
令和3年7月7日現在

商 号 又 は 名 称 所　在　地 代 表 者 電 話 番 号

小　松　市　内       　　　上下水道局　上下水道管理課  給排水設備担当    

あ行

（株）アイエス管工設備 小松市白江町ツ１０１ 井田　秀峰 ２１－０３６０

アクア・ライフ 小松市小寺町乙３９－９番地 前田　佳彦 ６６－１２３７

（有）王生設備工業 小松市粟津町ニ４２ 王生　浩嗣 ６５－２８８１

池田設備 小松市波佐谷町ナ２１８ 池田　茂喜 ４６－１７２０

石川建設（株） 小松市大島町カ９６ 橋本　光市 ２２－１２２６

（株）石川大管工業 小松市滝ヶ原町ニ１６４ 宮田　勝仁 ６５－１７０７

石川舗道（株） 小松市能美町タ１６２ 北野　晴比古 ２２－０３２３

一松建設（株） 小松市幸町１丁目６４ 一松　重喜 ２３－１２３１

（有）伊藤商会 小松市御宮町１３ 伊藤　英太郎 ２４－３２７７

（有）今田空調設備 小松市符津町い７－１ 今田　外治 ４４－３１２４

イモト設備 小松市串町リ３５番地６ 井本　昭國 ４３－０９５３

イモト設備南浅井 小松市南浅井町イ１３２－７ 井本　勉 ２４－４２７９

上田住宅設備 小松市上荒屋町チ５３ 上田　実 ６５－２３５６

（株）江口組 小松市殿町２丁目６６ 江口　充 ２４－１３１１

江畑総合設備（株） 小松市長崎町５丁目１７５ 江畑　慶一 ４７－１５４０

（株）エース 小松市符津町オ３１－１ 橋　謙治 ４４－７３１１

（有）表住宅設備 小松市小島町イ２０５ 表　英治 ２３－１８２７

か行

加越建設（株） 小松市幸町１丁目７８ 開　勤 ２１－１２９０

（株）カエツ 小松市今江町１丁目５６－１ 道券　邦男 ２５－１２００

（株）カケムラ 小松市あけぼの町７６－１ 掛村　均 ２１－２４１０

（有）加藤商会 小松市大領町ワ２１６ 加藤　千容美 ２３－０１５５

金平設備 小松市高堂町ロ１３１－１ 金平　武広 ２２－１７９６

（有）かるみ設備 小松市西軽海町３丁目５２ 川端　一義 ４７－３６８４

（有）河本鑿泉 小松市安宅町レ４６－４ 河本　孝信 ２１－０３１０

北村設備 小松市那谷町モ１８－１ 北村　松雄 ６５－２３５８

（株）北森建設 小松市日末町東１２４－１ 湯田　史郎 ４４－４５４７

キムラ住設 小松市桜木町２０ 木村　良一 ２２－８８０４

共栄工業（株） 小松市幸町１丁目７５ 越田　幸宏 ２１－１７２７

（有）串田管工設備 小松市長谷町オ１７番地１ 串田　拓也 ４６－７５８０

串田ポンプ店 小松市育成町１１ 松川　一男 ２２－１３８１

（有）窪田設備 小松市大野町丑４４－１ 窪田　晴男 ４１－１６０５

小島工業（株） 小松市園町ロ５０－１ 小島　朝彦 ２４－１５００

小松管工事協同組合 小松市下牧町ツ２８ 茗荷谷　豊 ２１－０２８２

五座建設（株） 小松市芦田町１丁目９ 五座　由己 ２２－６３２８

さ行

（有）作川設備工業 小松市打越町甲４２ 作川　隆太 ２２－５８５４

（株）澤木組 小松市大領中町２丁目１７７ 澤木　克雄 ２２－３４８８

（株）三創建設 小松市打越町丁５－１ 川口　智長 ２１－００９６

三和土木㈱ 小松市木場町イ１６ 小田　吉郎 ４３－２４５０

小 松 市 排 水 設 備 工 事 指 定 業 者 一 覧 表　　
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（株）サーク 小松市安宅町ヲ１－１ 榊　喜弘 ２４－２１４７

