
業　者　名 所　在　地 電 話 番 号

1 アーク建設 株式会社 七尾市小丸山台二丁目117-1 (0767)52-3040

2 有限会社 アオキ設備工業 志賀町仏木リの55番地1 (0767)37-2700

3 有限会社 青谷工業 志賀町徳田丙の52番地1 (0767)37-1425

4 株式会社 青山運送 志賀町小室2の15番地 (0767)38-1311

5 有限会社 アキラ設備 宝達志水町北川尻ヲ50-5 (0767)28-5711

6 株式会社 朝山設備 七尾市万行町5部1番地 (0767)52-5631

7 株式会社 油野水道設備 かほく市内日角5-26 (076)283-3004

8 アムズ 株式会社 金沢市西泉3丁目92番地 (076)241-6181

9 株式会社　荒井設備 金沢市八日市１丁目２５９番地２ (076)242-2190

10 株式会社 嵐工業 羽咋市新保町上239番地1 (0767)22-3172

11 池田建設工業 株式会社 志賀町清水今江ル19-2 (0767)32-4141

12 有限会社 石尾設備工業 宝達志水町柳瀬チ61番地 (0767)29-3753

13 株式会社 イシケン 志賀町米町タの28番地1 (0767)38-1164

14 石田工業 株式会社 志賀町栢木レの25番地の1 (0767)42-2331

15 泉工業 株式会社 羽咋市川原町メ129番地4 (0767)22-0329

16 株式会社 稲岡 志賀町徳田寅76番地 (0767)37-2121

17 稲田管工業 株式会社 七尾市下町へ部19番地 (0767)57-1203

18 うす川設備 有限会社 志賀町西海風無トの138番地 (0767)45-1216

19 株式会社 姥浦管工業 七尾市南ヶ丘町48番地の43 (0767)53-0272

20 有限会社 大石建材 志賀町安部屋甲の22番地2 (0767)32-3514

21 岡田建設工業 株式会社 羽咋市兵庫町午4番地6 (0767)22-0826

22 有限会社　おかべ 金沢市大浦町ヲ５５番地５ (076)255-2665

23 株式会社 岡本建築 志賀町相神ハ-54 (0767)42-1791

24 有限会社 小川電設 志賀町富来領家町タ2-11 (0767)42-1007

25 株式会社 オキシー 内灘町字鶴ヶ丘2丁目710番地 (076)286-1211

26 奥下建設 株式会社 志賀町酒見松田305番地 (0767)42-2525

27 加賀建築設備 金沢市別所町ラ部55番地9 (076)241-0313

28 有限会社 カサハラ住設 津幡町南中条4号31-6 (076)288-8377

29 有限会社 カタクラ設備 金沢市出雲町イ３９１番地 (076)221-5681

30 片山組 志賀町堀松辰51番地1 (0767)32-3231

31 有限会社 加藤栄吉鉄工所 志賀町高浜町へ4の2番地 (0767)32-0700

32 加能電機商会 志賀町西海風戸ロの53の1 (0767)45-1127

33 川昭工務店 輪島市河井町5部41 (0767)22-1632

34 川崎設備 七尾市万行町33部101番地 (0767)52-3778
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35 有限会社 川村建築 志賀町貝田りの120番地 (0767)42-2016

