831 金沢市東山3−7−10 252−6363 （253−0787）

橋爪電気工業所 橋　爪　　　貢 920−1155 金沢市田上本町9−46 263−1637 （221−3725）
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㈱金津電機製作所 金　津　伸太郎 920−0861 金沢市三社町7−12 231−5496 （223−6182）

電気工事なかむら 中　村　健　兒 920−0807 金沢市乙丸町甲222 252−8692 （252−8692）

三興電気設備 関　　　敏　夫 920-0964 金沢市本多町1-13-8 254-6073 （254−6074）

坂田電気商会 坂　田　博　敏 920−0804 金沢市鳴和1−16−23 252−0890 （252−5890）

ミツワ電気商会 三　輪　時　夫 920−3116 金沢市南森本町ヌ105 258−3217 （258−3218）

㈲山三電設 後　山　和　男 920−0801 金沢市神谷内町ニ132 251−0513 （251−4741）

天方電気商会 天　方　一　碩 920−0844 金沢市小橋町3−39 252−3927 （252−7260）

久保電工㈱ 久　保　茂　昭 920−1167 金沢市もりの里3−275 262−6043 （224−1979）

㈱吉野電気工事 吉　野　正　博 920−0807 金沢市乙丸町甲260 252−0338 （252−0545）

菊池電気商会 菊　池　寿美子 920−0953 金沢市涌波3−2−17 262−9153 （262−9225）

㈲T’s電工 徳　田　博　志 920−3116 金沢市南森本町ワ117 258−2099 （258−2344）

米木電気工事 米　木　　　實 920−0813 金沢市御所町井60 251−4767 （251−7090）

高田電気通信 高　田　政　衛 920−3132 金沢市法光寺町ト50−7 257−1701 （257−1701）

斎藤電工 斎　藤　淳　一 920−0811 金沢市小坂町巳44−5 253−0088 （253−0085）

㈱ツーテック 細　井　永　晶 920−0961 金沢市香林坊1−2−24　北國会館5階 223−3251 （223−3252）

カワグチ電設 川　口　　　浩 920−3114 金沢市吉原町イ50−3 258−0889 （258−0889）

㈲さかでん 酒　井　太一郎 920−0844 金沢市小橋町17−2 252−0575 （253−1131）
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㈲吉幸電気工事 吉　岡　幸　治 920−0864 金沢市高岡町10−6 233−3319 （262−3850）

暁電気商会　 越　村　　　功 920−3101 金沢市才田町甲100−5 257−2055 （257−2055）

㈱北陸電力リビングサービス 金沢営業所 桶　屋　昌　彦 920−0993 金沢市下本多町六番丁11 262−0909 （262−1522）

中森電気 中　森　秀　和 920-0845 金沢市瓢箪町5-19 262-8083 (262-8083）

荏原商事㈱ 北陸支社 安　藤　隆　雄 920-0865 金沢市長町2-7-1 263-4161 （223−6485）

エレックジャパン（同） 高　桑　寛　治 920-0952 金沢市錦町3 255-6139 （255−6129）

北話エンジニアリング㈱ 得　永　隆　彦 920-3112 金沢市観法寺町ろ11 257-7001 （252−9377）

㈲前川工業 前　川　　　修 920-0012 金沢市磯部町ト19-1 252-8704 （252−8703）
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【犀川東支部】 支部長　 野 口    努

