
支部 認定番号 更新認定者 所属店舗名  郵便番号 住　                    所 連絡先電話番号

加賀 001 白方 芳規 白方電器店 922-0673 加賀市塩屋町ロ40 0761-73-8138

加賀 002 中村 敏太郎 中村電設家電 922-0033 加賀市大聖寺法華坊町14 0761-72-0091

加賀 003 吉野 裕一 ニューイングランドよしの 922-0833 加賀市曽宇町へ甲20-4 0761-72-0407

加賀 004 谷口 忠佳 電光館　ヒガシ 922-0813 加賀市大聖寺弓町81-2 0761-72-3422

加賀 005 小中 健二 コナカデンキ 922-0265 加賀市水田丸町ト94 0761-76-3606

加賀 006 前田 一孝 ㈲邦産業 922-0421 加賀市冨塚町瓶焼2-22 0761-74-6148

加賀 007 荒谷 順市 電化のニチデン 922-0436 加賀市松が丘1-32-1 0761-73-1318

加賀 008 川渕 健太 カワブチ電器 922-0411 加賀市潮津町チ236 0761-74-7141

加賀 009 小村 準雄 ㈲コムラ電器 922-0446 加賀市塩浜町に82 0761-74-2245

加賀 010 松原 伸行 ㈱マツバラ電機 922-0124 加賀市山中温泉湯の出町レ22-2 0761-78-1558

小松・能美 011 林 外志道 ㈱伊藤電機 923-0861 小松市沖町チ32-1 0761-24-0041

小松・能美 012 本保 裕胤 ㈲ホンボ 923-0914 小松市新鍛冶町乙225-2 0761-22-5314

小松・能美 013 谷口　樹 ㈲タニグチムセン 923-0831 小松市打越町乙68 0761-21-7070

小松・能美 014 紺谷 祐二 合進電器 923-0053 小松市河田町ル111-1 0761-47-0343

小松・能美 015 加藤 憲夫 ㈱加藤デンキ商会 923-0955 小松市上本折町26 0761-22-6133

小松・能美 016 橘 靖久 電化のたちばな 923-0955 小松市上本折町182-2 0761-22-2307

小松・能美 017 新川 達也 ㈲シンカワデンキ 923-0304 小松市下粟津町ヤ52-1 0761-43-2585

小松・能美 018 高 三郎 ㈲タカデンキ 923-0964 小松市今江町8-203 0761-22-5414

小松・能美 019 西出 博之 ㈱西出電機 923-1231 能美市上開発町ニ82-1 0761-51-4800

小松・能美 020 西田 茂樹 ニシダデンキ 929-0114 能美市浜開発町丁127-2 0761-55-0503

小松・能美 021 村井 秀彰 ムライ電気 929-0124 能美市浜町カ189-1 0761-55-0369

白山・石川 022 前越 雅一 ㈱前越電化社 924-0865 白山市倉光6-2 076-276-5185

白山・石川 023 石田 哲也 電化プラザイシダ&ｉｍａｋｅLLC 924-0025 白山市蕪城2-3-6 076-275-5361

白山・石川 024 玄海 毅 でんきのパルム玄海 924-0836 白山市山島台4-13 076-274-5755

白山・石川 025 竹村 得二 ㈲タケムラ 920-2121 白山市鶴来本町4-3-16 076-273-2500

白山・石川 026 梶谷 清博 カジタニ電器 920-2146 白山市日向町ホ21-2 076-273-3008

白山・石川 027 林 浩一 ㈲林電化燃料店 920-2362 白山市別宮町ロ72 076-254-2016

白山・石川 028 大野 努 ホームトピアナルワ 920-2167 白山市部入道町ヌ41-6 076-273-3405

白山・石川 029 大野 益代 ホームトピアナルワ 920-2167 白山市部入道町ヌ41-6 076-273-3405

白山・石川 030 隅田　等 スミダ電機㈱ 929-0232 白山市美川末広町カ155 076-278-2345

金沢 031 西尾 喜美子 ニシオ電機 921-8147 金沢市大額1-304-1 076-298-2882

金沢 032 片岡 重人 綜合電化ルーム 921-8155 金沢市高尾台1-138 076-298-1643

金沢 033 佐々門 由加里 綜合電化ルーム 921-8155 金沢市高尾台1-138 076-298-1643

金沢 034 米 隆範 ヨネ電機㈱ 921-8162 金沢市三馬2-249 076-247-0369