36 株式会社 環境企業シミズ 七尾市祖浜町五部23甲1 (0767)53-6878

37 株式会社 環境日本海サービス公社 七尾市昭和町61番地 (0767)53-0437

38 菊設備 羽咋市柴垣町18字109番地 (0767)27-1237

39 有限会社 北原設備 中能登町廿九日ト部18番地 (0767)74-1798

40 協和リビング 株式会社 七尾市馬出町イ-13-3 (0767)52-7075

41 桐田設備工業 株式会社 金沢市三口町火71番地 (076)238-7677

42 クボ住設 七尾市田鶴浜町へ40-11 (0767)68-6828

43 コイサ設備 七尾市田鶴浜町ト部80 090-1638-4590

44 有限会社　小泉工務店 志賀町富来地頭町6の174番地 (0767)42-0155

45 有限会社　剛配管設備工業 金沢市専光寺町ニ8-1 (076)268-5105

46 越川住設工業 志賀町川尻5-7番地13 (0767)32-3758

47 酒井設備工業 羽咋市白瀬町ヌ85番地 (0767)26-1443

48 サンコーエンジニアリング 株式会社 金沢市東力4丁目97番地 (076)292-3455

49 株式会社 三百苅管工 珠洲市正院町小路と-55-2 0768-82-1071

50 有限会社 三明建設 志賀町三明ト24番地 (0767)47-1153

51 株式会社 三和設備工業 羽咋市西釜屋町ノ65番地7 (0767)22-6162

52 有限会社 サンワ工業 七尾市中島町浜田レ部24番地 (0767)66-1679

53 志賀興業建設 株式会社 志賀町北吉田井の16番地 (0767)32-5155

54 柴中設備工業 株式会社 志賀町仏木ぬの4番地 (0767)37-1443

55 清水電興 株式会社 羽咋市酒井町ね9番地 (0767)26-1106

56 勝二建設 株式会社 宝達志水町小川1部284番地1 (0767)28-3118

57 杉岡設備 七尾市杉森町に部31-1 (0767)68-3675

58 杉山設備工業 株式会社 金沢市南森本町ホ56 (076)258-2823

59 ススム設備工業 七尾市下町戊14-5 (0767)57-3057

60 砂山空調設備 七尾市万行町47部57番地 (0767)52-6808

61 須原設備 志賀町高浜町ニ13-8 (0767)32-4484

62 株式会社 須磨工務店 志賀町町大島田11番地 (0767)32-3048

63 西武商事 七尾市新保町ソ部22番地 (0767)52-6083

64 セキノ住設 志賀町西山台2-1-5 (0767)32-3939

65 第一工業 株式会社 七尾市八幡町へ部72番地1 (0767)57-1511

66 高工業 志賀町里本江47の51番地 (0767)42-0797

67 高橋さく泉工業所 志賀町高浜町オ-55-1 (0767)32-1635

68 有限会社 田端建設 志賀町末吉畷の40番地 (0767)32-0058
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69 タバタ設備 志賀町末吉千古1-31 (0767)32-3565