㈱アイテックムラモト 村　本　　　常 921-8151 金沢市窪4-404 259-0150 （259−0151）

瀬戸電気商会 瀬　戸　正　彦 921−8823 野々市市粟田3−255 248−0114 （246−0117）

野口電気㈱ 野　口　　　努 921−8178 金沢市寺地1−26−17 241−2329 （241−8536）

㈲北興電機 塩　谷　伸　吾 921−8036 金沢市弥生2−5−14 241−6666 （241−6667）

北配電業㈱ 井　上　清　一 921−8106 金沢市十一屋町11−5 244−8161 （244−7699）

西村電気工事 西　村　和　也 921−8151 金沢市窪7−291 243−2336 （247−5963）

㈲東陽電気商会 本　田　正　彦 921−8142 金沢市光が丘1−148 298−5922 （298−5925）

㈲広瀬電気商会 廣　瀬　嘉　一 921−8034 金沢市泉野町3−14−25 241−1656 （241−1656）

㈲和田電気工事 和　田　浩　明 921−8025 金沢市増泉1−23−10 247−4011 （247−4375）

㈲浜田電気商会 浜　田　健　一 921−8023 金沢市千日町8−15 241−0516 （242−6674）

はや志電気商会 林　　　博　行 921−8131 金沢市三十苅町丁17−6 298−6120 （298−6120）

岩田電気工事㈱ 岩　田　勇　樹 921−8163 金沢市横川3−169 247−0378 （247−0790）

清水電設 清　水　博　邦 921−8025 金沢市増泉1−30−6 242−8434 （242−8469）

㈲大谷電設 大　谷　　　潤 921−8823 野々市市粟田4−88 248−9033 （246−3053）

江村電気商会 江　村　芳　和 921−8152 金沢市高尾2−67−2 298−5577 （298−5577）

㈲竹島電機商会 竹　島　晴　夫 921−8824 野々市市新庄3−2 246−2764 （246−2764）
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東亜電機工業㈱ 安　井　大　輔 921−8552 金沢市増泉2−18−15 241−5120 （241−5118）

東洋電建㈱ 玉　津　　　裕 921−8164 金沢市久安6−208−1 247−4554 （242−2131）

㈱河智電機 河　智　康　二 921−8824 野々市市新庄5−71 248−6445 （248−8405）

㈱アラキ電興 荒　木　邦　男 921−8135 金沢市四十万4−220 298−0848 （298−0702）

カワベデンキ 川　部　　　勇 921−8042 金沢市泉本町4−32−1 242−4334 （243−4311）

㈲シード電設 細　川　　　信 921-8133 金沢市四十万町北カ121 296−0044 （296−0048）

㈱西川電機工業所 西　川　隆　司 921−8042 金沢市泉本町6−87 242−3567 （242−0205）

㈲タケダ電気工事 武　田　和　久 921−8162 金沢市三馬1−287 247−2030 （247−2004）

㈱木谷プロパン 木　谷　今日子 921−8835 野々市市上林5−32 294−2711 （294−2713）

アイ電設㈱ 髙　桑　裕　幸 921−8112 金沢市長坂3−7−1 247−4418 （247−4453）

㈱アルファ電装 上　野　　　朗 921−8162 金沢市三馬1−428 294−0645 （294−0745）

沢田電機 沢　田　和　子 921−8147 金沢市大額1−1 298−1205 （298−2038）

㈱ヤマムラ 山　村　健　治 921−8132 金沢市しじま台2−11−13 298−9025 （298−2165）

㈱リョウ 嶋　田　愛　彦 921−8824 野々市市新庄5−117−3 218−5819 （218−5818）

㈲さんでん 山　田　秀　人 921−8151 金沢市窪3−165−3 247−0460 （247−8661）

寺西電工 寺　西　正　幸 921−8135 金沢市四十万4−88−6 298−9604 （298−6764）

㈱ジェスクホリウチ 今　井　秀　夫 921−8041 金沢市泉3−1−6 242−3171 （241−2590）
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ムラモト電工 村　本　　　隆 921-8147 金沢市大額1−238-2 298-7750  (298-7750)

㈱中橋電気工事 中　橋　　　渡 921-8151 金沢市窪5-158-1 245-3298  (245-3297)

㈱城南電設 髙　桑　幹　治 921-8107 金沢市野田2-279 241-3695  (242-2201)

