
平成31年度 石川県バリアフリー住宅改修事業者登録台帳 （2019・4・1） ＮＰＯ法人バリアフリー総合研究所

１－００４ ㈱ケア・サンエス 金沢市問屋町3-10 076-237-7217 代表取締役　高桑　幸一

１－０２５ ㈱桜町商事 金沢市桜町24-30 076-223-7888 代表取締役　宗広　道子

１－０２９ アフティーハウス㈱ 金沢市新保本4-9 076-240-7870 代表取締役　赤坂　悟

１－１５１ 喜多ハウジング㈱ 金沢市新保本3-3 076-240-1240 代表取締役　西谷　清

１－１６９ ㈱トミキライフケア 金沢市問屋町2-74 076-237-0708 代表取締役　冨木　誠一

１－１７５ ㈱メディペック 金沢市西念3-1－5 076-224-5600 代表取締役　角田　研司

２－００３ ㈱生きがい工房 金沢市福増町北717 076-259-6507 代表取締役　奥田　和也

２－００９ ㈲乾工務店 金沢市馬替3-140 076-296-2667 代表取締役　乾　文夫

２－０５１ 杉本茂則建築事務所 金沢市無量寺1－85 076-268-4246 代表　杉本　茂則

２－０６５ ㈱橋本工建 金沢市粟崎町5-27 076-238-6867 代表取締役　橋本   満

３－００６ スマイルーム前川 金沢市梅田町ホ26-1 076-258-0688 代表　前川　邦夫

３－００８ 前田ホーム2級建築士事務所 金沢市西念2-22-9 076-223-1058 代表　前田　勇人

３－０１５ ㈲嶋田工建 金沢市菊川2-24-2 076-261-0911 代表取締役　嶋田　一夫

５－００１ ㈱石森木工 金沢市増泉5-7-5 076-243-2333 代表取締役　石森　良洋

５－００３ ㈱和泉建設 金沢市上荒屋3-25-8 076-249-4737 代表取締役　和泉　康夫

５－０１０ ㈱マルヰ金沢支店 金沢市神宮寺1-18-16 076-252-0670 支店長　平野  勝英

金沢市

事　業　者　名 事　業　者　住　所 電話番号 代表者



５－０１４ ㈱ヤマシタ金沢営業所 金沢市黒田2-10 076-269-1781 所長　森　　公人

５－０１６ 石川医療器㈱ 金沢市直江東1-6 076-237-3325 代表取締役　向井　　裕

７－００４ ㈲フィット建築研究所 金沢市長町1-4-10 076-221-2878 代表取締役　中西　良成

７－００９ 鈴木建設㈱ 金沢市清川町5－3 076-241-7361 取締役社長　鈴木　規秀

８－００２ ㈱日本美装 金沢市古府西1-8 076-266-2000 代表取締役　石田  博道

８－００３ ㈲さわやか金沢 金沢市割出町718-1 076-239-3377 代表取締役　小浦　勇一

８－００５ フランスベッド㈱　　メディカル北陸営業所 金沢市上安原南100 076-269-3685 営業所長　増田　幸男

８－００７ ㈱新住宅 金沢市額乙丸町ロ257 076-296-1311 代表取締役　北川　美枝子

８－００９ 合同会社サポート プラス 金沢市薬師町ロ123-5 076-258-5099 代表社員　西　雄司

９－００２ タクト建築企画 金沢市大野町2ー33 076-254-1437 代表　銭谷   讓一

９－００４ ｵｰｸｽ㈱　ﾗｲﾌｹｱ事業部金沢 金沢市鳴和台120 076-252-4199 代表取締役社長　奥野   智之

９－００７ ㈱昭和住宅 金沢市西泉1ー165 076-242-0030 代表取締役　林   義也

９－００８ ㈱タイルパーク 金沢市横川3ー86 076-247-6533 代表取締役　土屋  隆之

９－０１１ ㈱パスパレディック 金沢市泉が丘1-18-9 076-241-1313 代表取締役　長田  泰雄