下道組 小松市河田町ヲ２ 下道　啓一 ４７－２３８４

篠田設備 小松市丸の内町２丁目１０９ 篠田　操 ２３－３２７５

清水組 小松市林町リ６－１ 清水　勝男 ４１－５５７２

市民セレクト（株） 小松市芦田町２－３５ 中田　伊知郎 ２２－２３０８

（株）白原組 小松市原町イ８ 白原　永健 ４７－１００３

誠和建設（株） 小松市白江町ト１０ 南　由美子 ２３－２３０１

た行

大栄建設（有） 小松市月津町ミ３ 山西　博史 ４３－３２６０

太陽工業（株） 小松市一針町イ１８ 清水　廉太郎 ２３－１０４１

（株）髙橋設備 小松市島田町ヘ６－１ 髙橋　直樹 ２１－６６６４

高藤建設工業（株） 小松市戸津町ヨ２９－３ 高藤　一男 ６５－３３８８

高山ハウジング設備 小松市瀬領町ホ４４ 高山　富士雄 ４６－１６３０

（有）拓英 小松市月津町み９７ 東出　千春 ４４－１１３７

竹内商会 小松市吉竹町り１９７ 竹内　聖吾 ２３－５８０５

（株）竹中建設 小松市島田町ニ１９ 竹中　徹雄 ２１－３２２５

竹平設備サービス 小松市額見町ヨ５１ 竹平　衞 ４４－３７９６

（株）竹村組 小松市国府台１丁目６０番地 竹村　講蔵 ４７ー８３００

竹村設備 小松市相生町８０－５ 竹村　史朗 ２２－２４１７

（有）タジマ住設 小松市井口町ヘ１０-１ 田嶋　正志 ６５－１００３

タステム 小松市長田町ル９－１ 達　信行 ２４－０７７８

（有）田中重機建設 小松市上荒屋町チ５８ 田中　洋一 ６５－２７１２

谷口設備 小松市北浅井町と３７－１ 谷口　義春 ２４－０４０７

（有）ツジイケ 小松市蓑輪町ロ１－３ 辻池　進 ４４－３３９３

テオビ産業 小松市軽海町ソ６２－１ 坂下　隆行 ４７－１１００

(株)テクノ管工 小松市安宅町ヌ４８－５ 高木　清美 ２４－６０８５

（株）トスマク 小松市安宅新町ナ３７ 桶谷　則之 ２３－００８８

樋川設備 小松市栄町２８－１１ 樋川　力 ２３－０４８８

な行

中出設備工業 小松市安宅町タ１２１－１１ 中出　修 ２１－３７１８

永原建設（株） 小松市二ツ梨町ヘ２８番地１ 山本　加奈子 ４３－２６２２

南野建設（株） 小松市向本折町寅２３１ 南野　真一 ２２－１６０６

西田建設工業（株） 小松市荒木田町乙１４７番地 西田　清明 ４７－４５５６

西出設備 小松市日末町ル２３１－１ 西出　勝朗 ４４－４４６４

は行

灰田建設（株） 小松市串町南１１５－７ 宮崎　精二 ４４－１２１１

（有）ハイディック 小松市向本折町未２１４－３ 灰田　敬二 ２４－３５５３

（有）長谷川建設 小松市青路町７１ 下里　成司 ２２－６１５８

（株）ハットリセツビ 小松市本江町ヨ９５－１ 服部　厚平 ２４－８７０７

原田設備㈱ 小松市矢田野町ヌ６０－１ 原田　洋平 ４４－５２４１

東建設（株） 小松市殿町１丁目６１ 東　久人 ２２－１２５４

（株）ヒロタ 小松市平面町カ５－１ 廣田　有希雄 ２２－３０３５

（株）ＰＭＰＹ 小松市月津町７７ 山本　和史 ５８－２３９０
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藤井空調工業（株） 小松市長崎町３丁目１１４ 藤井　歳正 ２２－５１５１

