富山地区 － 旧富山市
あ行
社名（店名）

住所

アウルウイング

富山市山室荒屋81

076-425-3711

(株)青葉建設

富山市新屋70-8

076-451-8228

青山工務店

富山市金山新12

076-435-0348

(有)あかり電機

富山市辰巳町2-2-16ｺｰﾎﾟｱｲｼﾝ1F

076-491-2030

陽(株)REFORM陽

富山市黒瀬北町1-3-8

076-493-6277

アクアホーム(株)

富山市新富町2-5-17 ＳＳビル2F

076-413-6060

(有)アクティ・コーポレーション

富山市金泉寺552-1

076-452-6110

アサヒ電工

富山市新横内町381-34

076-493-2863

(有)朝森工務店

富山市東老田1021

076-436-6301

(有)浅山工務店

富山市水落8-4

076-438-6351

(有)明日家建設

富山市蛯町4-3 石黒ビル2F

076-493-7760

アスラン建築

富山市中野新町2-4-6

076-424-8666

(株)アディックホーム

富山市問屋町2-10-19

076-400-7757

(有)アルバアカエ

富山市長江新町3-1-21

076-424-3640

アルバ大黒

富山市梅沢町2-8-13

076-421-9661

(株)アンスイ

富山市藤木522-3

076-425-5825

安念電器商会

富山市栄町2-7-2

076-423-5862

(有)飯倉工務店

富山市海岸通227

076-438-4493

五十嵐建設(株)

富山市金山新330-1

076-435-1714

池上工務店(有)

富山市町村265

076-424-5415

石川建工(同)

富山市住吉1542-5

076-434-4572

石黒産業(株)富山支店

富山市中川原新町65

076-423-1496

石友リフォームサービス(株)掛尾店

富山市掛尾町621

076-494-8780

石友リフォームサービス(株)上飯野店

富山市上飯野10-3

076-452-9700

犬島建築

富山市若竹町6-78

076-429-4609

今井住宅サービス

富山市栃谷275

076-434-5658

岩瀬電設(株)

富山市高畠町1-2-5

076-437-9921

(有)インテリアのかねこ

富山市長江新町2-1-36

076-423-0388

(株)ウィスタ

富山市町村2-4

076-423-9988

(株)栄工社

富山市願海寺284

076-436-0038

ＡＶＣダイコー

富山市寺町6-511

076-442-7123

(株)笑顔の家

富山市山室荒屋新町205-13

076-461-4801

エスデン有沢店

富山市羽根2区48-3

076-423-3027

エスデン上袋店

富山市上袋202

076-422-4487

エスデンホソダ

富山市雄山町8-8

076-491-4681

エム・ケイ想建(株)

富山市西田地方2-6-8 丹保ﾋﾞﾙ1F

076-464-5426

エル・プライム ナガハラ

富山市大町１区中部146-2

076-422-2135

(有)大北住建

富山市下新町17-16

076-431-1115

電話番号

Mail

(株)オーク

富山市田中町2-17-3

076-482-4447

(株)大田工務店

富山市向新庄223

076-423-2817

(株)大坪

富山市神通本町2-4-6

076-442-8667

(有)大場住設

富山市追分茶屋12-16

076-434-9331

オール電化サービスふるでん

富山市金山新東3-1

076-471-6255

(株)オカザキ工業

富山市高木3464-4

076-436-1440

(有)岡野住建

富山市鍋田8-65

076-451-3226

(株)岡部

富山市八人町6-2

076-441-4569

岡本建築

富山市大泉本町1-12-16

076-425-1278

(株)小川商会

富山市北新町1-1-8

076-432-0408

尾島工務店

富山市水橋東出町302-3

076-478-5529

(株)ＯＳＣＡＲ Ｊ．Ｊ 住まいるオスカー呉羽営
富山市呉羽町7068
業所

0120-00-8912

(株)ＯＳＣＡＲ Ｊ．J 住まいるオスカー富山南
富山市山室226-2
部営業所

0120-00-8912

(株)ＯＳＣＡＲ Ｊ．Ｊ 住まいるオスカー富山北
部営業所
(株)ＯＳＣＡＲ Ｊ．Ｊ オスカーホーム 富山南部
営業所
(株)ＯＳＣＡＲ Ｊ．Ｊ オスカーホーム 富山北部
営業所
オダケホーム(株)富山支店

