
（令和３年３月１日現在）

№ 名 称 電話番号 店 舗 所 在 代表者名

１ むこせ電気 29-2070 宝達志水町子浦レ 225 番地 向瀬 清

２ ㈱エーヴイプラザ キタガワ 29-2210 宝達志水町荻市ロ 40 番地の 4 服部 幸夫

３ 亀田電気商会 28-3663 宝達志水町今浜北 151 番地 亀田 常俊

４ 電化ショップモトヤマ 29-4728 宝達志水町敷波ハ 125 番地 1 本山 栄次

５ 住設工業 29-3725 宝達志水町新宮 225 番地 山本 尚

６ 西塔電気商会 26-0714 宝達志水町杉野屋義 21 番地 西塔豊三郎

７ ㈲北橋電気工事 29-2417 宝達志水町荻島い 5 の 1 北橋 竜次

８ ㈲押水電気商会 28-3162 宝達志水町免田弐部 4 番地 2 中江 寿之

９ 左古電機商会 28-2519 宝達志水町今浜ヘ 90 番地 左古 裕二

10 真田家電商会 28-2601 宝達志水町北川尻レ 67 番地 真田 清

11 坂室電機㈱ 29-2045 宝達志水町柳瀬ヌ 6 番地 11 坂室 正昭

12 米田 豊 28-4745 宝達志水町麦生ソ 58 番地 米田 豊

13 杉森電気商会 28-2457 宝達志水町小川 3 の部 107 番地 杉森 克忠

14 電化サロン スギナカ 28-2576 宝達志水町河原ヌ 188 番地 杉中 和夫

15 山口電気㈱ 29-2725 宝達志水町走入チ 238 番地 山口 学

16 ㈲電化のオカノ 22-2121 羽咋市本町コ 86 番地 1 岡野 正一

17 藤井電気工事㈱ 22-1371 羽咋市南中央町ユ 83 番地 38 藤井 正一

18 ㈲サンエンジニアリング 0767-24-1336 羽咋市千路町ヘ 30 番地 片桐 学

19 ハクイ電子 22-5990 羽咋市東川原町柳橋 72 番地 2 塩谷 建夫

20 松柳電機 22-0432 羽咋市本町コ 88 番地 2 伊藤 雅彦

21 ㈲マサキオーディオ電化 076-282-5019 かほく市高松オ 27 番 1 桜井 正喜

22 喜多デンキ 076-281-2637 かほく市高松カ 56 番地 17 喜多 正治

23 フタクチ電設工業㈱ 076-281-1918 かほく市高松ミ 5 番地 3 二口 昭純

24 河北台電設㈱ 076-283-2145 かほく市白尾ロ 56 番甲地 桶作 実

25 一谷電気設備 076-281-1725 かほく市高松ナ 27 番地 一谷 正

26 ㈲黒川電気商会 076-282-5427 かほく市高松ウ 31 番地の 2 黒川 光雄

27 ㈲沢田電興社 076-283-0498 かほく市内日角チ 89 番地 沢田 真一

28 ㈲ビックハウス 076-283-5472 かほく市白尾ヌ 74 番地 2 大家 誠一

29 タタミ電化住設 076-282-5780 かほく市高松レ 43 番地甲 2 多々見潤三
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30 電化のカクダ 076-283-0236 かほく市宇野気チ１番地７ 角田 勝

31 (有)清水商会 076-281-0132 かほく市高松ム 19 番地 1 坂室 正司

32 中村電機サービス 0767-52-6968 七尾市本府中町ヱ部 6 番地 1 中村 俊秋

33 (有)システム通信 076-252-2828 金沢市御所町 2 丁目 1 番地 櫻井 圭一

34 金沢ケーブル(株) 076-224-1114 金沢市南町 2 番 1 号 宮村慎一郎

35 ナッチ(株)金沢営業所 076-255-6812 河北郡津幡町太田ナ 60-1 梅村 龍作

宝達志水町役場 企画情報課

住 所 宝達志水町子浦そ 18 番地１

ＴＥＬ 0767-29-8230

ＦＡＸ 0767-29-4623

Email catv@town.hodatsushimizu.lg.jp

金沢ケーブル(株)

住 所 金沢市南町２番１号

ＴＥＬ 076-224-1130（ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）

0120-751-114
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