登録業者一覧
2019年5月9日更新
登録業者名
片山電気
エディオン奉還町店（神田電機商会）
池田電業株式会社
カジノン株式会社
株式会社アール・エステートサービス
株式会社山陽放送サービス
松田通信設備株式会社
株式会社 安田電化センター
株式会社Ｔ．Ｄ．Ｓ
大日電気興業株式会社
株式会社橋本電気工業所
株式会社 中国技研
株式会社 創英技研
マスプロ電工株式会社 岡山営業所
タツミ電設株式会社
アポロちぇーん田中店

住所
岡山県岡山市北区伊島町1丁目3-16
岡山県岡山市北区奉還町4丁目15-14
岡山県岡山市北区下伊福一丁目2番7号
岡山県岡山市北区番町１丁目１１番２５号
岡山県岡山市北区蕃山町3-7両備蕃山町ビル5階
岡山県岡山市北区丸の内２丁目１－１０丸の内ヒルズ６階
岡山県岡山市北区東古松507-1
岡山県岡山市北区奥田南町1-31安田ビル１階
岡山県岡山市北区青江1-1-19
岡山県岡山市北区青江１丁目１３－５４
岡山県岡山市北区青江1丁目13番55号
岡山県岡山市南区豊成3丁目17-3
岡山県岡山市南区泉田2-5-3
岡山県岡山市南区新保１１９５－７
岡山県岡山市南区新保683-7
岡山県岡山市北区田中168-116

電話番号
086-252-2948
086-253-2878
086-252-3601
086-231-9711
086-801-1555
086-235-8185
086-222-0808
086-222-3996
086-223-5100
086-232-3155
086-225-0261
086-265-5661
086-238-7339
086-224-3700
086-241-0500
086-246-3390

エクセレントコミュニケーションズ
岡山県岡山市北区田中５９７－２
株式会社Eライフサポートヨシオカ
岡山県岡山市北区平田170-113ウィンビル101
株式会社 バン・クライム
岡山県岡山市南区西市99-6
株式会社ジーシーデイ
岡山県岡山市南区当新田３７３
日本住宅サービス㈱ デジタルソリューシ岡山県岡山市北区野田１丁目１－３６グランデール野田
ョン事業部
株式会社ＳＯＳ
岡山県岡山市南区下中野901-11
山陽テレビサービス株式会社
岡山県岡山市北区今７丁目１８－５
有限会社ボルテック
岡山県岡山市北区辰巳38-106
有限会社 庄電工
岡山県倉敷市庄新町10-2-16
トモエ電器
岡山県倉敷市上東993-4
株式会社トーラス
岡山県岡山市北区白石東新町１３－１１０番地
有限会社光畑電設
岡山県岡山市北区撫川1166-2
ワールド２１妹尾店
岡山県岡山市南区妹尾201
有限会社ベタースペースアキヤマ電器設備岡山県岡山市南区妹尾４０６８－２
有限会社ヤタカ
岡山県岡山市南区箕島238-3
株式会社ソーデン社 箕島営業所
岡山県岡山市南区箕島2441-3

090-3175-5646
086-245-7077
086-242-0030
086-244-6008

株式会社パワーケーブル
株式会社 村上電工社
金子電気工業株式会社
株式会社 佐藤エンジニアサービス
タケイリ
でんきのコア早島
ワタナベデンキ
有限会社 YC Factory
東和電気工業株式会社
株式会社テック前田

086-282-8770
086-281-8060
086-296-3401
086-296-0101
090-6432-6818
086-482-1411
086-294-1118
086-253-7333
086-239-0606
086-284-5549

岡山県岡山市南区箕島2573-1
岡山県岡山市南区内尾436-25
岡山県岡山市南区藤田３６７番地
岡山県岡山市南区藤田566-156
岡山県岡山市南区藤田６５６－５９
岡山県都窪郡早島町早島1999-1
岡山県岡山市北区栢谷1077
岡山県岡山市北区津高台4丁目2056-7
岡山県岡山市北区田益1695-1
岡山県岡山市北区尾上1629-9

1/15

086-239-7883
086-244-2195
086-243-3431
086-242-6636
086-462-3598
086-462-0399
086-259-4358
086-293-3525
086-282-0487
086-281-3366
086-482-2295
086-282-3900

2019年5月9日更新
登録業者名
住所
オーロラ電化
岡山県岡山市北区尾上４００－２
株式会社大野木電気通信
岡山県岡山市北区西辛川268-5
有限会社ナカガワ 住まいるネット高松店岡山県岡山市北区高松原古才253-2
有限会社 スズエプラザ
岡山県岡山市北区三手546
川路電気工事有限会社
岡山県備前市日生町寒河2458-26
有限会社 川崎電機工業所
岡山県備前市日生町日生887-23
有限会社 宮宅電工
岡山県瀬戸内市邑久町豆田862
有限会社岡本電器
岡山県瀬戸内市長船町長船264-1
有限会社ミヨシ電工
岡山県瀬戸内市長船町福里１１９－１０
紙本電機
岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓6413
株式会社 パナ電化
岡山県岡山市中区江崎４６０－１０
株式会社ウィング坂口
岡山県岡山市南区福成１丁目166-4
三浦電器
岡山県岡山市南区洲崎1-2-8
光洋電気工事株式会社
岡山県岡山市南区築港緑町1-13-12
アポロちぇ～ん富山店
岡山県岡山市中区海吉1846
株式会社コートー電器
岡山県岡山市中区四御神１５９－８
株式会社マルワ電化
岡山県岡山市中区雄町163-1
株式会社ホープ電機
岡山県岡山市中区祇園106

電話番号
086-284-5870
086-250-7870
086-287-6121
086-239-0023
0869-72-0370
0869-72-2101
0869-22-2062
0869-66-7780
0869-26-3786
0869-34-3123
086-277-7665
086-263-2322
086-264-9148
086-263-2292
086-277-5240
086-279-1206
086-279-4151
086-275-0718

アルファデンキ
岡山県岡山市中区祇園546-8
いしだ電器
岡山県岡山市東区藤井２４７－３９
有限会社ホームコントラクター エディオ岡山県岡山市中区下509-3
ン城東店
アポロちぇ～ん藤原店
岡山県岡山市中区藤原西町2丁目1-16
有限会社ｶﾓｻｷ電業
岡山県岡山市中区海吉2154-13
岡本電器
岡山県岡山市中区倉田５２４-1
ヒガシヤマデンキ
岡山県岡山市中区平井4丁目1-1フェリーチエ１１７
小川電器
岡山県岡山市中区新京橋３丁目14-8
赤坂電気設備工事株式会社
岡山県岡山市東区西隆寺４２６
有限会社 ウエダ電気
岡山県岡山市東区西大寺北932-4
有限会社 片岡電機商会
岡山県岡山市東区西大寺中1丁目14-28
有限会社竹原電芝社
岡山県岡山市東区可知4丁目3番9号
リブタケハラ
岡山県岡山市東区松新町８１６－１
エディオン エコライフ・アリヨシ
岡山県備前市浦伊部1021-2
株式会社 杉本地星堂
岡山県備前市西片上１２６１
株式会社クサカ
岡山県備前市東片上514-22

086-275-0827
086-279-9867

有限会社 三友電器
有限会社 不二電機
有限会社船舶無線工業所
おおづち電機
うちのネコ
エディオンこうち電器
有限会社 玉野住設
株式会社近土電化ストア
有限会社 森本電機
有限会社でんきのコンドー