富山市山室226-2

0120-00-8912

富山市掛尾栄町1-1

076-422-4453

富山市山室226-2

076-422-4703

富山市二口町5-2-5

076-493-1155

オダケホーム(株)富山東支店

富山市上飯野3-3

076-452-1131

(株)オダ建設

富山市上野977-3

076-428-2828

小幡工業

富山市中川原275

076-423-8526

(有)オビナタ工務店

富山市願海寺456-5

076-434-5812

表建築

富山市長江本町16-48

076-423-1605

(株)オリバー

富山市二口町1-14-5

0120-47-1152
076-492-6628

か行
社名（店名）

住所

(有)梶野建築

富山市松浦町4-17

076-438-7704

(株)嘉藤住宅設備

富山市中市1-11-1

076-421-9848

(有)カナダデンキ

富山市宮尾3188-3

076-444-2752

(有)金森サービス

富山市高田6-2

076-421-4258

(株)カネコ

富山市秋吉208

076-424-0005

鎌田工務所

富山市梅沢町3-8-15

076-421-2248

(有)上山建築

富山市布瀬町南2-2-10

076-421-8126

(有)河合デンキ

富山市水橋中村町108

076-478-0321

(有)河﨑建設

富山市小杉821-9

076-429-8743

(株)きくや電機

富山市中市1-9-1

076-423-4516

木古里のむすめの仕事部屋

富山市大泉東町2-10-9

076-492-0062

築建築

富山市綾田町3-11-10

076-413-7750

(有)北岡工務店

富山市向新庄町8-4-56

076-411-5545

電話番号

Mail

北日本電機産業(株)

富山市西中野町2-1010

076-491-3161

共和興業(株)

富山市東町3-4-19

076-421-1673

(有)空間工房

富山市藤木新町2-10

076-407-0770

(株)クザワ富山

富山市五福1931-2

076-444-1999

工藤建材店

富山市北代6487

076-434-1951

(有)久保工務店

富山市清水町8-2-23

076-421-0085

クリヤホームサービス

富山市中冨居1-13

076-452-5866

栗山電気工事(有)

富山市町村84

076-423-6958

黒川工務店

富山市呉羽町3748

076-436-5873

黒部住宅設備工業

富山市小杉238

076-429-0324

(株)ケイ電工

富山市有沢74-1

076-492-3966

(株)ＫＥＮ井藤

富山市森2-11-22

076-438-0124

建築工房アシストプラスアルファ(有)

富山市黒瀬404-1

076-495-7911

建築工房ＭＩＫＡＩ

富山市堀川小泉町817

076-421-1716

(有)建築工房ムウ

富山市柳町2-2-18

076-443-6511

(株)荒栄建設興業

富山市二口町1-10-1

076-491-1118

工房 Ｋ＆Ｙ

富山市堀川小泉町2-5-2

076-493-8458

光陽興産(株)

富山市五福８区3548-14

076-444-9988

コサカ電機

富山市大泉東町1-4-11

076-422-1216

コジマ工建

富山市本郷町5区18-3

076-423-9130

(株)コジマ NEW富山店

富山市中川原八幡田割402-1

076-493-7070

(株)寿技建

富山市元町1-2-23

076-425-7455

寿電設(株)

富山市向新庄町4-1-25

076-451-5977

(有)小林住設工業

富山市開247

076-424-5170

(株)小林電気

富山市稲荷町4-6-11

076-432-1720

51% [五割一分]

富山市磯部町3-8-6

076-491-4951

近藤建設(株)

富山市緑町1-1-10

076-491-3021

近藤電機

富山市吉作1735-1

076-434-3283

さ行
社名（店名）

住所

坂井管工業(株)