藤商会 小松市飴屋町１７－１ 釼崎　繁昭 ２２－５７１８

藤森設備工業 小松市犬丸町甲２０ 藤森　康博 ２２－４５７８

北陽エンヂニアリング（株） 小松市園町ホ１２３番地１ 髙見　豊樹 ２０－１５１１

（有）北国住設 小松市御館町甲１－１０ 後藤　哲雄 ２２－３７２６

堀川建設（株） 小松市園町イ２３１ 堀川　信幸 ２２－５４２３

堀設備工業所 小松市河田町リ７２－１ 堀　雅人 ４７－２１７７

ま行

松川工業 小松市千木野町ヘ９ 松川　和子 ２２－３０１４

（株）マルヰ　小松営業所 小松市矢田野町１９ 小形　明仁 ４４－３０８５

丸信建設（株） 小松市串町２６７－１ 山西　信栄 ４３－２５２７

丸富建設 小松市浮柳町丙４６－１ 本田　幹雄 ２４－２２４２

（株）丸西組 小松市白江町ト１２１－１ 西　功太郎 ２２－６１００

道場建設（株） 小松市串茶屋町い１９８ 道場　義継 ４３－０２２３

（株）美福工業 小松市小野町丁１７－３ 川岸　裕之 ４７－３５３３

（有）茗荷谷設備工業 小松市串町南１１２ 茗荷谷　豊 ４４－４５９３

（有）村永設備工業 小松市野田町丁２３ 村永　隆一 ２２－１１７６

明透住設 小松市鵜川町ト１０２ 橋本　透 ４６－６８１８

（有）明峰建設 小松市犬丸町乙１２７－１ 竹田　浩二 ２３－５８２６

本建設工業（株） 小松市軽海町５６－１ 本　均 ４７－０００１

や行

（有）山岸組 小松市蓮代寺町い７３ 山岸　正夫 ２１－３９８１

（有）山口住設 小松市材木町８４ 山口　敏郎 ２２－０６１８

山下管工 小松市大野町丑３１５ 山下　和磨 ４１－１０２９

（有）山本設備工業 小松市今江町２丁目２３３ 山本　辰夫 ２２－８１４７

（有）八幡土建 小松市加賀八幡丁４６８番地 米一　徹也 ４７－３３９９

（株）友真社 小松市吉竹町５丁目１０１ 笹木　進 ５８－００８５

（株）雄伸 小松市平面町カ８５ 細川　英彦 ２２－３１１２

（有）湯田設備 小松市島田町リ８８－１ 湯田　喜久男 ２４－０３１２

横山建設（株） 小松市向本折町午１８１ 横山　康治 ２４－１０００

（株）吉光組 小松市長崎町甲１１８ 吉光　岳文 ２４－５１５１

由本建材 小松市那谷町キ７１ 由本　肇 ６５－１６６１

ら，わ行

綿設備 小松市今江町９丁目６２０ 綿　順次 ２２－０５７３

ワン★スター 小松市一針町ワ７２－１ 田西　竜彦 ４８－４５８８
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小　松　市　外