９－０１６ みづほ工業㈱ 金沢市八日市5-562 076-240-7010 代表取締役　梅谷　基樹

９－０１７ 城東建設㈱ 金沢市小立野5-2-22 076-222-8111 代表取締役　水内  健之

９－０１９ ムラジ建設㈱ 金沢市諸江町上丁436 076-265-5391 代表取締役　連   友也

９－０２０ ㈱ハヤシ創建 金沢市高尾南3-168 076-298-0001 代表取締役　林   孝子

９－０２４ ㈱ライフワン 金沢市神野1-35 076-269-0575 代表取締役　橋爪   正



９－０２５ 中越クリーンサービス㈱　シルバーサポート金沢店 金沢市赤土町カ1-31 076-267-7307 店長　小幡　尚敬

９－０２６ ㈲あおぞら住建 金沢市窪7-288 076-200-6712 取締役　長橋   正

９－０３５ ㈲姫野工務店 金沢市出雲町イ83 076-221-7156 代表取締役　姫野　博之

９－０４０ ㈲ありまつ　　介護ｼｮｯﾌﾟありまつ 金沢市有松5-2-24 076-242-8188 代表取締役　吉田　景子

９－０４１ ㈱西川建築工房 金沢市泉本町1-69 076-245-0071 代表取締役　西川　和夫

９－０４２ ㈲ライフライン福祉事業部 金沢市駅西新町2-1806 076-220-6500 代表　石垣　充

９－０４５ 加藤工務店 金沢市山王町1-1-5 076-252-6748 代表　加藤　忠男

９－０５３ 荒木木材工業㈱ 金沢市不動寺町ホ31-1 076-258-0214 代表取締役　荒木　修

９－０５４ ㈱ﾊｼﾉﾒﾃﾞｨｶﾙ金沢営業所 金沢市神宮寺3-18-28 076-214-8400 管理者　高畑　昭宏

９－０５５ ㈱アフティー 金沢市新保本4-6 076-240-7605 代表取締役　赤坂　悟

１０－００１ 北電産業㈱石川支店　ふくし百選 金沢市窪7-271 076-287-3867 代表　山田　浩一

１０－００６ ㈱シーエス・プロ 金沢市利屋町は62-1 076-214-8060 代表取締役　澤野　利春

１０－００８ ㈲イズミホーム 金沢市古府町南861-1 076-240-7272 代表取締役　小泉　正樹

１０－０１４ あさがお㈱ 金沢市武蔵町8-12 076-256-0982 代表取締役　作田　恭亮

１１－００１ 幸山建設 金沢市笠舞1-19-8 076-204-9431 代表　幸山　建士

１１－００２ 中野工業所 金沢市寺町2-11-26 076-241-6910 代表　中野　徳行

１１－０１５ ㈲中佐住建 金沢市花園八幡町ハ10-1 076-257-4003 代表取締役　中佐  明夫

１２－００３ ㈱相互建設 金沢市押野1-27 076-241-8668 代表取締役　東　　武志

１５－００１ （株）サンウェルズ 金沢市二宮町15-13 076-272-8982 代表取締役　苗代　亮達



１５－００２ スーパーハウス産業(株) 金沢市三口新町1-4-3 076-262-6088 代表取締役　野村　真理子

１５－００５ (株)堀本工務店 金沢市高柳町4-1-2 076-252-0288 代表取締役　堀本　範雄

１５－００６ 黒崎産業(株) 金沢市湊3-62 076-238-9300 代表取締役　黒崎　嘉之

１５－００７ (株)タナカ住建 金沢市額新町2-70 076-298-5150 代表取締役　田中　　修

１５－００８ (株)オレンジリブ 金沢市押野1-297-3 076-242-0018 代表取締役　中野　弘毅

１５－０１０ (株)ヤマダタッケン 金沢市久安1-411 076-245-7777 代表取締役　澤野　　恵

