
地　区 工事店の名称 住　　所 T　E　L

小松市 原田設備株式会社 小松市矢田野町ヌ60-1 0761-44-5241

小松市 小島工業株式会社 小松市園町ロ50-1 0761-24-1500

小松市 堀川建設株式会社 小松市園町イ231 0761-22-5423

小松市 株式会社ヒロタ 小松市平面町カ5-1 0761-22-3035

小松市 有限会社山本設備工業 小松市今江町2丁目233 0761-22-8147

小松市 綿設備 小松市今江町9丁目620 0761-22-0573

小松市 有限会社王生設備工業 小松市粟津町ニ42 0761-65-2881

小松市 株式会社カケムラ 小松市あけぼの町76-1 0761-21-2410

小松市 江畑総合設備株式会社 小松市長崎町５丁目175 0761-21-9606

小松市 株式会社丸西組 小松市白江町ト121-1 0761-22-6100

小松市 有限会社村永設備工業 小松市野田町丁23 0761-22-1176

小松市 堀設備工業所 小松市河田町リ72-1 0761-47-2177

小松市 金平設備 小松市高堂町ロ131-1 0761-22-1796

小松市 有限会社湯田設備 小松市島田町リ88-1 0761-24-0312

小松市 有限会社かるみ設備 小松市西軽海町3-52 0761-47-3684

小松市 竹村設備 小松市相生町80-5 0761-22-2417

小松市 イモト設備 小松市串町リ35-6 0761-43-0953

小松市 北村設備 小松市那谷町モ18-1 0761-65-2358

小松市 有限会社表住宅設備 小松市小島町イ205 0761-23-1827

小松市 有限会社加藤商会 小松市大領町ワ216 0761-23-0155

小松市 有限会社北国住設 小松市御館町甲1-10 0761-22-3726

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

小松市 株式会社吉光組 小松市長崎町甲118 0761-24-5151

小松市 有限会社串田管工設備 小松市長谷町オ17-1 0761-46-7580

小松市 株式会社トスマク 小松市安宅新町ナ37 0761-23-0088

小松市 有限会社タジマ住設 小松市井ノ口町へ10 0761-65-1003

小松市 藤井空調工業株式会社 小松市長崎町3丁目114 0761-22-5151

小松市 藤森設備工業 小松市犬丸町甲20 0761-22-4578

小松市 テオビ産業 小松市軽海町ソ62-1 0761-47-1100

小松市 串田ポンプ店 小松市育成町11 0761-22-1381

小松市 高橋設備 小松市島田町ヘ6-1 0761-21-6664

小松市 誠和建設株式会社 小松市白江町ト10 0761-23-2301

小松市 有限会社作川設備工業 小松市打越町甲42 0761-22-5854
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小松市 有限会社ハイディック 小松市向本折町未214-3 0761-24-3553