岡山県玉野市田井5-3－22
岡山県玉野市玉2-24-10
岡山県玉野市玉4丁目16-20
岡山県玉野市御崎２丁目11-19
岡山県玉野市迫間2193-7
岡山県玉野市長尾1377-1
岡山県玉野市長尾７６２－１
岡山県玉野市山田3186-2
岡山県美作市明見747-5
岡山県津山市小原１０１－２０

2/15

086-278-9801
086-272-0482
086-277-8505
086-276-4055
101 086-276-1556
086-273-2101
086-942-4562
086-943-5800
086-942-2448
086-942-3119
086-943-3410
0869-64-4332
0869-64-2121
0869-64-2334
0863-31-3333
0863-21-2526
0863-31-2195
0863-81-6856
0863-71-0167
0863-71-1596
0863-71-2588
0863-41-1821
0868-72-3486
090-9502-1271

2019年5月9日更新
登録業者名
住所
有限会社 田中電工
岡山県津山市小田中９４２－３２
希望電気商会
岡山県津山市二階町11
株式会社 スペック
岡山県津山市大田８２０－１９
アトム電器 津山店
岡山県津山市西新町42
有限会社 中塚電器
岡山県津山市河辺1035-5
株式会社橋本通信工業
岡山県津山市池ケ原８６７
近藤電化ストアー
岡山県津山市西吉田479-4
株式会社 櫛田電気
岡山県津山市中島232-3
服部電工
岡山県津山市高野本郷2004-2
有限会社 奈義スイチ電業社
岡山県勝田郡奈義町豊沢306-9
有限会社 森岡電機
岡山県備前市吉永町福満394
フジモトデンキ
岡山県和気郡和気町矢田283番地１
近藤電気設備
岡山県岡山市東区中尾６５４
仲原家電商会
岡山県岡山市東区西平島338
有限会社山陽電器研究所（Mdenねっと瀬 岡山県岡山市東区瀬戸町光明谷183-6
戸店）
パナックおおつか
岡山県岡山市南区西紅陽台2-58-452
宇田電器店
岡山県岡山市南区宗津925

電話番号
0868-23-5700
0868-22-2987
0868-27-2829
0868-22-2679
0868-26-1828
0868-26-1877
0868-26-2024
0868-28-2722
0868-26-0226
0868-36-3074
0869-84-2155
0869-88-0114
086-297-5461
086-297-2492

有限会社植田電工
岡山県岡山市北区建部町大田３７６３
渡辺ラジオ店
岡山県久米郡美咲町原田2147-1
有限会社 内藤電器店
岡山県美作市藤生３４０－１
誠電設
岡山県倉敷市亀山436-3
有限会社 日南電設
岡山県倉敷市大島118番地1号
有限会社 タチカワ電工
岡山県倉敷市日ノ出町２丁目４－２３
朝原家電
岡山県倉敷市水江166-1
株式会社 難波電機店 エディオン難波電岡山県倉敷市中島2158-3
機
でんきのテルテル
岡山県倉敷市茶屋町1595-4
琴海設備株式会社
岡山県倉敷市児島唐琴4-14-10
有限会社エイコ－電器
岡山県倉敷市児島上の町1-15-9
有限会社すがの電器
岡山県倉敷市児島小川5-1-63
サンタステクノ株式会社
岡山県倉敷市児島小川10-911-13
デンエー連島店
岡山県倉敷市連島町西之浦333-1
有限会社オグラ電化
岡山県倉敷市亀島2丁目13-33
デンエー水島店
岡山県倉敷市連島中央３丁目１－１３
株式会社高菱
岡山県倉敷市水島東弥生町2-19

086-722-1008
0868-66-0515
0868-75-0072
086-428-3072
086-421-2893
086-424-5887
086-465-5656

株式会社コスガデンキ
相生デンキ株式会社
株式会社 ウエストン
岡村ラジオ店
有限会社 ESTEL
フジイ電器サービス
住まいるネット笠岡住吉店
株式会社 協和電化リビングセンター
デンテック 杉本
有限会社アイエス電機

086-444-8473
086-446-7680
086-444-1610
086-522-3064
086-522-1674
0865-66-3151
0865-62-4387
0865-63-4517
0866-84-8507
0866-63-0382

岡山県倉敷市水島西寿町1-22
岡山県倉敷市水島相生町９－１
岡山県倉敷市神田1丁目１５－２１
岡山県倉敷市玉島柏島65-2
岡山県倉敷市玉島柏台3丁目1-23
岡山県笠岡市生江浜1148-1
岡山県笠岡市笠岡2418
岡山県笠岡市一番町３－２５
岡山県小田郡矢掛町小田５６６７
岡山県井原市岩倉町3875-2

3/15

086-952-2176
086-362-3322
086-362-0182

086-465-3076
086-428-9495
086-477-7291
086-473-5374
086-473-0566
086-472-6443
086-446-2155
086-446-7108
086-448-3888
086-444-8355

2019年5月9日更新
登録業者名
武南ミシン電器商会
川上ラヂオ電気商会
有限会社アキバ電器
株式会社ホクセツテクノ
備北電気工事有限会社
有限会社フタワカ電気工事
森田電器
家元電器株式会社
電化サロンおがわ
株式会社しみず
有限会社山陽ビデオ
マウントップ株式会社
有限会社 横田電器
タカウエデンキ株式会社
株式会社 金駒堂
山縣電機工業株式会社
有限会社 ミカワデンキ
ナラキデンキ

住所
岡山県高梁市本町４５番地
岡山県高梁市下町46
岡山県高梁市原田南町１１９６－１
岡山県真庭市下呰部３８４番地１
岡山県真庭市下呰部３８５
岡山県真庭市蒜山下福田263
岡山県真庭市蒜山下和1423-1
岡山県新見市新見1405
岡山県新見市唐松2977-1
岡山県浅口市鴨方町鴨方1537-6
岡山県浅口市鴨方町六条院西1303-5
岡山県総社市総社1023-1
岡山県総社市門田272-1
岡山県総社市美袋1724-1
岡山県真庭市西原３００－６
岡山県真庭市鹿田146-1
岡山県真庭市栗原766-2
広島県福山市御幸町上岩成918-3

電話番号
0866-22-2020
0866-22-2406
0866-22-7306
0866-52-2024
0866-52-2624
0867-66-2301
0867-67-2528
0867-72-2393
0867-76-1277
0865-44-5800
0865-44-2855
0866-90-2210
0866-92-3588
0866-99-1075
0867-52-0168
0867-52-3434
0867-54-0313
084-970-2710

立石電器産業株式会社
（有）佐藤電気商会
有限会社 内海電業所
宮原エアコンサービス
沖電機株式会社
藤徳電機株式会社
有木電化サービス
有限会社ホームリビング
有限会社 矢田家電
株式会社クマノ電業
有限会社神原電機店
福山電業株式会社
有限会社福岳電機商会
株式会社こんどう電器
有限会社 川口明和ナショナル松浦店
ナックまつうら
福菱電機株式会社