１５－０１２ アイリフォーム 金沢市弥生1-16-21 076-259-5704 代表　石岡　隆志

１６－００２ (有)オール・ウェイ 金沢市額新町1-21-1 076-294-2523 代表取締役　大田桐彦

１６－００３ ほそ川建設（株） 金沢市示野町西3 076-245-7777 代表取締役　細川顕司



１６－００１ ㈲平和電業社 加賀市箱宮町ム35 0761-74-0518 代表取締役　上出常義

１６－００５ （株）ミヤジマ建設 加賀市山中温泉二天町ホ40-3 0761-78-1377 代表取締役　今井　剛

加賀市



１－１０４ うのけ水道設備 かほく市宇野気2-6 076-283-2263 代表　村田　　實

１－１０８ ㈲ハサタニ かほく市高松ヤ28-3 076-281-2639 代表取締役　架谷　一市

１－１１０ ㈲山越建設 かほく市横山タ13-12 076-285-2268 代表取締役　山越　一郎

１－１３８ ㈲高田工務店 かほく市高松テ33-16 076-281-0586 代表取締役　高田　明直

１－１８４ ㈱ライフワン かほく市遠塚イ7-7 076-285-2333 代表取締役　橋爪　　正

４－００５ ㈱トモエ建業 かほく市遠塚ハ40-1 076-285-1511 代表取締役　山崎　努

５－０１３ 桜井材木 かほく市高松ソ37 076-281-2185 代表　櫻井　誠二

９－０３６ ゆうあい工房 かほく市秋浜ホ45-3 076-283-8575 代表　平田　正則

１１－００７ ㈲竹内建築 かほく市高松キ61 076-281-3590 代表取締役　竹内　伸雄

１１－０１２ ジョイハウスオカダ合同会社 かほく市遠塚ロ19-5 076-285-3101 代表社員 　岡田　正紀

１３－００５ ㈱ライフトーク かほく市遠塚ニ27－2 090-9448-3977 代表取締役　中山　康宏

１４－００３ ㈲西　建設 かほく市外日角ニ26-32 076-283-2843 代表取締役　西　義明

かほく市



１－１１４ 設計室タイム工事部空間建築 小松市北浅井町リ141 0761-22-2750 代表　西田　誠司

４－００９ ㈲拓英 小松市月津町み97 0761-44-1137 取締役　東出　千春

９－０４７ 山口ハウステクノ㈱ 小松市南浅井町イ103-5 0761-24-6022 代表取締役　山口　雅敬

１０－００７ T・H生活工房 小松市瀬領町丙77 0761-46-1440 代表　河西　秀晃

１２－００５ ㈱駒沢建工 小松市今江町6-681 0761-21-1289 代表取締役　駒澤　　茂

１３－００２ ㈱梶谷建設 小松市軽海町ツ82-1 0761-47-3311 代表取締役　梶谷　　寛

１４－００６ ㈲山本製材 小松市白山田町ロ142 0761-65-1009 代表取締役　山本　博之

小松市



１－１０３ ㈲木下工務店 珠洲市宝立町鵜飼2-51 0768-84-1284 代表取締役　木下　昭八

１－１４０ 田岸建築 珠洲市野々江町モ46 0768-82-4241 代表　田岸　寿夫

２－００５ ㈱三百苅管工 珠洲市正院町小路と55-2 0768-82-1071 代表取締役　三百苅　久

２－０４６ ㈲ふじお建築 珠洲市飯田町よ部84-5 0768-82-6145 代表取締役　藤尾　善作

２－０７５ 田保建具 珠洲市大谷町5-36 0768-87-2116 代表　田保　一夫

４－０１１ ㈱助政建設 珠洲市宝立町柏原申6-1 0768-84-1455 代表取締役　米沢　俊郎

５－００４ ㈱プロモート 珠洲市上戸町北方い33-1 0768-82-4811 代表取締役　明星　加守暢

９－０３１ ㈱サンユーワークス 珠洲市飯田町7-76 0768-82-2118 代表取締役　山口  猛