小松市 加越建設株式会社 小松市幸町1丁目78 0761-21-1290

小松市 株式会社アイエス管工設備 小松市白江町ツ101 0761-21-0360

小松市 明透住設 小松市鵜川町ト102 0761-46-6818

小松市 篠田設備 小松市丸の内町2丁目109 0761-23-3275

小松市 (株)ハットリセツビ 小松市本江町ヨ95-1 0761-24-8707

白山市 株式会社木村産業 白山市若宮二丁目25番地 076-276-7887

白山市 荒木空調工業株式会社 白山市柴木2丁目20 076-273-4211

白山市 有限会社中川設備工業 白山市宮永町357 076-275-1530

白山市 有限会社三木設備管工 白山市湊町丁1-7 076-278-3309

白山市 サブ設備サービス 白山市福留町31 076-277-0831

白山市 オガワ設備 白山市湊町カ269 076-278-4675

白山市 タニウチ設備 白山市鶴来朝日町249 076-207-3957

白山市 山﨑商事株式会社 白山市小柳町ろ145 076-273-7355

白山市 株式会社イケザキ設備 白山市倉光1丁目20 076-275-3005

白山市 有限会社道越設備工業 白山市長屋町イ30-1 076-278-6602

白山市 株式会社あめぜん 白山市茶屋1丁目88 076-276-0202

白山市 有限会社二口設備 白山市美川浜町ル218-1 076-278-5352

白山市 株式会社木戸設備工業 白山市徳丸町100 076-274-0418

白山市 株式会社鳥山設備 白山市手取町ケ11-1 076-278-3383

白山市 山忠設備 白山市長屋町ホ55-1 076-278-6008

白山市 有限会社建部設備 白山市白山町レ119-1 076-272-4211

白山市 小村産業株式会社 白山市茶屋1丁目65 076-276-3232

白山市 水尾設備工業 白山市水島町40 076-277-1407

白山市 中村設備工業 白山市成町80 076-275-0418

白山市 白山設備 白山市湊町3-38 076-278-4077

白山市 山口管工有限会社 白山市美川南町ハ71-1 076-278-6253

白山市 ティーテック 白山市湊町ム84番地1 076-278-5864

白山市 株式会社中野設備工業 白山市坊丸町32番地１ 076-274-4674

白山市 能村水道工業所 白山市鶴来古町ワ６番地 076-272-1048

白山市 有限会社エスティー設備 白山市月橋町リ37番地8 076-272-0062

白山市 山岸管工 白山市鶴来桑島町118番地1 076-273-5076

白山市 オーケー設備株式会社 白山市道法寺町ホ20番地1 076-273-0511



地　区 工事店の名称 住　　所 T　E　L

能 美 市 排 水 設 備 工 事 指 定 工 事 店 一 覧

令和5年1月16日

加賀市 有限会社久保田管工 加賀市上河崎町ヨ30 0761-72-2149

加賀市 株式会社下出宏商店 加賀市山中温泉菅生谷町ロ甲252 0761-78-1460

加賀市 有限会社マエダ設備 加賀市箱宮町オ18 0761-74-8765

加賀市 井上工業 加賀市分校町リ151-2 0761-74-5652

加賀市 有限会社中川設備商会 加賀市山代温泉ト46 0761-77-2137

加賀市 株式会社マルヰ 加賀市小菅波町2丁目36番地 0761-72-2116

加賀市 ハマダ設備 加賀市山代温泉39-110 0761-77-1851

加賀市 河田設備 加賀市河南町へ8-2 0761-76-2365

加賀市 株式会社宮田空衛 加賀市大菅波町ル17-2 0761-73-4210

加賀市 株式会社佐々木ホームサービス 加賀市動橋町イ24-2 0761-74-2390

加賀市 株式会社カクイ設備 加賀市大聖寺敷地リ1番地55 0761-74-7003

加賀市 有限会社カワセ住設 加賀市大聖寺法華坊町52-1 0761-72-2223

加賀市 水口住宅設備 加賀市作見町ワ50番地 0761-74-4578

加賀市 合同会社ハリマ住宅設備サービス 加賀市山代温泉ル31-1 0761-77-2486

加賀市 塚谷設備 加賀市冨塚町77番1 0761-74-9226

加賀市 有限会社坪内設備 加賀市山代温泉37の90番地2 0761-77-3732

野々市市 有限会社宮田住設 野々市市新庄5丁目133 076-246-5460

野々市市 有限会社山﨑住設 野々市市粟田2丁目177-14 076-287-3611

野々市市 株式会社木谷プロパン 野々市市上林5丁目32番地 076-294-2711

野々市市 ウエルド株式会社 野々市市二日市１丁目110番地 076-246-8080

金沢市 成瀬管工事株式会社 金沢市法光寺町84番地 076-258-4295

金沢市 加賀建築設備 金沢市別所町ラ55番地9 076-241-0313

金沢市 マイティライフ株式会社 金沢市大額2丁目44番地　N3ビル2F202 076-298-3045

金沢市 浜田設備工業株式会社 金沢市寺町1丁目3-19 076-242-2320

金沢市 北研ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社 金沢市松島3丁目79 076-240-8880

金沢市 有限会社ミスター設備 金沢市磯部町チ27-4 076-253-3083

金沢市 桐田設備工業株式会社 金沢市三口町火71 076-238-7677

金沢市 石川環境設備株式会社 金沢市横川5丁目258 076-247-1854

金沢市 ミナミ建工株式会社 金沢市横川2丁目299 076-244-2281

金沢市 有限会社大黒設備 金沢市久安1丁目420 076-245-2003

金沢市 安田設備 金沢市利屋町は58-2 076-258-5347

金沢市 株式会社森下設備 金沢市弥生1丁目30-7 076-243-2535

金沢市 株式会社荒井設備 金沢市八日市1丁目259-2 076-242-2120
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金沢市 日光設備工業株式会社 金沢市涌波3丁目11-14 076-264-3285