広島県福山市御幸町森脇160
広島県福山市横尾町1丁目17-22
広島県福山市今町4-13
広島県福山市東町1-5-17
広島県福山市城見町1-3-34
広島県福山市胡町6-1
広島県福山市神島町3-15
広島県福山市山手町7-3-10
広島県福山市山手町3丁目6-19-2
広島県福山市熊野町甲１３２７
広島県福山市藤江町6395-17
広島県福山市昭和町6-1
広島県福山市霞町1丁目6-7
広島県福山市霞町１丁目6-8

084-955-4844
084-955-0101
084-923-0817
084-931-2592
084-922-4495
084-922-1911
084-951-9176
084-952-0355
084-951-0839
084-959-0738
084-935-7310
084-922-6361
084-923-0707
084-924-2255

でんきやダンジョー
中央通信工業有限会社
有限会社 笹川店
山本電機株式会社
タジデンキまなぐら
つるみ電器
たちばな電化
株式会社 近江電設工業
有限会社 フジタ住設
タジデンキ株式会社 ＢＳタジ

パ広島県福山市川口町１丁目２０番３号

084-954-0826

広島県福山市川口町2-5-15

084-953-6560

広島県福山市瀬戸町地頭分1179-1
広島県福山市瀬戸町地頭分121-1
広島県福山市瀬戸町山北484-1
広島県福山市赤坂町大字赤坂1030-1
広島県福山市駅家町万能倉1049-9
広島県福山市駅家町倉光１３０－８
広島県福山市駅家町江良4-2
広島県福山市芦田町福田８２２－２
広島県神石郡神石高原町井関2732-2
広島県福山市神辺町道上６０７－１１

084-952-0666
084-951-5083
084-951-2355
084-951-0961
084-976-5811
084-976-5755
084-976-3335
084-958-3538
0847-85-3356
084-963-3533

4/15

2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社パナ電化
有限会社 神原電機商会
ジョイテックいしでん
原田電化
カワハラ電気有限会社
株式会社 グッド・サークル
株式会社ＴＬＣヤマネ
エディオン駅家店
中野電機
エディオン大門店
有限会社佐藤住設
株式会社ソーデン社 福山営業所
有限会社ドリーム アトム電器福山南店
アイ・サービス社
永和電設有限会社
共伸電業有限会社
村井電機商会
（有）松井住設

住所
広島県福山市神辺町下御領254-4
広島県福山市神辺町川北473-1
広島県福山市神辺町川南６２２－２
広島県福山市神辺町新徳田２５３－３
広島県福山市神辺町新徳田二丁目168-1
広島県福山市加茂町下加茂18-1
広島県福山市加茂町下加茂553-5
広島県福山市駅家町法成寺106-7
広島県福山市加茂町芦原５２５－２
広島県福山市大門町１丁目３７－３３
広島県福山市卸町７番１１号
広島県福山市新涯町1丁目6-46
広島県福山市新涯町５丁目１４番４３号
広島県福山市新涯町四丁目１２－２９－１
広島県福山市明神町１丁目3-4
広島県福山市東手城町１丁目２６－３９
広島県福山市日吉台1-18-15
広島県福山市日吉台1丁目11-15

電話番号
084-966-1796
084-962-0889
084-963-7900
084-962-1448
084-963-6223
084-972-6611
084-972-3161
084-972-3763
084-972-6510
084-941-2488
084-954-6959
084-981-2281
084-981-1260
084-953-8434
084-931-5631
084-943-2299
084-943-2241
084-941-7745

有限会社 高屋電機サービス
株式会社フジイ家電
栗原電化ハウス
㈱日進商会
高垣デンキ産業株式会社
向井電気産業
有限会社槙電化センター
有限会社 赤松宏望商店
ハートフル電器有限会社
有限会社アイカ電機
エディオン エボシ電器
有限会社 旭光無線商会
こさこ電気
株式会社でんきのみやま
有限会社 森生電器商会
株式会社 ヨシムネ電化
村田電器

広島県福山市南蔵王町２丁目26-32
広島県福山市東深津町1-11-14
広島県尾道市栗原町2-7
広島県尾道市久保１丁目３－２９
広島県尾道市山波町716-8
広島県尾道市新高山２丁目2631-153
広島県尾道市新高山3丁目1170-229
広島県尾道市百島町1274番地
広島県尾道市向島町551番地
広島県尾道市向島町5580-62
広島県尾道市向島町9012-4
広島県尾道市美ノ郷町三成2003番地-1
広島県尾道市美ノ郷町三成1599-1
広島県尾道市御調町神１４９−１
広島県世羅郡世羅町西上原545-3
広島県世羅郡世羅町西上原５６２
広島県尾道市因島土生町490-7

084-926-1058
084-926-0135
0848-22-2734
0848-37-8241
0848-37-2653
0848-46-3895
0848-44-5331
0848-73-2810
0848-44-0920
0848-44-5236
0848-44-6887
0848-48-0449
0848-48-3688
0848-76-1122
0847-22-1293
0847-22-0444
0845-22-2878

グー：スポット ノノシタ
内海エンジニアリング株式会社
平岡電機商会
宇根電器商会
有限会社アローデンキ
株式会社鶴田電設コンサルタント
オカダエンジニアサービス
かたしま電化センター
ホテハマデンキ
ホーム電器

広島県尾道市因島田熊町１１７１-5
広島県尾道市瀬戸田町沢226-6
広島県福山市内海町474-5
広島県三原市円一町3丁目１４－９番地
広島県三原市港町２丁目３－２０
広島県三原市宮浦６丁目３－２３
広島県三原市皆実５丁目８－１
広島県三原市新倉2丁目9-20
広島県竹原市吉名町5126-14
広島県竹原市竹原町3646-10

0845-22-7214
0845-27-3457
090-4656-1421
0848-62-3272
0848-62-2730
0848-63-0383
0848-36-6070
0848-66-6720
0846-28-0350
0846-22-3560
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2019年5月9日更新
登録業者名
住所
尾原デンキ株式会社
広島県竹原市中央3-5-1
電化ショップこもと
広島県豊田郡大崎上島町中野４３６９番地
亀田電機商会
広島県豊田郡大崎上島町中野5588-1
エディオン 浜田電機
広島県豊田郡大崎上島町木江５０６７－１７
有限会社府中電機工業所
広島県府中市鵜飼町592
おかもと電器
広島県府中市鵜飼町595-1
さがた電器
広島県府中市元町100-7
猪木電器店
広島県府中市元町472-7
立石電器産業株式会社
広島県府中市元町４２４-１８
タジデンキ株式会社
広島県府中市府中町２６－１
パナックくわだ
広島県府中市府中町654-3
アラキ
広島県府中市中須町25-6
フジタ電器
広島県府中市高木町５６７－1
(有)石岡電機店
広島県府中市栗柄町3115-3
株式会社たけだ
広島県庄原市西本町三丁目１－３５
有限会社 オダデンキ
広島県三次市十日市南6-1-7
光栄電工株式会社
広島県三次市三次町４６－６
有限会社 オダデンキ布野店
広島県三次市布野町上布野２１２５－３
有限会社 小川家電サービス（エディオン広島県福山市松永町4-12-24
小川家電）
山口電機
広島県福山市松永町三丁目26-8
井ノ原 電器
広島県福山市高西町1丁目13番17号
野島電機商会
広島県福山市柳津町2丁目9番13号
石井電器産業
広島県福山市東村町２３４４番地
瀬戸田電気株式会社
広島県福山市新市町大字戸手593-2
山内電設工業
広島県福山市新市町相方293
タカギ電化
広島県福山市新市町新市325-1
岡村電器店
広島県福山市新市町宮内336-6
古城電気工事
広島県府中市上下町上下２０７１
加藤ラジオ店
広島県三次市吉舎町吉舎562-2
有限会社 ムカイハマ
広島県三次市三良坂町三良坂775
有限会社寺山電設
広島県世羅郡世羅町黒川1622-1
溝上電機商会
広島県世羅郡世羅町下津田５８１－１４
有限会社 キムラデンキ
広島県広島市中区東平塚町11-6
中島電業株式会社
広島県広島市中区東平塚町8-21