エイト電気 野　口　英　敏 921-8152 金沢市高尾2−190 298-2640 (205-6974)

㈱G・I・G 永　山　雅　彦 921-8824 野々市市新庄4-214-5 225-8451 （225-8452）

北陸冷暖設備㈱ 西　川　晋　平 921-8042 金沢市泉本町6-87 242-2048 （242-0205）
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【犀川西支部】 支部長　 新　田　敦　朗

米沢電気工事㈱ 米　沢　　　寛 921−8588 金沢市進和町32 291−5200 （291−0305）

第一電機工業㈱ 瀬　戸　和　夫 921−8536 金沢市森戸1−166 249−6221 （240−7252）

北一電気㈱ 中　田　春　平 921−8011 金沢市入江1−613 291−3939 （291−3714）

㈱大地電業所 大　地　正　喜 921−8026 金沢市糸田新町3−10 242−2458 （242−1080）

㈱津田電業社 津　田　直　樹 921−8062 金沢市新保本5-108 249−1221 （249−5099）

さわだ電気工事㈱ 澤　田　博　史 921−8802 野々市市押野6−84 246−4461 （246−4462）

㈱當刻輻 日　向　正　明 921−8051 金沢市黒田1−60 240−0081 （240−1350）

㈲新田電業社 新　田　敦　朗 921−8066 金沢市矢木1−62−1 269−1717 （269−1718）

㈱日昌電興 室　　　峰　季 921−8014 金沢市糸田1−92 291−1495 （291−7591）

三幸電設㈱ 吉　田　修　治 921−8015 金沢市東力4−97 291−2233 （291−3432）

柴電気工事㈱ 黛　　　孝　彦 921−8805 野々市市稲荷2−143 248−0600 （248−2345）

㈲中山電気商会 中　山　　　豊 921−8044 金沢市米泉町7−61−3 243−3939 （243−3983）

㈱八反田電気商会 八反田　吉　秀 921−8013 金沢市新神田2−10−14 291−3118 （292−1035）

北陸電設㈱ 徳　野　淳　司 921−8044 金沢市米泉町7−76 247−3338 （244−9292）

前田電気㈱ 前　田　恭　伸 921−8021 金沢市御影町28−16 243−1371 （243−1778）

巴機電㈱ 中　川　　　篤 921−8066 金沢市矢木3−237 249−4819 （249−8946）
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㈱岡敏電興 岡　田　敏　克 921−8006 金沢市進和町44 291−1855 （291−1856）

徳田電設㈱ 徳　田　　謙　一 921−8052 金沢市保古1−213 249−8150 （240−1664）

ツボ電気工事㈱ 坪　田　大　輝 921−8015 金沢市東力3−70 291−2840 （292−0878）

本多電工 本　多　俊　一 921−8051 金沢市黒田2−68 249−4079 （249−9079）

共和電機工業㈱　 山　田　茂　生 921−8025 金沢市増泉4−8−16 242−1181 （242−0778）

㈱北越ティーテック　 藤　田　勝　男 921−8051 金沢市黒田2−24−2 240−7775 （240−7787）

三和電設㈱ 和　田　清　児 921−8064 金沢市八日市4−337 240−0055 （240−3566）

㈲テンショー電機 出　口　良　正 921−8061 金沢市森戸1−239 249−5320 （249−7600）

㈲吉田電気 吉　田　　　彰 920−0363 金沢市古府町南1048−6 249−0130 （240−7050）

㈱日光 笠　瀬　　　晃 921−8065 金沢市上荒屋6−457 259−5450 （259−5451）

㈲元町電機 元　町　幸　雄 921−8062 金沢市新保本1−192−2 249−7105 （249−0924）

ワットシステム㈲ 和　田　　　聡 921−8801 野々市市御経塚3−80 249−9043 （249−9143）

堂井電設㈱ 堂　井　靖　彦 921−8061 金沢市森戸1−245 249−0241 （249−0432）

㈱ミカド電設 川　角　芳　生 921-8801 野々市市御経塚4-78 249−2855 （249−8590）

ワイ・エム・ケイ㈱　　 北　野　善　雅 921-8802 野々市市押野6−25 256-3234  ( 203-0309 )