70 田平設備 志賀町高浜町ノの１１４番地７ 090-2129-0702

71 田渕設備 志賀町小室2-6-6 (0767)38-1101

72 有限会社 田渕工業 志賀町米町タ26番地5 (0767)38-1028

73 株式会社 津幡工業 津幡町字清水ア9番地 (076)288-3255

74 株式会社 テクノ管工 小松市安宅町ヌ48番地5 0761-24-6085

75 株式会社 テッククリエイト 金沢市粟崎町5丁目24番地2 (076)237-0025

76 寺井建設株式会社 志賀町富来領家町子の１６番地 (0767)42-0136

77 寺井設備工業 かほく市木津イ61-1 (076)285-0407

78 寺沢組 志賀町長沢リの4番地6 (0767)32-1075

79 東亜鑿泉工業 株式会社 羽咋市深江町ヲ36番地2 (0767)22-3155

80 有限会社 徳サン工業 七尾市白馬町参弐部37番地 (0767)57-2234

81 ナカイ設備株式会社 金沢市西金沢１丁目３７番地 (076)256-3731

82 有限会社　中川住設 金沢市矢木2丁目340番地3 (076)240-4658

83 有限会社 永田設備 金沢市東蚊爪町2-4-1 (076)237-8145

84 株式会社　中西設備 七尾市泉南台64番地 (0767)62-1329

85 中野建設 株式会社 志賀町高浜町マの17 (0767)32-3339

86 中道設備 志賀町富来地頭町6の199番地 (0767)42-2593

87 有限会社 中村技研工業 七尾市町屋カ部19番地の1 (0767)57-1816

88 有限会社 中村住設 かほく市市谷ヲ4番地 (076)285-0821

89 西設備 羽咋市寺家町３５９番地 (0767)23-4905

90 株式会社 西田組 志賀町町大坂114番地 (0767)32-1027

91 西村建設 株式会社 志賀町末吉畷16番地 (0767)32-0221

92 ネオ工業 株式会社 金沢市粟崎町3丁目207番地 (076)238-4311

93 能口設備 かほく市遠塚ロ14-10 (076)285-2237

94 ノマツ設備 七尾市鵜浦町67部38番地 (0767)58-1716

95 羽咋設備 株式会社 羽咋市新保町下218番地12 (0767)22-7027

96 狭間建築 輪島市門前町本市1の137番地 (0768)42-0865

97 株式会社 橋設備工業 金沢市横川6丁目100番 (076)247-7784

98 株式会社 橋爪電気設備工業 志賀町富来地頭町7-128甲乙 (0767)42-0555

99 橋本ポンプ店 志賀町高浜町ソ51-1 (0767)32-0469

100 浜坂左官 志賀町八幡3の147 (0767)42-1166

101 東設備 志賀町高浜町マの17番地31 090-8260-5580

102 有限会社　平井設備 羽咋市大川町2丁目155番地2 (0767)22-4255
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103 有限会社 平石工業 七尾市中島町田岸2-1-4 (0767)66-1652

104 有限会社 フクシマバーナー 志賀町高浜町クの42番地6 (0767)32-0476

105 有限会社 舟山ボイラー 志賀町矢田森山台地1番地 (0767)37-1007

106 古沢工業 株式会社 羽咋市柴垣町17-11番地 (0767)27-1200

107 平和産業 株式会社 鹿島郡中能登町良川カ部10番地 (0767)74-0551

108 北陸電気工事 株式会社 志賀営業所 志賀町若葉台51 (0767)38-1843

109 北陸電気設備 株式会社 羽咋市兵庫町午7番地23 (0767)22-7126

110 松谷建設 株式会社 志賀町大島2の34番地26 (0767)32-0088

111 松本設備 志賀町上野甲-20番地 (0767)32-2789

112 有限会社 マルオカ建設 志賀町中浜甲の3番地の1 (0767)42-1796

113 株式会社 マンネン 七尾市つつじが浜3番地81 (0767)53-2845

114 三浦設備 中能登町良川13部93番地 090-3885-1326

115 株式会社　水上住設 金沢市疋田2丁目107番地 (076)257-7787

116 道口設備 羽咋市神子原ソの30番地 (0767)26-3678

117 南建設 株式会社 志賀町高浜町レの71番地1 (0767)32-0017

118 株式会社 ムカイ設備 金沢市下安原町東1373-2 (076)249-6550

119 村中組 志賀町中浜ルの16の1 (0767)42-0192

120 有限会社 室塚ポンプ商会 七尾市江曽町ナ部1番地 (0767)57-1128

121 株式会社 本吉設備企画 羽咋市滝町カ-59番地 (0767)22-3317

122 株式会社 森下設備 金沢市弥生1丁目30番7号 (076)243-2535

123 谷内田設備工業 中能登町能登部下111-44 (0767)72-3291

124 有限会社 山下管工 金沢市馬替2丁目194番地 (076)294-1180

125 山藤管工 株式会社 津幡町北中条5丁目9番地 (076)288-3825

126 山本設備工業 志賀町富来七海イの16 (0767)42-1003

127 山本設備 中能登町二宮ソ81-1 080-6359-0090

128 山本住設 志賀町里本江44-2-18 (0767)42-1825

129 有限会社 ヨジロ設備 かほく市高松ワ1-7 (076)282-5721

130 ライフラインサービス 金沢市神田2丁目4番21号 (076)259-0630

131 有限会社 和光産業 志賀町福野ロの65番地1 (0767)32-3516