電話番号
0846-22-2388
0846-64-2061
0846-64-2111
0846-62-0143
0847-45-4391
0847-49-6178
0847-45-8017
0847-41-3542
0847-45-4238
0847-41-4087
0847-41-4179
0847-52-6000
0847-45-2030
0847-45-4558
0824-72-2178
0824-63-0506
0824-62-5576
0824-54-2754

シンセイ株式会社
中国電設工業株式会社
株式会社 国栄電気商会
有限会社 小椋電機商会
有限会社 山本通信工業
有限会社 広島東報工事
有限会社 パナックこうぶんどう
橋本燃料株式会社
堤電工株式会社
デンユー

082-241-9244
082-241-0111
082-232-3381
082-293-1122
082-241-0010
082-244-3533
082-234-1059
082-291-1849
082-873-7822
082-877-4208

広島県広島市中区南竹屋町7-17
広島県広島市中区千田町3-10－5
広島県広島市中区本川町二丁目5-11
広島県広島市中区西十日市町10-13
広島県広島市中区吉島新町２-２２－１４
広島県広島市中区光南6-3-1
広島県広島市中区江波二本松2丁目1-22光ビル101
広島県広島市中区河原町12-23
広島県広島市安佐南区八木9丁目20-10
広島県広島市安佐南区川内4丁目16-10

6/15

084-933-5025
084-934-6195
084-933-3592
084-933-4263
090-9508-0268
0847-52-6060
0847-52-2169
0847-51-3661
0847-51-3213
0847-62-2563
0824-43-2147
0824-44-2020
0847-37-1360
0847-39-1457
082-241-0472
082-243-1122

2019年5月9日更新
登録業者名
住所
TOP緑電化
広島県広島市安佐南区緑井2丁目12－1
シャープマーケティングジャパン株式会社広島県広島市安佐南区西原2丁目13番4号シャープ広島社屋
カスタマーサービス社 中四国サービス
生活あんど館 でんき館
広島県広島市安佐南区西原1-7-15村上住宅
株式会社ワンストップサポート 広島営業広島県広島市安佐南区西原２-１３－４シャープ広島ビル
所
２階
真田電工
広島県広島市安佐南区西原６丁目１４－３２－５木造住宅
田中電化設備
広島県広島市安佐南区中筋３丁目９－１８－３
島根電工株式会社 広島支店
広島県広島市安佐南区大町東3丁目19-6
有限会社土井電工
広島県広島市安佐南区大町西1丁目3-60-7
イーワークス株式会社
広島県広島市安佐南区長束4丁目4-25
リビング長神
広島県広島市安佐南区長束二丁目10-5
宝永電機
広島県広島市安佐南区長束西1-34-11
株式会社TOPヨコタ
広島県広島市安佐南区長束西2丁目11-16荒槙ﾋﾞﾙ101号
旭建産業株式会社エディオン祇園三丁目店広島県広島市安佐南区祇園３丁目14-31
株式会社 アクティス
広島県広島市安佐南区祇園4丁目51-26
沖田電器産業有限会社
広島県広島市安佐北区亀山3丁目1-57
有限会社 輝電設
広島県広島市安佐北区可部町大字綾ケ谷２２９４番地
冨本電機商会
広島県安芸高田市吉田町吉田1013

電話番号
082-879-3677

メイコウおおつぼ
広島県山県郡北広島町吉木2405
エディオン千代田店
広島県山県郡北広島町有田1532番地
広森電機
広島県山県郡北広島町後有田1723-8
竹岡電気工事
広島県山県郡北広島町田原457
山下電機
広島県山県郡北広島町東八幡原２６１－１
株式会社 正堂
広島県広島市安佐南区伴東5丁目17番21号
有限会社メディアモービル
広島県広島市安佐南区伴東7-36-8
株式会社中国ネット
広島県広島市安佐南区伴中央４丁目１３番３２号
電化ショップあさひ
広島県広島市安佐北区あさひが丘3丁目11-1
UEDA工業
広島県広島市安佐北区安佐町くすの木台12番地25号
熊野電設
広島県山県郡安芸太田町大字穴９２５ー６
有限会社ササキデンキ エディオン熊野店広島県安芸郡熊野町出来庭5丁目1-10
株式会社 ハネモト電機
広島県安芸郡坂町坂西1-24-6-1
有限会社坂ラジオ店
広島県安芸郡坂町坂西一丁目７番１号ウインディさか
トイシバ電機
広島県安芸郡坂町小屋浦二丁目４５番９号
エディオン 石内店
広島県広島市佐伯区五日市町石内5845-1
パナライフ 免出電機
広島県広島市佐伯区八幡４-9-21
広島県広島市佐伯区五日市駅前三丁目５－３５ＭＲビル
株式会社 アイプラザムラオ
１Ｆ
有限会社 谷本電機
広島県広島市佐伯区五日市中央一丁目1-38
古川電機株式会社
広島県広島市佐伯区海老山町４－２５
春日電器
広島県広島市佐伯区楽々園４-13-21
有限会社アイランド
広島県広島市佐伯区三筋３丁目２－２５
有限会社 エイブイテクノ平和
広島県広島市東区戸坂桜西町3-6
有限会社モリタ電工
広島県広島市東区戸坂桜上町10-6
(有)戸坂平和電機
広島県広島市東区戸坂千足2-6-16
電化センターダイワ戸坂店
広島県広島市東区戸坂南2丁目8-6
有限会社戸坂光文堂
広島県広島市東区戸坂出江1丁目1番1３号下前田ビル１階

0826-84-1375
0826-72-5753
0826-72-2130
0826-82-3901
0826-37-0432
082-848-2340
082-849-5881
082-848-4666
082-838-0093
090-8240-9599
0826-23-0331
082-854-5511
082-885-0066
082-885-0122
082-886-8260
082-941-3298
082-928-0833

7/15

082-874-4649
082-874-4300
082-850-2881
082-875-3137
082-879-3112
082-870-3864
082-876-2170
082-239-3096
082-239-1658
082-239-5761
082-238-4441
082-555-2585
080-1931-8663
082-815-4520
082-815-2566
0826-42-0158

082-922-3370
082-922-3431
082-922-1166
082-921-4160
082-921-0352
082-229-1761
082-229-2118
082-229-2257
082-229-5026
082-229-1051

2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社ウエムラデンキ
株式会社 マツシマ電器
TOP岡電機商会
エディオン段原店 有限会社のだデンキ
株式会社 立芝
DXアンテナ株式会社

広島支店

マスプロ電工株式会社 広島支店
サン電子株式会社 広島営業所
エディオン横川店
㈲伸陽電化設備
田山電機工業株式会社
ジャトー株式会社 中国営業所
株式会社デンキョウ
株式会社中国光洋
日本サンライズ株式会社
日本アンテナ株式会社 広島営業所
株式会社平岡