富山市萩原397-1

076-491-3158

坂井工務店

富山市日方江991

076-437-7755

(株)作造 富山営業所

富山市黒瀬北町2-13-1 イムズビル3F

076-413-8800

(株)さくら

富山市二口町5-9-1

076-493-4166

サワキ工舎(株)

富山市東岩瀬町402

076-438-2261

三金工業(株)

富山市千石町5-5-6

076-421-3441

(株)サンコレクト

富山市町村119-2

076-422-8321

(株)三次元アーキテクツ

富山市長江東町3-6-17

076-482-6336

サンデンチェーン中央店

富山市布瀬本町4-1

076-424-5601

(有)サンプロ住設

富山市牧田126

076-429-5890

サンヨウ(株)

富山市上飯野53-3

076-451-6000

電話番号

Mail

(株)サンライズ２１

富山市五福2251-1

076-433-2141

(株)SEESAA

富山市山室138-1

076-424-4130

(株)システム・メディア・ジャパン

富山市大町1区中部176-21

076-493-1641

島田工業(有)

富山市上千俵町157

076-429-3311

(株)清水工務店

富山市蓮町1-12-25

076-437-8118

集英工務店

富山市鍋田18-41

076-451-5377

(株)秀光ビルド富山支店

富山市婦中町分田172-1

076-482-6000

(株)ジュープラス

富山市下堀7

076-492-7062

(有)住和建設

富山市東老田1103

076-436-3221

JoyHouse／大沢野土建工業(株)

富山市黒瀬181-4

076-421-5807

正栄産業(株)

富山市二口町5-10-6

076-423-0644

昭和工業(株)

富山市秋吉260-1

076-424-0808

ジョーシン富山本店

富山市田中町4-14-83

076-442-2131

ジョーシン富山南店

富山市堀川町355-3 マイプラザ内

076-495-9101

(株)城北電機

富山市今市1281-1

076-435-0729

(株)新栄電設

富山市秋吉37-2

076-491-5113

(株)シンコー

富山市向新庄1403-4

076-492-2000

新生電機(株)

富山市新保265

076-429-8581

新村木材店設計室一級建築士事務所

富山市新川原町5-5

076-432-6841

(有)シンワ電工

富山市水橋開発456-3

076-478-2776

(有)信和ホームサービス

富山市城村新町31-2

076-425-8451

水彩プラザとやま店

富山市八日町243-1

076-428-8811

杉村住設

富山市西長江3-1-39

076-421-8607

(有)数寄屋ハウス

富山市四方727

076-435-3443

(有)鈴信電設

富山市町袋259-5

076-451-2572

(株)スタジオ・エム

富山市五番町2-1

076-407-0306

(株)ステーツ富山支店

富山市西荒屋237

076-428-0277

ステップ・ヤマキ

富山市堀277

076-421-1306

(株)砂子阪工業所

富山市桜谷みどり町1-35

076-441-0540

(株)砂原建設工業

富山市呉羽町2164-12

076-434-3325

住まいの杜らいと(株)

富山市布瀬町南1-6-8

076-421-0112

(株)すまいるほーむ

富山市中川原334

076-421-1441

(株）スマイルリーフ

富山市黒崎295-3

076-482-5125

住友不動産(株)富山営業所

富山市総曲輪1-7-15 日本生命富山総曲輪
ビル9F

076-443-8094

住友林業ホームテック(株)富山支店

富山市黒崎371-1

076-491-8061

住友林業(株)住宅事業本部富山支店

富山市黒崎371-1

076-423-2610

(株)スリー・イー

富山市黒瀬272

076-420-2333

セイシン建築部(株)

富山市大町10-19QUALiA101

076-420-7608

成友建設(株)

富山市藤木新19

076-425-4053

(株)西和

富山市豊田本町3-17-40

076-438-6977

積水ハウス(株)富山営業所

富山市根塚町3-9-1

076-423-7433

セキスイファミエス中部(株)北陸支店富山営
業所

富山市今泉西部町10-6

076-491-0050

(株)セキノ興産

富山市水橋開発277-12

076-479-9222

セキホーム(株)