㈱マエデン 前　田　哲　也 921-8062 金沢市新保本2-18 225-5988 (225-5988）

㈱ライフアトラス　 山　城　大　助 921-8013 金沢市新保本4-65-16 258-6767 （258-6686）
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㈱ユナイテッド電工 上  野　　　亨 921−8064 金沢市八日市2-116 225-3140 （225-3151)

㈲シティ・エイト・ナカデン 中　川　研　史 921-8064 金沢市八日市4-250-4 249-5599 (249-7856）

斉藤電気 斉　藤　雅　晴 921-8065 金沢市上荒屋2-83 255-7411 (255-7411）

ワイディシステム㈱金沢営業所 山　岸　知　則 920-0378 金沢市いなほ2-11 240-1733 (240-1737)

㈱ヤマヤ 片　岡　浩　和 921-8002 金沢市玉鉾2-326 292-3200 （292-3299）

パイネック北陸㈱ 坂　下　清　貴 921-8027 金沢市神田2-11-6 247-7830 (247-5714)
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【みなと支部】 支部長　 刀　根　正　夫

成瀬電気工事㈱ 成　瀬　亮太郎 920−0061 金沢市問屋町2−17 237−4181 （237−4848）

野沢電気工事㈱ 野　澤　和　敏 920−0018 金沢市三口町土371 237−7517 （237−6651）

㈱刀根電気商会 刀　根　正　夫 920−0015 金沢市諸江町上丁450−1 233−1550 （233−3631）

㈱石川電気工事 直　江　功　也 920−0226 金沢市粟崎町ニ6−20 238−5203 （238−4050）

立野電気工事㈱ 米　澤　直　明 920−0211 金沢市湊2−58 237−7660 （237−7118）

福本電気商会 福　本　登喜次 920−0335 金沢市金石東2−12−4 267−2285 （267−2286）

㈲タカラデンキ 越　柴　外代子 920−0022 金沢市北安江2−11−38 221−6432 （221−6471）

㈱忠村電業社 忠　村　光　宏 920−0331 金沢市大野町4−ワ28−1 267−1579 （267−1960）

堀越商事㈱ 堀　越　晃　成 920-0204 金沢市千田町へ69 258-1999 (258-2229）

㈱柚木商事 柚　木　　　賢 920-0014 金沢市諸江町17-14 264-1000 (264-1009）

ヤスイ電気㈱ 森　川　昌　志 920-0343 金沢市畝田中2-21 267-2838 (267-3299）

㈲梅原電気商会 梅　原　　　忠 920-0202 金沢市木越2-167 257-5354 (257-5354）

㈲宮本電機コンサルト 宮　本　照　政 920−0205 金沢市大浦町ホ2−1 238−4172 （238−6906）

㈲折笠 折　笠　昌　則 920-0226 金沢市粟崎町5-7-2 238-5330 （238-5331）

㈲藤井電気商会 佐　藤　進　剛 920−0345 金沢市藤江北3−93−1 267−3059 （267−3929）

酒井電機㈱金沢営業所 前　田　信　二 920-0024 金沢市西念3-20-11 264−2022 （264−2026）
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森山電気工事 森　山　龍　雄 920−8222 金沢市大友町ハ137 237−5011 （237−0272）