あ行

（有）アイエスプランニング 金沢市昌永町１７番８号 清水　一郎 ０７６－２５１－４６５６

（株）油野水道設備 かほく市内日角５丁目２６ 油野　良幸 ０７６－２８３－３００４

（株）アライ 能美市粟生町南６８－２ 荒井　豪 ５７－３３４６

株式会社荒井設備 金沢市八日市１丁目２５９－２ 北濱　文隆 ０７６－２４２－２１２０

荒木空調工業（株） 白山市柴木２丁目２０番地 荒木　心 ０７６－２７３－４２１１

（株）イケザキ設備 白山市倉光１丁目２０ 池崎　広章 ０７６－２７５－３００５

（有）イケバタ管工 加賀市大聖寺三ツ町ヨ５４ 橋本　次郎 ０７６１－７２－０９５０

石川環境設備（株） 金沢市横川５丁目２５８ 吉田　謙悟 ０７６－２４７－１８５４

(株)石川住宅サービス 金沢市松村５丁目８１ 末村　猛 ０７６－２６８－６０５２

石川総合管理（株） 金沢市大野町４丁目ワ９番地２ 宮崎　ヤス子 ０７６－２６８－５１２５

ＥＣ設備 金沢市北塚町西３１０－１ 谷　康男 ０７６－２６９－０２６３

井筒管材（株） 金沢市黒田２－１５－１ 村西　暢之 ０７６－２４９－３１５１

井上工業 加賀市分校町リ１５１－２ 井上　薫 ０７６１－７４－５６５２

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

裏野工業（有） 能美市灯台笹町２８０－１ 裏野　英之 ５１－６３８０

合資会社　エスケー工業 能美市湯谷町ト３８－３ 金子　真理子 ５８－４５３３

（株）エヌ・シー・ティ 金沢市西金沢５丁目３１２番地 池田　健 ０７６－２５９－６２６６

（株）オキシー 河北郡内灘町字鶴ヶ丘２丁目７１０ 池田　成克 ０７６－２８６－１２１１

おもて設備工業 かほく市外日角ハ８９－２８ 表　浩司 ０７６－２８３－２６００

か行

（有）加賀商工 金沢市粟崎町ホ１１０－３５ 山田　洋一 ０７６－２３８－２８１７

（株）加賀設備商会 加賀市加茂町９８－１ 萬谷　哲男 ０７６１－７７－３３８８

（株）柿本商会 金沢市藤江南２丁目２８ 柿本　自如 ０７６－２６８－２１１１

カクイ設備 加賀市小塩辻町カ７７ 角井　猛彦 ０７６１－７４－７００３

（有）カサハラ住設 河北郡津幡町字南中条４号３１－６ 笠原　辰美 ０７６－２８８－８３７７