１４－００１ ㈱盤戸建築 珠洲市若山町大坊え-10 0768-82-1184 代表取締役　盤戸　一登

珠洲市



１－０６９ ㈲室塚ポンプ商会 七尾市江曽町ナ部1 0767-57-1128 代表取締役　室塚　勲

６－００４ 浜建設㈱ 七尾市小島町大開地3-13 0767-53-5513 代表取締役　浜　義信

１１－００６ 加地建築設計事務所 七尾市木町22 0767-52-3810 代表　加地　寛子

１３－００１ アーク建設㈱ 七尾市小丸山台2-117-1 0767-52-3040 代表取締役　犬嶋　広志

１６－００４ アオイ建設㈱ 七尾市本府中町ル部45-4 0767-52-2502 代表取締役　姥浦昭二

七尾市



１－０３７ ㈱清水建築 野々市市本町1-22-20 076-248-0534 代表取締役　西村　一正

１－０５４ ㈱我が家 野々市市下林4-565-1 076-248-4316 代表取締役　田尻　敏男

１－１５０ ㈲松本吉弘建築事務所 野々市市押野4-125 076-248-0063 代表取締役　松本　吉弘

７－００２ ㈱木谷プロパン 野々市市上林5-32 076-294-2711 代表取締役　神野　幹彦

９－０２７ ㈱久保建築 野々市市住吉町21-15 076-246-1213 代表取締役　久保  武徳

１１－００９ みなみ設備工業㈱ 野々市市上林5-33 076-248-3730 代表取締役　新保　良介

１２－００６ 三協テック㈱北陸 野々市市新庄2-244 076-248-6606 社長　可西　　修

１４－００７ ㈲サカガミ 野々市市新庄2-228-1 076-248-1818 代表取締役　松本ゆかり

１５－００４ (株)永井工務店 野々市市押野5-174 076-246-0003 代表取締役　永井　廣治

１５－０１３ ニルヴァーナ 野々市市本町3-6-31 076-248-2207 代表取締役　　山下　裕之

野々市市



９－００３ ㈲辰建 能美市三ッ口町12 0761-51-2872 代表取締役　東　　信治

９－０５０  信和商事㈱ 能美市緑が丘11-19 0761-51-6411 代表取締役　中田　耕一

能美市



１－０６４ ㈲ダイリカ 羽咋市大川町北新237 0767-22-1156 代表取締役　宮本　博史

１－０７６ 古沢工業㈱ 羽咋市柴垣町17-11 0767-27-1200 代表取締役　古沢　義英

１－０８３ ㈱大一家具 羽咋市大川町2-123 0767-22-0876 代表取締役　鳥越　作英

１－０８５ 道下工務店 羽咋市千里浜町ヘ187-2 0767-22-6832 代表　道下　　洋

羽咋市



１－００１ 工房みずほ 白山市成町712-3 076-275-0696 代表　山田　勝

１－０２４ 久司石油㈱ 白山市白峰ハ45 076-259-2114 代表取締役　久司　尚紀

２－０４９ ㈲建部設備 白山市白山町レ119-1 076-272-4211 代表取締役　建部　孝敏

７－００１ ㈱ハンディーエイド 白山市北安田町5244 076-275-3158 代表取締役　三津守　謙

７－０１０ ㈲田原製材 白山市出合町チ112 076-254-2316 代表取締役　田原　正樹

９－００１ カシダ建具 白山市末正町ト17-1 076-278-3232 代表　樫田 　 明

１０－００５ ㈱フジタ 白山市博労3-27 076-276-1500 代表取締役　岡田　茂

１１－００３ ㈱木村産業 白山市若宮2-25 076-276-7887 代表取締役　木村　俊夫

１１－０１０ ㈲中川設備工業 白山市宮永町357 076-275-1530 代表取締役　藤原　久平