㈲木村電気商会 木　村　昌　幸 920−0226 金沢市粟崎町3−6−1 238−3583 （238−3255）

㈱出口電産 出　口　　　巖 920−0333 金沢市無量寺1−85 268−1168 （267−2296）

㈱オオイエ電機 大　家　和　則 920−0333 金沢市無量寺1−103 268−1509 （268−0478）

㈱タカギ電機 髙　木　敬　明 920−0335 金沢市金石東3−2−9 268−3118 （268−4712）

㈲泉電気商会 泉　　　和　則 920−0343 金沢市畝田中3−3 267−4545 （267−4929）

㈱サワヤ 尾　崎　東志郎 920−0025 金沢市駅西本町3−18−30 263−0654 （263−0655）

東伸電機工業㈱ 喜　多　哲　義 920-3104 金沢市八田町東951 258−5669 （257−2779）

㈱ジョウデン 定　谷　良　三 920−0018 金沢市三口町火157−2 237−6067 （237−6099）

南西電気商会 西　村　典　浩 920−0332 金沢市無量寺町ト17−1 266−0123 （266−0010）

吉本電興㈱ 吉　本　克　弘 920−0335 金沢市金石東2－15－39 213−5176 （213−5179）

㈲北和電機工業 乾　　　健　治 920−0226 金沢市粟崎町2−150 238−0952 （238−0752）

㈲松島電気商会 松　嶋　幸  治 920−0067 金沢市二宮町10−9 221−2238 （265−7947）

㈱ほくつう　 早　川　信　之 920−8515 金沢市問屋町1−65 238−1111 （237−1440）

㈲みやび電興 山　森　　　修 920−0341 金沢市寺中町チ9 268−0353 （268−8248）

㈲小林電設 小　林　政　昭 920−0226 金沢市粟崎町4−7−10 239−2070 （239−3590）

ナカホシバ電設 中干場　　　毅 920−0331 金沢市大野町4-ワ9−1 268−0591 （268−0591）
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㈱ナカタケ 中　村　　　猛 920−0207 金沢市須崎町ロ266 238−2121 （237−0066）

㈱後山電機 後　山　潤　一 920-0061 金沢市問屋町1-76 216-7123 （216-7125）

㈱ヨシモト・ユーテック 吉　本　幸　夫 920-0062 金沢市割出町64-1 213-5411 （213-5411）

㈱共同電気    南　　　紀　夫 920-8216 金沢市直江町イ46-1 201-8211 （255−2922）
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【西　部　支　部】 支部長　 高　田　　　浩

宮島電興㈱ 宮　島　邦　光 920−0367 金沢市北塚町西127 249−1250 （249−1251）

㈱柿本商会 柿　本　自　如 920−0346 金沢市藤江南2−28 268−2111 （268−2422）

㈲金丸電気商会 金　丸　由　高 920−0352 金沢市観音堂町ヲ96 267−5667 （267−5808）

北菱電興㈱ 小　倉　一　郎 920−0362 金沢市古府3−12 269−8511 （269−8503）

㈱つなごう電氣 渡　辺　洋　朗 920-0353 金沢市赤土町ト100-1 255-0250 （255−3351）

清水電機商会 清　水　亮　一 920−0337 金沢市金石西1−28−6 267−0362 （267−0369）

㈱明生電気商会 中　村　栄太郎 920−0051 金沢市二口町イ22−1 233−1657 （233−1660）

高木電気商会 高　木　好　久 920−0362 金沢市古府2−293 249−3439 （240−6569）

㈱雄神電業社 安　田　純　也 920−0364 金沢市松島3−181 249−4277 （249−4278）

上村電建㈱ 上　村　和　弥 920−0356 金沢市専光寺町カ70−1 268−2255 （268−2286）

若電㈱ 若　林　　　誠 920−0059 金沢市示野町イ29−1 267−2238 （267−3558）

㈱蓑輪電装 田　中　　　覚 920−0376 金沢市福増町南41-7 255-7761 （255−7762）

㈲開成電機工業 谷　　　輝　夫 920−0352 金沢市観音堂町ホ67−3 268−1417 （268−1447）

㈲米泉電気商会 山　本　　　登 920−0368 金沢市神野3−16 269−3310 （269−4141）

北陸ユーデン㈱ 麦　井　裕　司 920−0348 金沢市松村2−108 268−3526 （268−3895）

㈲ヤマギシ電設　 山　岸　隆　義 920−0356 金沢市専光寺町ヲ213 268−1478 （268−8352）
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㈱崎田電気商会 崎　田　康　之 920-0348 金沢市松村7-124-27 268−7389 （267−3429）