金沢 035 川部 賢文 カワベデンキ 921-8042 金沢市泉本町4-32-1 076-242-4334

金沢 036 川部 勇 カワベデンキ 921-8042 金沢市泉本町4-32-1 076-242-4334

金沢 037 虎本 正敏 電化のとらや 921-8036 金沢市弥生3-3-24 076-244-6232

金沢 038 森 博幸 ㈲中央サンヨー 921-8036 金沢市弥生2-3-1 076-241-3121

金沢 039 荒木 弘喜 ゆうらくざ・あらよし 921-8036 金沢市弥生1-31-41 076-241-1373

金沢 040 上馬 定司 ㈱パスパレディック 921-8035 金沢市泉が丘1-18-9 076-241-1313

金沢 041 長田 泰雄 ㈱パスパレディック 921-8035 金沢市泉が丘1-18-9 076-241-1313

金沢 042 山田 俊彦 ㈱パスパレディック 921-8035 金沢市泉が丘1-18-9 076-241-1313

金沢 043 小林  大 ㈱パスパレディック 921-8035 金沢市泉が丘1-18-9 076-241-1313

金沢 044 上馬 宏司 ㈱パスパレディック 921-8035 金沢市泉が丘1-18-9 076-241-1313

金沢 045 宇野 誠一 ㈱パスパレディック 921-8035 金沢市泉が丘1-18-9 076-241-1313

金沢 046 村井 利弘 ムライ電機 921-8031 金沢市野町3-18-8 076-247-1570

金沢 047 里谷　晃 さとや電機 921-8025 金沢市増泉3-10-7 076-247-4242

金沢 048 浅野 泰司 アサノデンキ店 921-8033 金沢市寺町1-14-7 076-241-0439

金沢 049 岡田 良治 おかだ電気㈱ 921-8111 金沢市若草町7-24 076-241-0583

金沢 050 岡田 和子 おかだ電気㈱ 921-8111 金沢市若草町7-24 076-241-0583

省エネ家電製品等普及指導アドバイザー　更新認定者名簿



金沢 051 坂本 直次 ルーカス 921-8101 金沢市法島町6-29 076-243-8200

金沢 052 向井 孝信 ゆうらくざ・ござ 921-8033 金沢市寺町2-7-3 076-241-4154

金沢 053 津田 秀光 ＤＥＮＫＩ１０ 920-0966 金沢市城南2-38-4シーサイドビル１Ｆ 076-261-3285

金沢 054 津田 俊美 ＤＥＮＫＩ１０ 920-0966 金沢市城南2-38-4シーサイドビル１Ｆ 076-261-3285

金沢 055 津田 明秀 ＤＥＮＫＩ１０ 920-0966 金沢市城南2-38-4シーサイドビル１Ｆ 076-261-3285

金沢 056 佐久間 利昭 ライフページさくま 920-0967 金沢市菊川2-5-13 076-231-0671

金沢 057 屋敷 辰弘 ㈲ヨネット赤坂 920-0953 金沢市涌波3-7-8 076-222-3936

金沢 058 小蕎 康平 ㈲コソバ・リビング 920-0922 金沢市横山町1-3 076-262-0305

金沢 059 丑屋　誠 ㈲コソバ・リビング 920-0922 金沢市横山町1-3 076-262-0305

金沢 060 東　哲也 ㈲コソバ・リビング 920-0922 金沢市横山町1-3 076-262-0305

金沢 061 中立 明宏 ㈲東英電化 920-0921 金沢市材木町9-1 076-261-1363

金沢 062 中溝 敏昭 中溝電器商会 920-0923 金沢市桜町23-6 076-231-1590

金沢 063 山本　茂 あさひ電化ハウス 920-0941 金沢市旭町1-1-42 076-222-6821

金沢 064 山本 浩路 あさひ電化ハウス 920-0941 金沢市旭町1-1-42 076-222-6821

金沢 065 田崎 幸治 おがわでんき 920-1165 金沢市若松町3-172-1 076-262-1737

金沢 066 滝 利雄 タキソウケン 920-0923 金沢市桜町5-30 076-264-2555

金沢 067 英 良三 ハナブサデンキ 920-0981 金沢市片町2-26-6 076-221-4835

金沢 068 吉田 圭吾 ㈱すみれ屋商店 920-0988 金沢市木倉町3-1 076-231-4640

金沢 069 吉田 朋美 ㈱すみれ屋商店 920-0988 金沢市木倉町3-1 076-231-4640