富山市今泉167-3

076-482-5514

瀬山建設工業所

富山市石金1-2-33

076-423-9243

セルコホーム富山南 村松建設(株)

富山市湊入船町13-14

076-432-8878

(株)創建社

富山市城川原1-10-31

076-438-6800

(株)創プランニング

富山市花園町3-6-22 ムライ１号館１F東

076-493-8001

た行
社名（店名）

住所

ダイイチ電設工業(株)

富山市小杉760-4

076-429-5155

大栄電設(株)

富山市黒瀬北町2-16-2

076-425-2521

大成ハウジング加越(株)

富山市牛島本町2-7-8

076-482-4500

(株)タイト

富山市西長江1-6-13

076-493-1129

(有)大都電業社

富山市四方112

076-435-0027

大日電機商会

富山市駒見140-4

076-431-9869

太平住宅総合サービス(株)

富山市花園町4-11-22

076-420-4470

太平ハウス・ラボ(株)

富山市黒瀬北町2-3-15

076-422-1911

(株)大宝

富山市太郎丸本町2-4-19

076-425-0621

大洋住宅(株)

富山市大町225-1

076-424-2511

(株)ダイワ建創

富山市古沢545

076-427-1133

大和ハウス工業(株)富山支店
大和ハウスリフォーム(株)中部支店 富山営
業所
(有)高清建設

富山市布瀬本町4-8

076-422-1191

富山市布瀬本町4-8

076-422-8804

富山市月岡町6-253-2

076-429-9700

たかたでんき

富山市藤木1259

076-423-8448

タカノ一条ホーム 富山営業所

富山市西荒屋275

076-429-9111

タカノ一条ホーム 富山南営業所

富山市西荒屋275

076-429-8711

タカノホーム(株) タカノリフォーム

富山市今泉西部町7-1

076-425-1170

タカノホーム(株) 富山第１営業所

富山市西荒屋275

076-428-8611

タカノホーム(株) 富山第２営業所

富山市西荒屋275

076-429-9711

タカノホーム(株) 富山第３営業所

富山市西荒屋275

076-428-2411

(有)拓建築工房

富山市今木町5-16

076-432-7677

竹氏電設(株)

富山市水橋小路95

076-478-3651

竹島工務店

富山市奥井町13-12

076-432-3752

(株)タケダ建創

富山市千石町6-1-7

076-493-4321

(有)宅建開発

富山市中島3-6-37

076-441-6663

田中電機店

富山市水橋辻ヶ堂250-5

076-478-1024

谷川産業

富山市月見町7-46

076-429-8151

タマホーム(株)富山上飯野店

富山市上飯野1-5

076-451-6311

タマホーム(株)富山支店

富山市西荒屋486-1

076-428-3700

(株)玉家建設 富山支店

富山市布瀬町南2-7-1

076-491-6830

電話番号

Mail

中央管機カクユー(株)

富山市堀川町357-2

076-423-1110

(株)中央電機商会

富山市中央通り2-2-21

076-425-1415

辻建設(株)

富山市内幸町6-1

076-441-2811

(株)土屋ホーム

富山市秋吉181 ビエントプラーサ102

076-492-2011

翼住宅(有)

富山市婦中町蔵島180-1

076-464-5171

坪井住設

富山市呉羽町2905

076-436-5590

庭安(株)