㈱SANDEN 山　下　　　暁 920−0365 金沢市神野町西363−4 240−1228 （240−1966）

㈱石野電気商会 石　野　準　一 920−0346 金沢市藤江南3−89−1 267−3065 （268−5565）

川上電機商会 川　上　浩　史 920−0336 金沢市金石本町ニ45−3 267−2518 （267−2719）

㈲宮崎空調電設 宮　崎　雅　人 920−0336 金沢市金石本町ロ17−3 267−5998 （267−5999）

北都電設工業㈱ 竹　中　　　　彰 920−0366 金沢市南塚町34 240−2232 （240−4188）

㈲ヤマックス 山　本　延　幸 920−0367 金沢市北塚町西324 249−3951 （240−7937）

㈱吉﨑商会　 吉　﨑　　　　剛 920−0322 金沢市金石今町6−8 268−6678 （268−6697）

シグマ電機㈱ 山　内　謙　一 920−0364 金沢市松島2−132 269−7888 （269−7555）

てらでん 寺　西　成　弘 920−0337 金沢市金石西1−7−25 267−7513 （267−7513）

㈲ノリテック 吉　﨑　　眞　徳 920−0337 金沢市金石西2−24−3 268−6884 （268−6884）

㈱ｅ－ＴＥＣ 高　田　　　浩 920-0356 金沢市専光寺町カ97-1 267-5235  (267-4231)

㈱電伸 宮　島　　伸　幸 920-0059 金沢市示野町西68 236-2480  (236-2481)

㈱北都鉄工 小池田　康　秀 920-0041 金沢市長田本町チ10-1 263-2151 （263-1677）

㈱高崎電設 高　崎　信　之 920-0364 金沢市松島2-229 269-0206 （269-0207）

多田電気㈱ 多　田　好　真 920-0376 金沢市福増町北93-2 249-8085 (249-8085）

㈱マックス 髙　尾　　　誠 920-0356 金沢市寺専光寺町ツ55－2 282-9445 (282-9446)
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【白　山　支　部】 支部長　 大　竹　和　彦