金沢 070 村田　斉 東京テレビ 920-0918 金沢市尾山町5-6 076-221-1670

金沢 071 柏木 孝弘 カシワギ電機 921-8056 金沢市押野3-49 076-247-4386

金沢 072 柏木 信二 カシワギ電機 921-8056 金沢市押野3-49 076-247-4386

金沢 073 中田 春平 北一電気㈱ 921-8011 金沢市入江町1-613 076-291-3939

金沢 074 松下 秀成 福富電器八日市店 921-8064 金沢市八日市2-197-2 076-244-9200

金沢 075 大塚 貴史 オーツカ電機サービス 921-8001 金沢市高畠1-406 076-291-1283

金沢 076 鶴賀 博紀 つるが電機㈱ 921-8005 金沢市間明町1-263 076-291-2300

金沢 077 佐久間 直行 サクマカデン 921-8051 金沢市黒田1-143-2 076-249-1100

金沢 078 福田 外茂男 福田電機㈱ 920-0343 金沢市畝田中1-77 076-268-1723

金沢 079 福田 茂和 福田電機㈱ 920-0343 金沢市畝田中1-77 076-268-1723

金沢 080 福田 真裕子 福田電機㈱ 920-0343 金沢市畝田中1-77 076-268-1723

金沢 081 中田照雄 なかだ電化 920-0343 金沢市畝田中1-79 076-267-3168

金沢 082 若林 真一 若電㈱ 920-0059 金沢市示野町イ29-1 076-267-2238

金沢 083 清水 亮一 清水電機商会 920-0337 金沢市金石西1-28-6 076-267-0362

金沢 084 清水 逸平 清水電機商会 920-0337 金沢市金石西1-28-6 076-267-0362

金沢 085 高木 敬明 ㈱タカギ電機 920-0335 金沢市金石東3-2-9 076-268-3118

金沢 086 大崎 正博 ㈱大崎電器商会 920-0348 金沢市松村1-39 076-268-5577

金沢 087 道下 竜也 （株）ライフサワダ 920-0348 金沢市松村2-33 076-268-1174

金沢 088 清水湧喜 （株）ライフサワダ 920-0348 金沢市松村2-33 076-268-1174

金沢 089 福島 誠志 ㈲アルファー家電 920-0334 金沢市桂町へ46-1 076-268-0146

金沢 090 前田 信昭 前田電業 920-8216 金沢市直江町イ240 076-237-6065

金沢 091 小松 隆之 ㈲フットワーク 920-8218 金沢市直江北1-59 076-255-1681

金沢 092 河野　強 かわの電化サービス 920-0211 金沢市湊2-188-2 076-237-3002

金沢 093 出村 冬道 デムラデンキ 920-0226 金沢市粟崎町チ29-7 076-237-6993

金沢 094 山田 良江 ㈲メイリョウ商事 920-0271 河北郡内灘町鶴ケ丘5-1-49 076-286-1238

金沢 095 徳川 宗一 ㈲スズヤうちなだ 920-0266 河北群内灘町大根布7-125-1 076-286-2551

金沢 096 金子 茂 金子電機商会 920-0831 金沢市東山1-12-11 076-252-0081

金沢 097 上坂 裕 ㈲カミサカ 920-0022 金沢市北安江4-13-13 076-231-0994

金沢 098 広上 大一郎 ㈱ヒロカミ 920-0024 金沢市西念2-8-13 076-223-3084

金沢 099 高　修一 ㈱ヒロカミ 920-0024 金沢市西念2-8-13 076-223-3084

金沢 100 平田 晃 ニッコウ電器 920-0002 金沢市千木1-94 076-257-5140

金沢 101 井村 外美夫 東洋電波サービス 920-3122 金沢市福久町ホ28-3 076-258-1126

金沢 102 越田 龍二 向陽電器 920-3121 金沢市大場町東764-1 076-258-4561

金沢 103 前田 悟 ホクワ電化マエダ 920-3112 金沢市観法寺町ホ168 076-258-1772

金沢 104 細川 芳忠 ホソカワデンキ 920-0209 金沢市東蚊爪町ト65-4 076-238-0696



河北 105 高鳥毛 弘 ヒロシ家電 929-1126 かほく市内日角へ69-19 076-283-6738

河北 106 今村 強 今村デンキ 929-1177 かほく市白尾ロ16-1 076-283-4782