住所
広島県広島市東区中山南1-5-33
広島県広島市東区福田4-2032-5
広島県広島市上温品１丁目6番19号垣坂ビル１F
広島県広島市南区段原２丁目１３－１１ONビル１F
広島県広島市西区楠木町2丁目4番3号
広島県広島市西区楠木町3丁目13-4カルチェ・ヴェールS棟
204
広島県広島市西区三滝町９－１１エトワール三滝 １Ｆ
広島県広島市西区大宮3丁目1-4
広島県広島市西区横川町二丁目5-5エポイスペースビル
広島県広島市西区中広町1丁目10番5号
広島県広島市西区上天満町5-6
広島県広島市西区天満町9番1号
広島県広島市西区小河内町2丁目1-33パティオ朋来居1階
広島県広島市西区小河内町二丁目１６－１５
広島県広島市西区南観音６-６－２７
広島県広島市西区南観音６丁目２－２２
広島県広島市西区庚午中１丁目１３－９

株式会社信用電機
広島県広島市西区庚午南一丁目34-2
株式会社アボアエンジニアリング
広島県広島市西区草津東１丁目５－１２
株式会社プレディック
広島県南区皆実町4丁目9-21
株式会社レッツ
広島県広島市南区仁保新町2-1-25プロヴァンスエクラ3Ｆ
Bell シノノメ
広島県広島市南区仁保新町２丁目１０番２４号
株式会社ケンコウ
広島県広島市南区仁保4丁目13番9号
デンキのＤＯＨＡＲＡ
広島県広島市南区旭１丁目１４－８保田ビル１Ｆ
モリデンキ
広島県広島市南区霞２丁目４－８
株式会社トップ
広島県広島市南区北大河町１５－５
株式会社 ニックス 電気通信事業部
広島県安芸郡府中町八幡１丁目１５－１０
(有)奥本電気
広島県安芸郡府中町柳ケ丘1-12
有限会社 イケベ
広島県安芸郡府中町桃山1丁目15-13
ダイオー電機
広島県安芸郡海田町南幸町7-10
梶川電機株式会社
広島県安芸郡海田町南昭和町1-28
株式会社 長山電気商会
広島県安芸郡海田町稲荷町９―１７
平和電機株式会社 海田店
広島県広島市安芸区船越５丁目30-21
金子電器 安達店
広島県広島市安芸区船越南３丁目7ー33
有限会社川手電機商会 エディオン矢野ニ
広島県広島市安芸区矢野南１丁目19-36
ュータウン店
フジムラ デンキ
広島県呉市阿賀中央2丁目３－１３
有限会社電化シティー呉
広島県呉市阿賀中央3丁目１番7号
フジイ電器
広島県呉市清水１丁目５－１９
山電株式会社
広島県呉市本通６丁目２－１３
谷口電機産業株式会社
広島県呉市中通4-10-3
有限会社光電機商会
広島県呉市中央7丁目1番22号
㈲アラハナ電機
広島県呉市朝日町17-1
アトムテック
広島県呉市上平原町6-3
有限会社パナピットサンケアよしだ
広島県呉市広中新開2丁目14-41
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電話番号
082-289-7106
082-899-3939
082-508-6171
082-262-3023
082-230-3711
082-237-5331
082-230-2351
082-239-3031
082-297-1011
082-294-8056
082-554-5568
082-503-4405
082-297-6806
082-296-4649
082-293-3388
082-292-2747
082-557-7918
082-271-6933
082-271-4511
082-254-1174
082-890-3050
082-281-5742
082-569-7533
082-255-7004
082-255-3737
082-255-4441
082-890-3313
090-3744-1687
082-510-5640
082-822-8826
082-822-2010
082-822-3527
082-822-4644
082-824-5963
082-889-5530
0823-71-9400
0823-71-4190
0823-25-1475
0823-23-8855
0823-21-5549
0823-25-1252
0823-24-2345
0823-69-0013
0823-74-6044

2019年5月9日更新
登録業者名
檜電機
(有)わき電化
パナピット ヒット電機
平岡防災
有限会社 電化ショップユー
エディオン西村電器
田村商店
エディオン辰川店
ハタテレビ商会
有限会社西山電器
デンキのくさだ
有限会社米澤電器商会
有限会社 大下デンキ
出木谷電設
エデイオン安浦安登店でんきのイコマ
中野電器
小浦電機店
くに電

住所
広島県呉市広本町1-2-22
広島県呉市広本町1丁目9-16
広島県呉市広本町2丁目13-35
広島県呉市広多賀谷1丁目8-20
広島県呉市仁方西神町1-19
広島県呉市仁方中筋町1-2
広島県呉市蒲刈町向2862
広島県呉市西辰川2丁目11-22
広島県呉市三条1丁目8番24号
広島県呉市天応大浜2-1-45
広島県呉市焼山桜ヶ丘1-６－２
広島県呉市焼山中央2丁目8-18
広島県呉市音戸町波多見１丁目３６－３
広島県呉市安浦町中切1217
広島県呉市安浦町安登西5丁目3-7
広島県呉市川尻町西１丁目3-5
広島県呉市川尻町東3丁目9-27
広島県廿日市市佐方１-１３－１７

電話番号
0823-72-2255
0823-72-4707
0823-71-8113
090-7133-5387
0823-79-5991
0823-79-1181
0823-68-0067
0823-21-8473
0823-23-1012
0823-38-0757
0823-33-0177
0823-33-2572
0823-51-0074
0823-84-3291
0823-84-3007
0823-87-3080
0823-87-2326
0829-32-1411

佐々木電気株式会社
佐々木電気株式会社 工事部
川口電化サービス
有限会社コンドーデンキ
パナライフヤナイ
パナライフワタナベ
有限会社河野電気商会
藤竹電化
株式会社橋詰電設
株式会社 内藤電機
有限会社 ミヨシ電器
有限会社ウエシマ
有限会社 スヤマ電化
山田電子
田中電器商会
パナライフくろだ
高橋電機 向原

広島県廿日市市新宮１丁目１３－２０
広島県廿日市市串戸２-８－６
広島県廿日市市宮内2090-7
広島県廿日市市宮内1丁目１１－２
広島県廿日市市地御前北1丁目９－２２
広島県廿日市市地御前北二丁目２６ー１０
広島県廿日市市津田2724-4
広島県東広島市西条町吉行541-1
広島県東広島市西条朝日町13-5
広島県東広島市八本松東3丁目5-10
広島県東広島市八本松飯田5-11-14
広島県東広島市志和町志和堀3286-1
広島県廿日市市対厳山1-11-13
広島県廿日市市 大野中央２丁目３－２
広島県廿日市市塩屋1丁目1-60
広島県大竹市晴海１丁目４－３１
広島県安芸高田市向原町坂１４３－１

0829-31-0116
0829-31-1759
0829-39-3740
0829-39-1565
0829-39-5013
0829-39-5521
0829-72-0346
090-2008-3717
082-422-3055
082-428-0010
082-428-6222
082-433-2114
0829-56-2557
0829-55-0177
0829-55-0102
0827-57-7338
0826-46-2118

株式会社マルミ
大成ナグバス株式会社
武田デンキ
株式会社ソ－デン社広島営業所
有限会社 東洋
株式会社 武田電設
有限会社 木下商事
有限会社 日名田電文堂
有限会社 高屋電器
有限会社 児玉電機