（株）笠井設備工業 白山市深瀬新町１０８－３ 笠井　政人 ０７６－２７３－４４５７

加州設備 金沢市堅町９８番地 佐野　健蔵 ０７６－２２１－２５１４

（有）柏田住設 加賀市動橋町ワ８１－１ 柏田　宏隆 ０７６１－７４－１６１２

（有）カタクラ設備 金沢市出雲町イ３９３ 片倉　和彦 ０７６－２２１－５６８１

金沢設備工業（株） 金沢市桂町へ－１７ 宮川　慎一 ０７６－２０８－３４３６

（有）カナン 能美市大浜町ウ９５－１ 上村　眞吾　 ５５－１１９６

カドハシ設備 白山市長屋町ハ６５ 角橋　健造 ０７６－２７８－２２８０

カバタニ設備　 加賀市動橋町イ１５０ 樺谷　昌秀 ０７６１－７４－０５０４

（有）カワセ住設 加賀市大聖寺法華坊町５２－１ 川瀬　博 ０７６１－７２－２２２３

河田設備 加賀市河南町ヘ８－２ 河田　学泰 ０７６１－７６－２３６５

（有）北浦水道工業 能美市佐野町ヲ２２－１ 北浦　光芳 ５７－１２９８

喜多設備工業 能美市浜開発町丁１６２－１ 喜多　茂喜 ５５－２５２０

（有）キタムラ風呂設備 金沢市涌波１丁目８番３１号 北村　克己 ０７６－２２１－１７５７

（株）木戸設備工業 白山市徳丸町１００ 望月　圭一郎 ０７６－２７４－０４１８

木村設備 能美市大長野町ル５３ 木村　啓一 ５８－６３８５

桐田設備工業（株） 金沢市三口町火７１ 野崎　俊一 ０７６－２３８－７６７７

（有）久保田管工 加賀市上河崎町ヨ３０ 久保田　誠 ０７６１－７２－２１４９

桑原設備 金沢市利屋町５１ 桑原　久 ０７６－２５８－１１９８

（有）建部設備 白山市白山町レ１２０－１ 建部　孝敏 ０７６－２７２－４２１１

（有）剛配管設備工業 金沢市専光寺町ニ８－１ 山口　進 ０７６－２６８－５１０５

小村産業（株） 白山市茶屋１丁目６５ 小村　克俊 ０７６－２７６－３２３２

さ行

（株）佐々木ホームサービス 加賀市動橋町イ２４－２ 佐々木　和男 ０７６１－７４－２３９０

サブ設備サービス 白山市福留町３１ 佐武　英昭 ０７６－２７７－０８３１
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（有）澤田設備工業所 能美市福岡町ロ１４６－１ 澤田　伸之 ５５－３４６５