河北 107 寺本 純子 寺本電機 929-0325 河北郡津幡町加賀爪ホ22 076-288-3870

河北 108 本田 康弘 ㈲ハンズ・ホンダデンキ 929-0341 河北群津幡町津幡ハ80-1 076-289-2664

河北 109 本田 小百合 ㈲ハンズ・ホンダデンキ 929-0341 河北群津幡町津幡ハ80-1 076-289-2664

河北 110 山田 浩亨 山田家電㈱ 929-0342 河北群津幡町加賀爪二57-1 076-288-5121

河北 111 桜井 喜一 桜井電機商会 929-1215 かほく市高松ツ104 076-281-0910

羽咋 112 千田 敏久 ㈲千田電器商会 925-0015 羽咋市大川町2-103 0767-22-2017

羽咋 113 千田 あかね ㈲千田電器商会 925-0015 羽咋市大川町2-103 0767-22-2017

羽咋 114 本山 大輔 電化ショップモトヤマ 929-1414 羽咋郡宝達志水町敷波ハ125-1 0767-29-4728

羽咋 115 坂井 忍 坂井電機(株) 925-0052 羽咋市中央町サ48-2 0767-22-2203

七尾 116 田本 雅彦 たもと電器㈱ 926-0802 七尾市三島町18-2 0767-52-0061

七尾 117 元橋 吉光 ㈲元橋電機 926-0822 七尾市細口町ホ4 0767-52-4186

七尾 118 元橋 紀子 ㈲元橋電機 926-0822 七尾市細口町ホ4 0767-52-4186

七尾 119 鷹合 実知夫 たかご電機 926-0821 七尾市国分町ラ部37-1 0767-52-4086

七尾 120 坂口 直也 ㈲坂口電器商会 926-0811 七尾市御祓町ホ6-12 0767-52-0098

七尾 121 笹島 幹也 ㈱ミヤコ 926-0021 七尾市本府中町ハ30-1 0767-53-1901

七尾 122 尾田 朱美 ㈱ミヤコ 926-0021 七尾市本府中町ハ30-1 0767-53-1901

七尾 123 夛村 邦夫 クニオ電器店 926-0041 七尾市府中町226 0767-53-2056

七尾 124 渡辺 和太次 スギモリ電器 926-2101 七尾市川尻町ホ157-1地 0767-68-3969

七尾 125 横山 隆 ヨコヤマデンキ㈲ 929-1715 鹿島郡中能登町一青こ部6-2 0767-74-1721

七尾 126 横山 恵子 ヨコヤマデンキ㈲ 929-1715 鹿島郡中能登町一青こ部6-2 0767-74-1721

七尾 127 田村 秀成 ㈲テクノタムラ 929-1635 鹿島郡中能登町高畠へ13-2 0767-77-2175

七尾 128 山 多津美 ヤマデン 925-0447 羽咋郡志賀町富来領家町タ2-11 0767-42-1057

輪島 129 奥野 忠夫 ㈲アオバ電機 928-0011 輪島市杉平町鬼田75-10 0768-22-2175

輪島 130 山西 唯志 山西電機商会 928-0001 輪島市河井町1部66 0768-22-6518

奥能登 131 新出 俊樹 ㈱新出電化センター 927-1215 珠洲市上戸町北方9字114-3 0768-82-0260

奥能登 132 宮田 朋和 宮田電器商会 927-1214 珠洲市飯田町29-53 0768-82-7422

奥能登 133 宮田 智枝 宮田電器商会 927-1214 珠洲市飯田町29-53 0768-82-7422

奥能登 134 川岸 文男 川岸電機商会 927-1204 珠洲市蛸島町レ部37 0768-82-1026

奥能登 135 屋敷 良一 やしきでんき 927-1214 珠洲市飯田町15部55 0768-82-5133

奥能登 136 上谷 浩之 電遊館かみたに 927-0302 鳳珠郡能登町鵜川19-72 0768-67-1139

奥能登 137 洲崎 康朗 ㈲電化ショップすざき 927-0433 鳳珠郡能登町宇出津ム10-5 0768-62-0658

奥能登 138 田端 正士 たばた電化 927-0433 鳳珠郡能登町宇出津ム55 0768-62-2165

奥能登 139 田端 康宏 たばた電化 927-0433 鳳珠郡能登町宇出津ム55 0768-62-2165

奥能登 140 土川 重雄 土川電器商会 927-0602 鳳珠郡能登町松波10-6 0768-72-0041

事務局 141 長岡　信一 石川県電器商業組合 920-0376 金沢市福増町南1304 076-249-5297

合　計 141名 112店