富山市吉岡375

076-428-2626

(株)テクノシステム

富山市二俣246-2

076-428-3511

(有)テックみなみ

富山市二口町5-6-5

076-493-7770

電化のかずや

富山市長江東町3-4-30

076-492-1818

電化のシゲル

富山市桃井町1-2-13

076-422-4661

電化のタカオ

富山市呉羽町839-50

076-434-0617

電化のたかの

富山市布瀬町南1-8-5

076-422-4678

電化の徳堂

富山市高島263-1

076-438-4383

電化のマルフジ

富山市奥田寿町19-1-103

076-432-0276

(株)デンキハウス

富山市東田地方町2-5-16

076-439-6155

でんきはうすナカガワ

富山市柳町1-2-20

076-442-1970

でんきはうすニチデン

富山市千代田町10-33

076-432-0326

デンキページみつはし

富山市上冨居2-15-30

076-451-1254

でんきやSUNはまもと

富山市鍋田13-28

076-451-9233

ＤＥＮ建設（株）

富山市神通本町2-4-16

076-431-8560

(株)電陽社建設

富山市黒瀬北町2-2-1

076-491-8088

(有)ドゥエル工房

富山市上堀74-4 田中ビル

076-492-7679

東武建設(株)

富山市新根塚町1-2-8

076-491-3897

(株)東洋

富山市荒川5-2-54

076-424-1040

(有)トーワコーポレーション

富山市水橋辻ケ堂2238-9

076-479-1111

(株)トミソー

富山市太郎丸西町2-4-9

076-491-1333

トピア(株)上栄店

富山市上栄629-2

076-429-8228

(有)智生建設

富山市下堀66

076-423-1250

(株)とやまアイホーム

富山市下冨居2-5-6

076-433-4225

(株)とやまサンホーム

富山市太郎丸西町1-7-9

076-495-5250

とやま住環境サービス（株）

富山市萩原241-1 プロスペリティ104

076-493-8231

(有)富山タイカレックス工業

富山市小中733-2

076-429-3139

な行
社名（店名）

住所

(株)中川工業

富山市水橋金広64-1

076-478-4663

(有)中川電業

富山市大泉1466

076-421-0715

(株)ナガタ

富山市野口字角地1100

076-434-0775

(有)ナカツボ

富山市上布目202

076-429-8741

ナカムラ電化

富山市呉羽町3918-233

076-434-2720

(株)ナカヤマ富山支店

富山市二口町2-4-7

076-492-6222

電話番号

Mail

なのはな農業協同組合

富山市豊田本町3-18-21

076-438-2211

ニシザワ電化

富山市押上353

076-429-6606

西電気商会

富山市千石町5-7-20

076-421-7412

にたでんき

富山市月見町6-50

076-429-4285

(株)ニッショウコーポレーション

富山市野口391 Ｍ－２ビル

076-471-7813

日新建興(株)

富山市鶴ケ丘町157

076-451-3830

日本エレテックス(株)

富山市大泉本町1-4-14 パレット大泉1F

076-423-5673

(有)日本海住建

富山市奥田本町4-41 建創ビル

076-444-2045

日本海電気工事(株)

富山市松浦町2-3

076-438-5760

日本海リビング(有)

富山市赤田709-5

076-423-8223

ニューハウス工業(株)富山統括支店

富山市黒瀬北町2-13-3

076-422-0722

(株)ニューハウスサービス富山支店

富山市黒瀬北町2-13-1 イムズビル2F

076-420-2133

根塚工務店

富山市城北町7-4

076-441-9056

ネットワークタカマツ本店

富山市秋吉37-1

076-492-1223

ネットワークタカマツ荏原店

富山市荏原219-5

076-425-7257

は行
社名（店名）

住所

ハートフルマンション(株)

富山市二口町4-4-7

076-494-8560

ハートリフォーム上野

富山市水橋恋塚92-7

076-479-1457

ハウジングパーク(株)

富山市丸の内1-3-15

076-444-1918

(有)ハウジング・ミサワ

富山市不二越町6-1

076-495-8188

ハウジング平井

富山市常盤台17-20

076-424-9458

(有)ハウスさぽーと

富山市秋吉19-2

076-494-1215

(株)ハウスリノベーションサービス

富山市上冨居2-24-3

076-452-1182

橋本電機商会

富山市下冨居1-12-25

076-433-2919

(株)長谷川電機

富山市下冨居1-8-28

076-432-0275

鉢蠟建設

富山市蜷川320

076-429-1199

(有)花崎電気工事

富山市黒崎334-4

076-422-3749

(株)浜田管設

富山市水橋西天神町712

076-478-0051

(株)ハマデン

富山市本郷町71-16

076-492-7845

(有)早川無線商会

富山市越前町4-13

076-421-6586

林建設(株)