広島県広島市安佐北区落合２丁目２０－３
広島県広島市安佐北区落合一丁目２番３０号
広島県広島市安佐北区口田南４丁目１４－３
広島県広島市安佐北区深川8-365-1
広島県広島市安佐北区小河原町102
広島県安芸高田市高宮町佐々部33-3
広島県安芸高田市高宮町来女木872
広島県東広島市高屋町造賀2771-6
広島県東広島市高屋町杵原1107-1
広島県東広島市高屋町白市497-1

082-845-0321
082-845-2868
082-843-2334
082-845-2220
082-840-3220
0826-57-1690
0826-57-1264
082-436-0013
082-434-0576
082-434-0344
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2019年5月9日更新
登録業者名
住所
有限会社 上西電化
広島県東広島市高屋高美が丘2丁目8-1
有限会社イトウ電器 （エディオン高屋店広島県東広島市高屋町中島451-1
）
有限会社 川﨑電気商会
広島県東広島市河内町中河内７０７－４
エディオン 電気柄
広島県東広島市安芸津町三津4133-1
有限会社 パナックみなみ
広島県東広島市安芸津町三津4375-7
有限会社 イリヱ電器
広島県東広島市安芸津町風早１４７５－５４
有限会社コウノ電設
広島県東広島市黒瀬町宗近柳国397-37
有限会社ＦＭＴエンジニアリング
山口県岩国市元町1丁目9-53
オオバ電子(エディオン今津店)
山口県岩国市今津町2-17-27
中原電化株式会社
山口県岩国市今津町５丁目8-30
株式会社アイ・キャン
山口県岩国市山手町1丁目17-3
小田 商会
山口県岩国市山手町1丁目2－10
エビスヤ電器
山口県岩国市山手町2丁目5-8
(有)イーライブ竹島電機
山口県岩国市中津町1丁目20-19
有限会社 藤中電器
山口県岩国市通津3887－7
エディオン北河内店
山口県岩国市下４４４-１
エディオン美川店
山口県岩国市美川町四馬神1052-11

電話番号
082-434-0511

有限会社 米沢商会
有限会社記井電器
品川電機商会
有限会社なかのでんき
有限会社 清水電機
有限会社 モーリ通電
モリモト電器
クリタ電器
株式会社ファスコム
株式会社ますだ
有限会社カツラ無線
ヨシデン２１
石川電器
有限会社堀内電器
さんでんか周東店
パルレ エムエム
あかり電気株式会社

山口県岩国市本郷町本郷１５９９
山口県岩国市錦町府谷1722-1
山口県岩国市錦町広瀬1061番地
山口県岩国市由宇町中央1丁目7-14
山口県岩国市岩国２－７－３６
山口県岩国市関戸1丁目104-9
山口県岩国市小瀬593-2
山口県柳井市山根×28－12
山口県柳井市山根27-17
山口県柳井市土手町２番２２号
山口県柳井市中央2-8－30
山口県柳井市中央３丁目１５－３５
山口県岩国市周東町祖生7762
山口県岩国市玖珂町779-1
山口県岩国市周東町下久原831-1
山口県熊毛郡平生町大字平生村766-12
山口県熊毛郡平生町大字竪ヶ浜848番地5

0827-75-2321
082-772-2745
0827-72-2740
0827-63-0108
0827-41-1230
0827-41-3965
0827-53-2058
0820-22-0410
0820-23-4441
0820-22-1358
0820-22-0536
0820-22-1413
0827-85-0829
0827-82-3200
0827-84-4989
0820-56-6929
0820-56-1917

協立電装
竹林電化有限会社
有限会社 ひらお電機
サウンドショップせと
パルレ ひろ
（有）吉田電器商会
まつみやでんき
田中電機商会
株式会社 タムラ商事
エディオン室積店 有限会社
キ

山口県熊毛郡平生町宇佐木935-12
山口県熊毛郡平生町大野北29
山口県熊毛郡平生町大野南97-8
山口県熊毛郡平生町佐賀１５９９－１
山口県熊毛郡田布施町波野195-1
山口県熊毛郡田布施町波野332-21
山口県熊毛郡田布施町大字宿井1122-10
山口県大島郡周防大島町西屋代2612-21
山口県光市室積４丁目１０―５

0820-56-7691
0820-56-4700
0820-56-3668
0820-58-1723
0820-52-3810
0820-52-2255
0820-52-1081
0820-74-2073
0833-78-0869

ヨシイデン山口県光市室積松原5-3
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082-434-0506
082-437-1103
0846-45-0270
0846-45-3514
0846-45-2738
0823-82-5184
0827-23-6701
0827-22-2302
0827-21-1454
0827-22-5678
0827-21-7177
0827-21-8021
0827-22-6822
0827-38-1055
0827-37-0388
0827-76-0879

0833-78-0213

2019年5月9日更新
登録業者名
テシマ電機
エディオン ニューデンキのかど
株式会社ヨシオカ電化センター
株式会社下松無線
有限会社丸富電気商会
有限会社 大島機工
有限会社スガデンキ
有限会社 パナック くにかね
ヤマト電器
株式会社 イタミ
株式会社 電装
山一電設株式会社 周南事業所
エディオン土田デンキ
キシデンキ
三光電機商会クニサワ店
有限会社 宮川電工
電化サロン HIRASHIMA
株式会社 久和勘商会

住所
山口県光市大字小周防２１８８－１
山口県下松市大字東豊井1437
山口県下松市桜町3丁目15-28
山口県下松市藤光町２丁目１３番２０号
山口県周南市本町１丁目４０番地
山口県周南市相生町１丁目２３
山口県周南市須々万本郷2657-4
山口県周南市大字須々万本郷329-2
山口県周南市大字安田601-2
山口県周南市鼓海２丁目１１８－７１
山口県周南市楠木1-9-11
山口県周南市三笹町２６－１３
山口県周南市富田3073-2
山口県防府市上天神町10-17
山口県防府市佐波１丁目３－３４
山口県防府市高倉1丁目17-11
山口県防府市三田尻１丁目４－５
山口県防府市自力町8-21

電話番号
0833-77-3772
0833-41-3018
0833-41-3855
0833-41-0538
0834-21-0515
0834-21-6232
0834-88-0710
0834-88-1216
0833-91-0750
0834-26-1188
0834-28-2220
0834-63-8001
0834-62-3467
0835-22-0843
0835-22-4107
0835-22-8296
0835-22-5236
0835-22-6100

共同電気工事店
有限会社 西京電子
藤中電気設備
有限会社 澤崎商店
(有)西村電器商会
協和有線株式会社
(有)サエキ電器
有限会社山口電工
協同電機株式会社
有限会社 西平電気商会
はたのでんき
大加瀬電機有限会社
中島電機
株式会社セブンシステム
イシモト 電機
株式会社黒崎電器
株式会社チャッピィー

山口県防府市大字田島849
山口県山口市鋳銭司3028-1
山口県柳井市神代990-17
山口県下関市長崎町1丁目１０－４
山口県下関市豊田町矢田270-10
山口県下関市小月幸町12-26
山口県下関市勝谷新町1-８－１０
山口県下関市勝谷新町３丁目１６－２８
山口県下関市楠乃2丁目438-4
山口県下関市生野町2丁目13-9
山口県下関市新垢田南町1丁目10-1
山口県下関市長府土居ノ内町3-7
山口県山口市桜畠２-９－１４
山口県山口市惣太夫町 5-35
山口県山口市糸米1丁目７－４０
山口県山口市大内矢田北五丁目5－3
山口県山口市平井791-1ヤマタク平川ビル２－１