金沢市 有限会社タカシン設備 金沢市山王町2丁目176 076-252-0365

金沢市 株式会社ダンレイ 金沢市南森本町ニ52-1 076-257-3036

金沢市 昌和管工株式会社 金沢市千木町ル8-1 076-257-6160

金沢市 北菱電興株式会社 金沢市古府3丁目12 076-269-8525

金沢市 ＥＣ設備 金沢市北塚町西310-1 076-269-0263

金沢市 田中管設 金沢市上荒屋4丁目40 076-249-1463

金沢市 有限会社テクノ・ワン 金沢市西泉1-159 076-280-4440

金沢市 有限会社山下管工 金沢市馬替2丁目194 076-294-1180

金沢市 有限会社カタクラ設備 金沢市出雲町イ393 076-221-5681

金沢市 日栄商事株式会社 金沢市南新保町ロ35 076-237-4325

金沢市 松下管工業株式会社 金沢市東力2丁目99 076-291-5116

金沢市 株式会社水上住設 金沢市疋田2丁目107 076-257-7887

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

金沢市 菱機工業株式会社 金沢市御影町10-7 076-241-1141

金沢市 加州設備 金沢市竪町98 076-221-2514

金沢市 有限会社加賀商工 金沢市粟崎町ホ110-35 076-238-2817

金沢市 鈴木管工業株式会社 金沢市尾張町2丁目9-1 076-262-6301

金沢市 ホクトー株式会社 金沢市西泉3丁目101 076-242-8228

金沢市 有限会社桜谷設備企管 金沢市示野中町2丁目79 076-232-3708

金沢市 株式会社柿本商会 金沢市藤江南2丁目28 076-268-2111
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金沢市 株式会社ワイ・エス 金沢市米泉町9丁目64 076-243-6478

金沢市 有限会社兼和 金沢市涌波1丁目8-13 076-232-2548

金沢市 フジイ工業 金沢市横川2丁目174-1 076-247-1624

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

金沢市 株式会社エヌ・シー・ティ 金沢市西金沢5丁目312 076-259-6266

金沢市 有限会社藤井設備 金沢市泉野出町3丁目3-6 076-247-7576

金沢市 株式会社橋設備工業 金沢市横川6丁目100 076-247-7784

金沢市 株式会社アラキ 金沢市泉野町1丁目17-3 076-242-2617

金沢市 北陸冷暖設備株式会社 金沢市泉本町6丁目87番地 076-242-2048

金沢市 有限会社堀江設備工業 金沢市駅西新町一丁目27番地7号 076-262-6602

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

金沢市 株式会社福森設備 金沢市八日市一丁目244番地2 076-244-3343

金沢市 有限会社城北設備 金沢市法光寺町46番地3 076-257-7781

金沢市 高野住宅設備 金沢市金石北2丁目18-10 076-268-5813

金沢市 有限会社駅西設備 金沢市駅西新町二丁目16番22号 076-233-0656

金沢市 ディッシュファシリティーズ㈱ 金沢市野町二丁目５番11号 076-220-7185

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

金沢市 ＫＭ設備 金沢市窪４丁目203番地 076-247-2880

金沢市 有限会社おかべ 金沢市大浦町ヲ55番地5 076-255-2665

金沢市 株式会社鳥井設備 金沢市松村6丁目180-5 076-256-1891

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

金沢市 北陸電気工事㈱金沢支店 金沢市元菊町16番17号 076-224-5115

金沢市 蒼星工建株式会社 金沢市三口町火203番地 076-225-8579

金沢市 中川住設 金沢市矢木2丁目340番地3 076-240-4658

内灘町 有限会社アカシア管工 内灘町字大清台278 076-286-1269

内灘町 有限会社横谷設備工業 内灘町字宮坂3字4-1 076-286-8398

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

津幡町 有限会社カサハラ住設 津幡町字南中条4号31-6 076-288-8377

津幡町 山藤管工株式会社 津幡町北中条5丁目9 076-288-3825

津幡町 株式会社津幡工業 津幡町字清水ア9番地 076-288-3255

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

かほく市 株式会社内潟設備 かほく市秋浜へ7番地6 076-283-5468

かほく市 おもて設備工業 かほく市外日角ハ89-28 076-283-2600
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かほく市 株式会社油野水道設備 かほく市内日角5丁目26 076-283-3004

かほく市 有限会社中村住設 かほく市谷ヲ4 076-285-0821

かほく市 有限会社沢田電興社 かほく市内日角チ89 076-283-0498

七尾市 第一工業株式会社 七尾市八幡町へ部72-1 0767-57-1511