富山市根塚町3-8-7

076-413-8841

林建築住環境デザイン

富山市西押川1134

076-436-7056

(株)ヒートシステムナカジマ

富山市緑町2-4-4

076-423-0389

ヒカリ家電

富山市吉作4754

076-434-2780

ヒカリ電工

富山市城村51-2

076-492-3252

(有)ヒダ

富山市西長江1-10-2

076-424-0043

(有)飛騨設備

富山市黒瀬147-1

076-422-2801

ViVi不動産(株)

富山市大町230-1

076-482-2577

100満ボルト 富山店

富山市布瀬町南1-7-4

076-492-8800

ひらのでんか

富山市西田地方町1-6-20

076-425-8559

電話番号

Mail

(株)ビルト

富山市水橋市田袋268-6

076-479-2111

(有)ファーストサービス

富山市新庄町316-1

076-422-8666

(株)ファースト設計

富山市新庄町1-1-1

076-431-7555

(株)福山設備工業

富山市上飯野12-1

076-451-4151

フジキ設備

富山市藤木1510

076-423-7140

(有)フジホーム

富山市太郎丸本町4-3-2

076-492-5189

(有)富南電設工業

富山市城村新町206

076-424-2879

ふらっとぴあMORITA

富山市畑中71

076-432-1572

古城建築

富山市上冨居2-28-38

076-482-4906

(有)フルムラ電設

富山市中田1-10-5

076-437-9854

(有)平和住宅設備

富山市町村2-14

076-423-8492

BASE菅野建築(株)

富山市黒崎102-1

076-422-4551

ホームネットとやま(株)

富山市高園町19-30

076-438-7733

(株)北新建工

富山市四方新出町1424-1

076-435-2680

北陸スウェーデンハウス

富山市西荒屋531-1

076-428-8639

(株)北陸総合建設

富山市掛尾町230-1

076-491-1491

(株)北陸総合建設 オシダホーム

富山市掛尾町230-1

076-491-1491

(有)北陸太陽製作所

富山市大町1区中部19-3

076-423-7599

北陸電気工事(株)富山支店

富山市小中269

076-481-6199

(株)北陸電機商会

富山市白銀町1-1

076-421-1101

(株)北陸電機商会 富山支店

富山市問屋町1-4-32

076-451-1111

(株)北陸電機商会 富山南支店

富山市黒瀬272

076-493-8800

(有)北陸ハウジング

富山市山室荒屋新町120

076-492-4556

北陸ミサワホーム(株)富山支店

富山市西中野町1-15-27

076-493-8855

(有)細川工務店

富山市一本木109

076-451-5202

(株)本田工務店

富山市新庄銀座3-5-51

076-451-3193

ま行
社名（店名）

住所

(株)マイホーム

富山市下野新63-1

076-441-1037

マキノ建装

富山市林崎1178

076-429-2337

牧野建築

富山市下赤江町2-6-9

076-432-6097

増山電器

富山市山本532

076-436-6090

増山電業(株)

富山市五福3601-13

076-444-1230

(有)松浦電気

富山市栄町2-6-8

076-421-5970

松栄建設(株)

富山市二口町2-14-11

076-422-7756

(株)松田工務店

富山市蜷川379-2

076-429-3663

まつだ電機

富山市常盤台17-3

076-425-0032

松電機

富山市大泉東町2-7-4

076-425-9221

ＭＡＤＯショップ富山問屋町店

富山市問屋町1-5-24

076-486-0068

電話番号

Mail

丸栄ハウジング(株)

富山市大町10-3

076-422-6003

丸昇建設(株)