0835-38-4259
083-986-3172
0820-45-3386
083-222-6609
083-766-0026
083-283-1320
083-256-2342
083-263-1132
083-256-9471
083-253-1406
083-254-1754
083-245-0714
083-922-3628
083-921-7707
083-925-8368
083-927-0412
083-924-3370

株式会社 生田
有限会社 パナックかわもと
有限会社 上田電機
株式会社 アダチ
ふくでん
有限会社ミツワ電器
有限会社 坂井電工社
エディオン錦町店
前村電気工事株式会社
ぱわっと宍戸野中店

山口県山口市小郡下郷２２５２
山口県美祢市美東町大田5840-1
山口県美祢市美東町大田5949-2
山口県山口市江崎791-13
山口県山口市秋穂東７４１５－３
山口県宇部市亀浦２-４－１
山口県宇部市明神町１丁目４－３
山口県宇部市錦町９－１９
山口県宇部市神原町２丁目８－５１
山口県宇部市野中1丁目3-19

083-972-0039
0839-62-0189
083-962-0575
083-989-3668
0839-84-2516
0836-31-6441
0836-32-1555
0836-31-5670
0836-31-3555
0836-34-3944
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2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社松田電業社
株式会社 鶴谷秀電社
有限会社ノグチ電器
山口テレコム株式会社
有限会社永谷テレビサービス
有限会社イエス電器かざみ
ぱわっとワールド上条店
かわとうミシン電機商会
株式会社コウコウ電器
有限会社 大和電化センター
桑原ミシン電機商会
有限会社 光栄商会
有限会社たなか電機
有限会社 白井電機
(有）ふれあいらんどなかの
山角電気設備
有限会社 三輪無線
藤井電気工事

住所
山口県宇部市寿町２丁目７-8
山口県宇部市東琴芝一丁目１番４６号
山口県宇部市東梶返一丁目4-16
山口県宇部市鍋倉町6番6号
山口県宇部市西岐波７２４－１１
山口県宇部市今村南二丁目６－７
山口県宇部市上条４丁目５番６号
山口県山陽小野田市住吉本町1丁目4番38号
山口県山陽小野田市大字鴨庄11番地6エディオン厚狭店
山口県萩市吉田町8-4
山口県萩市津守町34－8
山口県萩市唐樋町３７番地
山口県萩市椿2376番地3
山口県美祢市大嶺町東分361-8エディオン美祢店
山口県萩市大字須佐4462-1
山口県長門市東深川1860-1
山口県長門市仙崎1302-22
山口県長門市仙崎２６３８

長門テレコム株式会社
山口県長門市日置中10758-208
にしじま家電ネットワーク
山口県長門市油谷新別名934-4
有限会社マツダ電機
山口県下関市豊北町大字滝部3699番地
ヤマシタ電器
山口県下関市豊浦町川棚1474-3
小田電化サービス
山口県下関市豊浦町川棚７１００－１
有限会社 北浦電工
山口県下関市豊浦町大字川棚１５８９番地
フクダ電機
山口県下関市豊浦町小串1916-2
河内電器商会
山口県下関市豊浦町吉永660-33
有限会社サンエス
山口県下関市永田本町一丁目5-18
有限会社 山本電工
山口県下関市横野町2丁目10-281
(有)オカダデンキ
鳥取県鳥取市浜坂３１２－１３
尾脇電機株式会社
鳥取県鳥取市片原1丁目114
株式会社ウシオ
鳥取県鳥取市二階町1丁目117番地
小林産業株式会社 電器部
鳥取県鳥取市川端2-219
オオクラデンキ
鳥取県鳥取市立川町１丁目12
有限会社 家電のきのした
鳥取県鳥取市国府町宮下242
ナイスハートヤオタニ 八百谷商事有限会鳥取県八頭郡八頭町郡家635-1
社
門村電器店
鳥取県八頭郡若桜町大字若桜１２１３－３
有限会社 星無線
鳥取県鳥取市吉方温泉１丁目566
私都電気工事
鳥取県鳥取市雲山221－47
中央家電株式会社
鳥取県鳥取市大覚寺１７６－１３
美保家電
鳥取県鳥取市大覚寺183-30
株式会社 中国電波設備
鳥取県鳥取市千代水３-９０
山口電業株式会社
鳥取県鳥取市南安長一丁目２３－１０
竹森電気工事有限会社
鳥取県鳥取市湖山町北２丁目６２２
有限会社高木電器
鳥取県鳥取市湖山町北6丁目209番地
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電話番号
0836-21-9288
0836-31-6185
0836-31-4366
0836-21-5939
0836-51-5005
0836-51-1892
0836-33-1156
0836-83-2284
0836-72-1148
0838-25-1204
0838-22-1184
0838-22-0554
0838-25-3843
0837-53-0799
0838-76-2380
0837-22-4356
0837-26-0622
0837-26-1762
0837-37-4501
0837-32-0023
083-782-0213
083-772-3433
083-774-0935
083-772-3588
083-772-2918
083-772-0782
083-286-2801
083-258-1521
0857-24-2863
0857-23-0841
0857-23-2222
0857-22-5412
0857-26-6962
0857-22-7056
0858-72-0016
0858-82-0144
0857-22-5757
0857-23-0717
0857-23-2390
0857-26-0917
0857-28-5187
0857-22-2265
0857-31-1101
0857-28-1575

2019年5月9日更新
登録業者名
住所
カドヤ電設株式会社
鳥取県鳥取市湖山町東4丁目101番地
日海通信工業株式会社 鳥取支店
鳥取県鳥取市湖山町南３丁目２７７－２
オギハラ電器有限会社
鳥取県鳥取市河原町河原７２－１０
三浦電気
鳥取県鳥取市桂見435-55
門脇電気
鳥取県鳥取市桂見657－55
株式会社 エナテクス
鳥取県倉吉市清谷町2丁目73番地
たけだ電気
鳥取県倉吉市関金町大鳥居37-14
モリキ電器
鳥取県東伯郡湯梨浜町上浅津
４８５番地
パナックだいでん
鳥取県東伯郡湯梨浜町田後306-4
有限会社藤井家電
鳥取県倉吉市東昭和町183
パナックはやし
鳥取県倉吉市幸町513-6
タナカ電器
鳥取県倉吉市米田町708番地
村出商会
鳥取県倉吉市西岩倉町2202
有限会社イワマ商会ニューウェーブ電視館鳥取県倉吉市明治町２丁目４５－１
株式会社ミカモ電気
鳥取県米子市上福原3－2－46
有限会社 外村電器
鳥取県米子市糀町２-１９
株式会社 アイコム
鳥取県米子市富益町1108
有限会社 武良電器
鳥取県米子市富益町4477-65

電話番号
0857-28-4674
0857-28-4531
0858-85-1212
0857-77-4370
090-2315-5309
0858-28-1111
0858-45-3263
0858-35-3580
0858-35-3635
0858-23-5008
0858-23-0846
0858-22-7016
0858-22-2428
0858-22-1131
0859-57-6221
0859-22-4903
0859-57-5589
0859-28-5025