１１－０１３ ㈲道越設備工業 白山市長屋町イ30-1 076-278-6602 代表取締役　道越　邦浩

１２－００１ 北村建設㈱ 白山市西米光町チ78-1 076-278-4080 代表取締役　北村　達也

１５－００３ 千代野建設(株) 白山市倉光6-25 076-274-2121 代表取締役　林　　哲也

１５－０１１ 北国リフォームサービス(株) 白山市出合島町616 076-220-7791 代表取締役　水口　孝之

１６－００６ (株)北国住建 白山市五歩市町485-2 076-276-5251 代表取締役　篠井　勉

白山市



１－０９１ 小阪建築 輪島市深見町69-22甲 0768-22-6852 代表　小阪　広行

２－０１２ 茶花工務店 輪島市河井町15-13-38 0768-22-1571 代表　茶花　強志

３－００７ ㈲ライフサポート 輪島市山岸町い47-2 0768-22-1500 代表取締役　関川　勇太

４－００４ ㈱上野組 輪島市河井町20-1-47 0768-22-0158 代表取締役　上野　吉夫

４－００６ ㈱田浦工務店 輪島市河井町6-21-1 0768-22-1459 代表取締役　田浦　良晴

１０－００３ ㈱宮下工務店 輪島市山本町広野前1-11 0768-22-7757 代表取締役　宮下　新市

１１－０１４ 川尻建築 輪島市杉平町下山95 0768-22-6267 代表　川尻  泰伸

１４－００４ さかした建築工房 輪島市房田町3-2 0768-23-4066 代表　坂下　　聡

輪島市



１２－００２ ㈱工藤工務店 鳳珠郡穴水町字川島ホ9 0768-52-0561 代表取締役　工藤　勝仁

穴水町



８－００６ LIVE　MAKE 河北郡内灘町白帆台1-163 076-286-2195 代表　中川　貴博

１１－００４ 新谷建築 河北郡内灘町向粟崎5-166 076-238-9438 代表　新谷　茂

内灘町



川北町

１５－００９ 北野住建 能美郡川北町舟場島ハ20 076-277-0381 代表　北野　　望



２－０２４ 横谷建設 羽咋郡志賀町赤住6-19甲 0767-32-0897 代表　横谷　泰祐

２－０３０ ㈱直海製材所 羽咋郡志賀町字直海モ－22 0767-38-1033 代表取締役　山越　節代

２－０６１ ㈲小泉工務店 羽咋郡志賀町富来地頭町6－174 0767-42-0155 代表取締役　小泉　榮樹

１４－００２ ㈲アオキ設備工業 羽咋郡志賀町仏木リ55-1 0767-37-2700 代表取締役　梅田　初雄

志賀町



１－０１６ ㈱津幡工業 河北郡津幡町字清水ア9 076-288-3255 代表取締役　村谷　哲也

２－００２ ㈱広瀬製材 河北郡津幡町字田屋イ39 076-288-1136 代表取締役　広瀬　芳則

２－０３２ ㈱岡田工務店 河北郡津幡町字能瀬ウ149 076-288-5505 代表取締役　岡田　吉広

津幡町



１－０９０ 波島商店 鳳珠郡能登町字宇出津タ字65-7 0768-62-2192 代表　橋口　由紀子

２－０７１ ㈲蔵木工所 鳳珠郡能登町字宇出津ニ12-3 0768-62-1031 代表取締役　蔵　伸廣

２－０８６ 梶設備㈱ 鳳珠郡能登町字新保2字19 0768-72-0171 代表取締役　梶　哲朗

７－０１４ 北能産業㈱ 鳳珠郡能登町字柳田仁部72-2 0768-76-1200 代表取締役　福池　正人

１４－００５ 板谷住宅 鳳珠郡能都町字宇出津新港1-47 0768-62-0019 代表　板谷　敏一

能登町



７－００８ ㈲いっちょも 羽咋郡宝達志水町子浦タ50-1 0767-29-2066 代表取締役　角　和雄

宝達志水町