富山市安養寺1215

076-429-1127

丸二電器商会

富山市太田口通り3-1-9

076-424-8574

まるやま建設

富山市月岡町4-60

076-429-0205

(株)丸和

富山市上冨居1-7-2

076-411-5808

(有)三澤電機商会

富山市五福3区5264-1

076-431-1354

ミサワホームイング北陸 富山店

富山市西中野町1-15-27

076-493-8855

ミサワホーム北越(株)富山支店

富山市千歳町3-4-16

076-433-4411

三井建築

富山市中島4-17-15

076-438-3862

三井ホーム 北新越ホーム(株)富山営業所

富山市太郎丸本町3-4-14

076-423-2431

(有)三橋電設

富山市田中町1-12-10

076-432-1833

(株)ミヅホ建設

富山市堀243-1

076-423-6226

(株)ミツワ産商

富山市豊田町1-9-25

076-433-3208

(有)南設備工業

富山市小泉町1

076-421-7693

三由建設(株)

富山市大町19-10

076-425-7331

(有)未来人ハウジング

富山市天正寺19-2

076-493-6741

村井電設

富山市経堂3-10-32

076-456-3988

森商事(株)

富山市二口町5-4-3

076-422-1411

(株)もりぞう 富山支店

富山市二口町4-2-3

076-494-8222

森のくらしＭ＆Ｄ

富山市中川原220-4 ユニキューブ中川原C

076-423-3355

や行
社名（店名）

住所

(有)安村電機商会

富山市若竹町2-120

076-429-0932

ヤマイチ(株) 住遊館

富山市野口812

076-436-0234

(有)山口工務店

富山市呉羽町6018-2

076-436-7321

ヤマテ住設(株)

富山市豊田町1-8-3

076-433-1907

(有)山根電化

富山市八幡557-6

076-435-2288

(株)結

富山市向新庄町5-5-33

076-482-4724

(有)ゆうき建創

富山市旭町2-33 日の出ビル2階

076-461-6166

(株)優建

富山市小中227-1

076-429-6678

(有)優斗建設

富山市富岡町550

076-420-7303

ゆうらくざ・いいざわ

富山市水橋小路101

076-478-5200

ゆうらくざ・こんぱす

富山市大泉町2-3-18

076-425-5435

ゆうらくざ・たかぎ

富山市花園町3丁目6-22

076-493-5585

ゆうらくざ・つじさわ

富山市水橋舘町403-4

076-478-2332

ゆうらくざ・まるやま

富山市羽根5-7

076-423-5436
076-421-3776

ゆうらくざ・やまもと

富山市上野869

076-429-3388

ゆうらくざ・ほくりくきき

富山市日之出町4-12

076-441-4801

(株)ユニテ
富山市二口町1-2-7
ユニバーサルホーム富山中央店 (有)優斗建
富山市富岡町550
設

電話番号

076-495-9010
076-422-7127

Mail

夢家工房

富山市茶屋町505-4

076-436-7841

横井電器

富山市東老田266

076-434-0731

米田技研

富山市月岡西緑町367

076-429-8734

ら行
社名（店名）

住所

(株)ライフサービス

富山市金屋2033

076-441-7773

(有)ラインスタッフ

富山市久方町13-10

076-432-6553

ラミネート・ラボ(株)

富山市草島字古川10

076-435-3344

(株)リテラシー

富山市金泉寺518

076-471-5551

り・ほーむ工房 巧

富山市経堂3-12-20ビクトリー経堂A-2

076-461-5067

(株)リモデル・コラボ

富山市二口町1-1-5

076-424-0011

菱光商事(株)

富山市金屋1634-11

076-432-1141

電話番号

Mail

わ行
社名（店名）

住所

(有)ワールド家電

富山市奥井町18-10

076-442-4165

ワイズ・デザイン

富山市茶屋町514-1-2

076-434-3338

若宮電化設備

富山市水橋石割37

076-478-1340

ワコー設備

富山市藤木2706

076-425-3437

(株)渡辺建築設計

富山市八ヶ山915

076-433-0805

(株)渡辺電設

富山市花園町1-9-5

076-421-8318

電話番号

Mail