（有）沢田電興社 かほく市内日角チ８９番地 澤田　真一 ０７６－２８３－０４９８

サンコーエンジニアリング（株） 能美市三ツ屋町６１ 米田　吉利 ５１－０３５０

嶋名設備 能美市道林町寅８５－３ 嶋名　卓也 ５５－４０８４

下出設備 加賀市横北町ハ４７ 下出　隆志 ０７６１－７６－２８９０

（株）下出宏商店 加賀市別所町ト－４５ 下出　宏 ０７６１－７７－１４４７

（有）城北設備 金沢市法光寺町４６番地３ 山口　浩 ０７６－２５７－７７８１

昌和管工（株） 金沢市千木町ル８－１ 中川　康昭 ０７６－２５７－６１６０

水房・雅 加賀市箱宮町オ１６ 北本　雅義 ０７６１－７５－３７５９

金沢水道サービス（株） 金沢市上荒屋３丁目３１０番地 林　国敏 ０７６－２０５－１９１６

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

鈴木管工業（株） 金沢市尾張町２丁目９番１号 鈴木　啓泰 ０７６－２６２－６３０１

セントラル設備 金沢市観音堂町ル３２－６ 安野　政樹 ０７６－２６８－０３４８

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

た行

第一工業（株） 七尾市八幡町ヘ部７２番地１ 狩山　徹 ０７６７－５７－１５１１

(株)第一設備商会 加賀市大聖寺敷地ト１７－２ 樋口　泰啓 ０７６１－７３－０３９７

（有）大黒設備 金沢市久安１丁目４２０ 大黒　鉄夫 ０７６－２４５－２００３

大城エネルギー（株） 能美市大浜町ヤ６５ 西本　和喜夫 ５５－８２８２

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

田中管設 金沢市上荒屋４丁目４０番地 田中　正男 ０７６－２４９－１４６３

タナカ企画 能美市中庄町丁１５４－９ 田中　実 ５５－４１８６

（有）タナカ工業所 能美市出口町イ３２ 田中　靖 ５１－２６３２

タニウチ設備 白山市鶴来朝日町２４９番地 谷内　信一 ０７６－２０７－３９５７

（有）谷田設備 能美市岩内町リ９ 谷田　敏 ５１－３０６０

（株）タバタ住設 能美市山口町カ５２ 田端　俊哉 ２２－７８１７

（株）ダンレイ 金沢市南森本町ニ５２－１ 道口　政昭 ０７６－２５７－３０３６

中部産業（株） 白山市道法寺町イ６３番地１ 吉田　雅人 ０７６ー２７３－０７４７

塚谷設備 加賀市富塚町７７－１ 塚谷　真弘 ０７６１－７４－９２２６

（株）津幡工業 石川県河北郡津幡町字清水ア９ 村谷　哲也 ０７６－２８８－３２５５

（有）坪内設備 加賀市山代温泉３７－９０－２ 坪内　陽平 ０７６１－７７－３７３２

ティーテック 白山市湊町ム８４－１ 鳥山　達矢 ０７６－２７８－５８６４

（有）テクノ・ワン 金沢市西泉１丁目１５９ 増林　範雄 ０７６－２８０－４４４０

（株）テッククリエイト 金沢市粟崎町５丁目２４－２ 山森　洋一 ０７６－２３７－００２５

（有）藤堂工業 加賀市大聖寺永町１９ 藤堂　博充 ０７６１－７２－０２４７

（株）鳥井設備 金沢市松村６丁目１８０－５ 鳥井　健司 ０７６－２５６－１８９１

（株）鳥山設備 白山市手取町ケ１１－１ 鳥山　進 ０７６－２７８－３３８３

な

（有）中川設備工業 白山市宮永町３５７ 中島　靖彰 ０７６－２７５－１５３０

（有）中川設備商会 加賀市山代温泉ト４６ 中川　孝則 ０７６１－７７－２１３７

中田設備工業 石川県河北郡津幡町南中条ト１８ 中田　貴博 ０７６－２８８－８８０７

ナカスジ管工業 加賀市黒瀬町ホ１９３－１ 中筋　正信 ０７６１－７２－５０６０

(株）中野設備工業 白山市坊丸町３２番地１ 中野　貴之 ０７６－２７４－４６７４

(有)中村住設 かほく市谷ヲ４番地 中村　孝次 ０７６－２８５－０８２１

なかや設備 加賀市松が丘３丁目１－１３ 中谷　直樹 ０７６１－７２－４６３９

（有）中山設備工業 能美市大成町ロ４８ 中山　正記 ５５－１０２１

（株）西　工建 白山市平松町２０８ー２３ 西　茂久 ０７６－２７５－６４１７

西出住設 能美市下ノ江町４２ 西出　貞三 ５５－４２３２

（有）西村設備工業 加賀市弓波町１７－２ 西村　富美義 ０７６１－７５－３６３５

日光設備工業（株） 金沢市涌波３丁目１１番１４号 奥鶴　直也 ０７６－２６４－３２８５

能村水道工業所 白山市鶴来古町ワ６ 能村　拓 ０７６２－７２－１０４８
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は行