南電気商会 南　　　武　志 929−0222 白山市美川新町ル83−1－１ 278−3240 （278−3240）

㈲石本電気 石　本　征　夫 929−0233 白山市美川浜町ソ467−2 278−2866 （278−6451）

安井電気工事㈱ 安　井　健　一 924−0815 白山市三浦町491 275−3204 （275−3911）

㈱本島電機商会 本　島　大　昌 924−0842 白山市剣崎町848-1 276−4188 （276−4189）

中井電機商会　 源　　　憲　二 924−0062 白山市笠間新1-26 229−1864 （229−2927）

㈱鶴来電気商会 結　城　敬　二 920−2134 白山市鶴来水戸町3−5 272−0403 （273−4643）

㈲横井電機 横　井　敏　夫 924−0061 白山市宮保町1315 276−3831 （276−1181）

明翫電気商会 明　翫　比呂志 929−0233 白山市美川浜町ヨ1−3 278−7060 （278−7060）

㈲イムラ電気工事 井　村　友　亜 924−0073 白山市千代野東2−7−2 275−1760 （275−1760）

㈲村井電気工事 村　井　正　勝 924−0806 白山市石同新町42−2 275−0568 （275−8399）

㈲エスティ電気 多　谷　良　洋 920−2143 白山市七原町ト4 273−5225 （0761-55−4684）

中本電気商会 中　本　仲　一 924−0815 白山市三浦町41 275−1993 （275−1993）

㈱島野電機商会 島　野　浩　司 924−0855 白山市水島町350 277−3100 （277−3036）

大竹電機㈱ 大　竹　和　彦 924−0817 白山市幸明町178−3 275−0100 （274−8700）

山﨑商事㈱ 丸　尾　　　治 920−2103 白山市小柳町ろ145 273−5355 （273−5584）

中京電設㈱ 中　山　和　彦 920−2121 白山市鶴来本町4丁目千目28 273−1516 （273−3916）

15



桜田電気工事㈱ 桜　田　　　剛 929−0224 白山市美川中町ロ37−1 278−3122 （278−3104）

吉村電気商会 吉　村　忠　弘 920−2103 白山市小柳町ろ266−27 272−2957 （272−2958）

㈲大岸電気工事 大　岸　　　敦 924−0802 白山市専福寺町212−2 276−5335 （275−6944）

㈱テイク 竹　村　丙　律 924−0022 白山市相木町871 276−5606 （276−5639）

㈲鹿島電設工業 窪　　　外　一 924−0823 白山市坊丸町35 274−0419 （274−0429）

㈲安部電気工事 安　部　　　良 924−0007 白山市倉部町936 276−8680 （276−8475）

㈲北村電気 北　村　正　二 924−0005 白山市一塚町631−6 276−6553 （275−6064）

㈱でんけん 杉　本　　　晃 924−0826 白山市乙丸町199−19 276−3263 （274−4750）

㈱松明電設 干　野　大　介 924−0816 白山市三幸町35 276−3405 （275−1300）

㈲坂井電機 坂　井　良　準 924−0822 白山市みずほ2−3−1 274−5166 （274−5255）

㈱長戸電気商会　 長　戸　久　樹 924−0011 白山市横江町1342−18 281−6373 （274−4642）

㈲興松電気 清　水　昌　博 924−0072 白山市千代野西7−8−9 274−0422 （276−9268）

零電気工事 北　村　弘　一 920−2125 白山市鶴来今町タ115 272−1770 （272−1770）

白峰電機商会 織　田　久　重 920−2501 白山市白峰ロ130−1 259−2140 （259−2540）

㈲ミナミデンキ 南　　　清　人 920−2375 白山市上野町イ29 254−2134 （254−2103）

㈱前越電化社                     前　越　雅 一 924−0865 白山市倉光6−2 276−5185 （276−3837）

三友興業㈱ 林　　　英　一 924−0024 白山市北安田町5287 276−5584 （275−2422）
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㈱双伸電気 中　村　俊　治 929−0217 白山市湊町2−75 218−7576 （218−7578）

示野電機商会 示　野　康　徳 920-2123 白山市鶴来日詰町カ102-7 273-4029 (273-5449)

㈱デンクウ 田　中　雅　也 924-0059 白山市福留南1-238-1 277-2616 (277-2616)

ヒカリデンソウ 山　口　　　晃 924-0071 白山市徳光町37 287-5947 （287-5947)

㈲ムラタ電機設備 村　田　大　輔 920-2162 白山市道法寺町ホ72-8 273-5655 （273-3286）

フカ電工 冨　賀　卓　雄 924-0022 白山市相木町531-1 276-3052 （276-3052)

ＰＵ電工　　　 浦　　  彬  久 924-0812 白山市橋爪町749-36（２Ｆ） 080-3748-8147 （287-3594)

㈲LS　KEDO 毛　戸　伸　介 924-0019 白山市あさひ荘苑3-114 274-8991 （274-8992)

㈱e-pleon 吉　田　雄　太 924-0863 白山市博労2-36 225-3504 （220-7252）
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【河　北　支　部】 支部長　 村　田　英　俊