白山設備 白山市湊町３－３８ 中村　謙吾 ０７６－２７８－４０７７

ハマダ設備 加賀市山代温泉３９－１１０ 濱田　泰正 ０７６１－７７－１８５１

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 播磨　裕司 ０７６１－７７－２４８６

東管工 能美市石子町ハ１１ 東　章雄 ５７－０８５０

東野設備 加賀市日谷町４６－８２－１ 東野　正則 ０７６１－７２－３８７１

福田設備 白山市宮永町２９４ 福田　彰 ０７６－２７５－４６５６

フジイ工業 金沢市横川２丁目１７４－１ 藤井　健策 ０７６－２４７－１６２４

（有）藤井設備 金沢市泉野出町３丁目３番６号 藤井　謙一 ０７６－２４７７－５７６

フジオ設備 金沢市高尾南１－６８－３ 中村　冨治夫 ０７６－２９６－２３８５

北陸フジクリーン（株） 金沢市神野町東１３７番地４ 元井　健太郎 ０７６－２４０－０１４１

（有）二口設備 白山市美川浜町ル２１８－１ 二口　史生 ０７６－２７８－５３５２

北研エンジニアリング（株） 金沢市松島３丁目７９ 中野　義久 ０７６－２４０－８８８０

北陸電気工事（株）金沢支店 金沢市元菊町１６番１７号 田中　成治 ０７６－２２４－５１１５

ホクトー（株） 金沢市西泉３丁目１０１ 中西　英文 ０７６－２４２－８２２８

北陸リビングコンサルタント（株） 加賀市山代温泉北部１－１３４－１ 堀口　兵志 ０７６１－７７－４１３１

北陸冷暖設備（株） 金沢市泉本町６丁目８７ 西川　晋平 ０７６－２４２－２０４８

ま行

マイティライフ（株） 金沢市大額２丁目４４ 橋村　忠光 ０７６－２９８－３０４５

（有）マエダ設備 加賀市箱宮町オ１８ 前田　秀樹 ０７６１－７４－８７６５

（有）三木設備管工 白山市湊町丁１－７ 三木　啓資 ０７６－２７８－３３０９

（株）水上住設 金沢市疋田２丁目１０７ 水上　雄樹 ０７６－２５７－７８８７

（株）水上商会 白山市小柳町ろ１２１－１ 水上　博司 ０７６－２７３－０２３４

水口住宅設備 加賀市作見町ワ５０ 水口　清幸 ０７６１－７４－４５７８

（有）ミスター設備 金沢市磯部町チ２７－４ 北市　進也 ０７６－２５３－３０８３

（有）道越設備工業 白山市長屋町イ３０－１ 道越　邦浩 ０７６－２７８－６６０２

（有）南野設備 能美市末信町ヘ６９－１５ 南野　充喜 ５７－３００７

ミナミ建工（株） 金沢市横川２丁目２９９ 南　修三 ０７６－２４４－２２８１

（株）宮田空衛 加賀市大菅波町ル１７－２ 宮田　尚幸 ０７６１－７３－４２１０

（有）宮田住設 野々市市新庄５丁目１３３ 宮田　武 ０７６－２４６－５４６０

宮の杜設備工業 加賀市山中温泉宮の杜２丁目７８ 佐藤　健司 ０７６１－７８－１５０１

（有）宮本土木 加賀市動橋町ム２６番地 宮本　覚 ０７６１－７４－０７０５

（株）ムカイ設備 金沢市下安原町東１３７３－２ 向井　勝行 ０７６－２４９－６５５０

（有）目木住設 金沢市桂町ホ１７ｰ６ 目木　秀尚 ０７６－２６７－５２３８

モトムラ設備 能美市緑が丘７丁目９８ 本村　幸喜 ５１－５６８１

（株）森下設備 金沢市弥生１丁目３０－７ 森下　利夫 ０７６－２４３－２５３５

（株）モリセン 能美市泉台町西９４ 上嶋　静雄 ５７－４０６１

盛戸設備 能美市中町ム２－１ 盛戸　淳一 ５５－２２６９
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や行

（有）山岸工設 金沢市高尾南３丁目１８１ 山岸　正樹 ０７６－２９８－５１２５

山口管工（有） 白山市美川南町ハ７１－１ 山口　政和 ０７６－２７８－６２５３

（有）山﨑住設 野々市市粟田２丁目１７７番地１４ 山﨑　哲也 ０７６－２８７－３６１１

（有）山下管工 金沢市馬替２丁目１９４ 山下　勝巳 ０７６－２９４－１１８０

山忠設備 白山市長屋町ホ５５－１ 山口　智弘 ０７６－２７８－６００８

山藤管工（株） 河北郡津幡町北中条５丁目９ 山藤　智 ０７６－２８８－３８２５

ヤマモト設備 加賀市松が丘１丁目２０－３ 山本　功栄 ０７６１－７３－０５５６

（株）山森工業 金沢市東蚊爪町１丁目７６－４ 山森　貴之 ０７６－２３７－０４６０

（有）横谷設備工業 河北郡内灘町字宮坂３字４－１ 横谷　明博 ０７６－２８６－８３９８

（株）吉﨑商会 金沢市金石今町６番８号 吉﨑　豊 ０７６－２６８－６６７８

ら，わ行

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

（株）ワイ・エス 金沢市米泉町９丁目６４ 吉田　次好 ０７６－２４３－６４７８
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