㈱河北電工社 由　雄　一　彦 929−0341 河北郡津幡町字横浜い56−2 289−2632 （289−2639）

勝崎電気工業㈱ 勝　崎　　　悟 929−0323 河北郡津幡町字津幡ニ17 289−2274 （288−2155）

今城電気工業㈱ 今　城　孝　志 929−1172 かほく市松浜ハ27-4 285−0251 （285−0298）

㈲西盛電気設備 西　盛　　　栄 929−1211 かほく市二ツ屋ヌ211 281−0215 （281−3126）

浜田電機㈱ 濵　田　知　明 920−0274 河北郡内灘町字向粟崎3−180 238−3611 （238−3612）

舟田電気商会 舟　田　義　孝 929−0323 河北郡津幡町字庄へ25-7 288-3744 （289−7346）

㈲川崎電気商会 中　江　寿　之 929−0343 河北郡津幡町字南中条4−59−1 289−2320 （289−2022）

㈲村田電気工事 村　田　英　俊 929−1125 かほく市宇野気ヌ199−2 283−1802 （283−5073）

河北台電設㈱ 桶　作　昭　紀 929−1177 かほく市白尾ロ56甲 283−2145 （283−3479）

イタハシ電気 板　橋　卓　至 929−1105 かほく市横山井78−35 285−1522 （285−1522）

㈱今一電気商会 今　城　清　一 929−1171 かほく市木津ロ35−1 285−1325 （285−1341）

㈲沢田電興社 澤　田　真　一 929−1126 かほく市内日角チ89 283−0498 （283−4177）

タナカ電設 田　中　克　英 929−0341 河北郡津幡町字横浜い30 289−3333 （289−3333）

㈲東電気商会 東　　　賢　一 920−0262 河北郡内灘町字西荒屋イ28−1 286−8605 （286−2452）

フタクチ電設工業㈱ 二　口　勝　博 929−1215 かほく市高松ミ5−3 281−1918 （281−3128）

㈲メイリョウ商事 山　田　紘　行 920−0271 河北郡内灘町字鶴ヶ丘5-1−49 286−1238 （286−4400）
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宗藤電気商会 宗　藤　三　洋 929−1105 かほく市横山リ114−4 285−1339 （285−1337）

島電気商会 島　　　和　彦 929−1122 かほく市七窪へ103−15 283−0870 （283−6009）

戸口電設㈱ 戸　口　秀　一 929−0319 河北郡津幡町字能瀬ホ6−7 288−2557 （288−5860）

東田電機工業㈱ 東　田　　　淳 929−0324 河北郡津幡町字浅田甲78−2 288−3072 （288−4708）

㈲清水商会 坂　室　正　司 929−1215 かほく市高松ム19−1 281−0132 （281−0137）

㈲光伸電機 荒　家　　　保 920−0266 河北郡内灘町字大根布1−356−1 286−5530 （286−5531）

テルオ電設 寺　内　照　雄 929−1102 かほく市上田名イ186−1 285−2070 （285−2242）

㈱松村商会 松　村　　　洸 929−0326 河北郡津幡町清水イ141 289−2158 （289−2159）

山田家電㈱ 山　田　浩　亨 929−0325 河北郡津幡町字加賀爪ニ57-1 288−5121 （288−5164）

㈱ムラツー電設工業 村　田　　　毅 920−0277 河北郡内灘町千鳥台3−192 237−8819 （237−8515）

㈱ツカサ電工　 髙　井　　  主 929−1176 かほく市外日角ヘ24 283-8088 （283−1692）

今村デンキ 今　村　春　雄 929−1177 かほく市白尾ロ16−1 283−4782 （283−5519）

相倉電気商会 相　倉　志　行 929-0346 河北郡津幡町字潟端421-7 218-6850 （218-6851）

㈱北川電機 北　川　利　彦 920−0266 河北郡内灘町字大根布1-30-2 286-5227 (213-8775)

㈲M-DEN 神　保　真　人 929-0346 河北郡津幡町潟端765-9 287-0161 (287-0167)

19