エパハウス山崎
エパハウス福米店
小林電気システム
有限会社 ヤマサ電気工業所
有限会社 新興電機
寿通信工業有限会社
生田電器
株式会社 あだち電気
株式会社吉備総合電設米子営業所
有限会社 柏木商会
Wing ワタナベ
有限会社 渡辺電器
エディオン美萩野店（ナカシマ電器）
打吹電器
はまべ電器
でんでんチェーン谷口店
有限会社 川口電機水道

鳥取県米子市西福原7-5-16
鳥取県米子市西福原7丁目12番26号
鳥取県米子市角盤町１丁目１１９
鳥取県米子市天神町１-５８
鳥取県米子市旗ヶ崎2丁目16-40
鳥取県米子市旗ヶ崎3丁目2番10号
鳥取県米子市両三柳151-21
鳥取県米子市両三柳3904-1
鳥取県米子市両三柳８３５番地１
鳥取県境港市松ヶ枝町55番地
鳥取県境港市元町1588番地
鳥取県境港市渡町1994-11
鳥取県鳥取市美萩野1-118-14
鳥取県鳥取市青谷町青谷4024-4
鳥取県東伯郡湯梨浜町石脇974
鳥取県鳥取市津ノ井１７９－１
鳥取県東伯郡北栄町由良宿２－２１

0859-57-6134
0859-35-3931
0859-32-4300
0859-33-5331
0859-22-6348
0859-33-1345
0859-37-5551
0859-30-3501
0859-48-0811
0859-44-0651
0859-42-2903
0859-45-0449
0857-59-0411
0857-85-0552
0858-34-3338
0857-51-8397
0858-37-2488

有限会社ミツマル電気
福本ミシン電機
有限会社 林電器
マツモト電器
(有）田中礼二商店
株式会社 隠岐電化センター
有限会社 共栄工業
和幸電通株式会社
有限会社 三上電器
日海通信工業株式会社 松江支店

鳥取県東伯郡琴浦町逢束761
鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1980-8
鳥取県東伯郡琴浦町赤碕1920-117
鳥取県西伯郡大山町御来屋888-2
鳥取県米子市淀江町今津１８７－６
島根県隠岐郡隠岐の島町中町名田の三17-1
島根県松江市東朝日町151-51
島根県松江市古志原２丁目２２－１４
島根県松江市古志原5-2-80
島根県松江市古志原三丁目12番31号

0858-49-0033
0858-55-0556
0858-55-1811
0859-54-2307
0859-56-3141
0851-22-1180
0852-31-1212
0852-24-6670
0852-23-8620
0852-26-2255
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2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社明友電設
株式会社島根エレテック
ヴィヴィアン有限会社
有限会社万有電波
越野電気株式会社
協和通信工業株式会社
有限会社和光電気商会
マスプロ電工株式会社 松江営業所
有限会社 竹内電気
有限会社 松田電気店
松江湖北電器有限会社
有限会社 電化のワコー
トーワ株式会社
田部電気商会
有限会社 共栄無線
有限会社 ラブリーしおだ
三島電器店
有限会社平田電工

住所
島根県松江市上乃木６丁目８－１４
島根県松江市西津田四丁目７番１０号
島根県松江市竹矢町173番地
島根県松江市大庭町104-15
島根県松江市西忌部町520-5
島根県松江市平成町182-37
島根県松江市幸町828
島根県松江市西嫁島１丁目5-5
島根県松江市雑賀町1526
島根県松江市天神町35
島根県松江市古志町987-3
島根県松江市西持田町332-8
島根県松江市学園南2-1-2
島根県松江市外中原町57-18
島根県雲南市三刀屋町下熊谷1673-1
島根県飯石郡飯南町野萱301-5
島根県出雲市平田町1108
島根県出雲市西平田町270番地1

電話番号
0852-26-9816
0852-59-5835
0852-37-0103
0852-21-3853
0852-33-9016
0852-23-8650
0852-21-4202
0852-21-5341
0852-21-9713
0852-21-2272
0852-36-8707
0852-21-5665
0852-24-7631
0852-21-0835
0854-45-3315
0854-76-2323
0853-62-2690
0853-62-5447

株式会社奥原電設
有限会社ズーム
有限会社ヤマデン
有限会社電化のヤマサキ
有限会社松本デンキ店
有限会社 福間電器店
島根電工株式会社安来営業所
有限会社渡辺電気商会
有限会社水谷電業社
有限会社出雲商会
昭栄電気株式会社
有限会社 松屋電機
ハナダ電器
有限会社 川跡電気設備
コスモ電設工業有限会社
株式会社 八興電気
出雲防災商事有限会社

島根県出雲市灘分町２２５４－１１
島根県出雲市灘分町408-1
島根県安来市安来町１１０６
島根県安来市安来町1182
島根県安来市安来町1622-2
島根県安来市安来町1630
島根県安来市恵乃島町114-13
島根県安来市田頼町316-9
島根県安来市広瀬町広瀬935
島根県出雲市今市町本町1600
島根県出雲市渡橋町77-1番地
島根県出雲市白枝町５４３－６
島根県出雲市大津町581
島根県出雲市武志町548-3
島根県出雲市松寄下町459-3
島根県出雲市浜町248-3
島根県出雲市平野町５０３

0853-63-3295
0853-63-4421
0854-22-3866
0854-22-2223
0854-23-1515
0854-22-2459
0854-22-2399
0854-28-8047
0854-32-2437
0853-21-3500
0853-23-2313
0853-21-3733
0853-22-3281
0853-22-4632
0853-23-3474
0853-22-5511
0853-21-4750

有限会社ユウデン
浜村電機店 ・ Pana Green ハマムラ
ミシマデンキ
今田電工
モリイデンキ
全野電器店
有限会社 田中電設
有限会社もりでん
有限会社 岩地電器
児玉電器

島根県出雲市高岡町205-1
島根県出雲市佐田町反辺1437-27
島根県出雲市佐田町反辺1599-6
島根県大田市長久町長久ロ-323-4
島根県大田市久手町波根西1840-9
島根県大田市祖式町578-4
島根県江津市江津町２２０
島根県江津市和木町497-3
島根県江津市都野津町2366-33
島根県邑智郡邑南町中野668-2

0853-22-1269
0853-84-0108
0853-84-0174
0854-82-2898
0854-82-9617
0854-85-2307
0855-52-1252
0855-52-1562
0855-53-0157
0855-95-0295
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2019年5月9日更新
登録業者名
家電サービスEMU エディオンいわみ店
エディオン美郷店
株式会社内村電機工務店 浜田営業所
エディオン川上電器
アリス@alice
有限会社 電文社
有限会社 小谷電機店
エディオン港町店
サトウ電機
ＥＤＩＯＮ ヒロデン
有限会社 なかむら電機
有限会社 雄飛電業
有限会社 デンキのおかだ
株式会社 山崎電設
有限会社 マスデン
株式会社出雲ポンプ
浜田電気工事株式会社 益田営業所
有限会社 いまみや電器

住所
島根県邑智郡邑南町中野744-8
島根県邑智郡美郷町都賀西３１４
島根県浜田市下府町327-118
島根県浜田市下府町863-12
島根県浜田市長沢町７０１－８５
島根県浜田市朝日町1485-1
島根県浜田市朝日町１５２１－１
島根県浜田市港町221-7
島根県浜田市元浜町１４４
島根県浜田市熱田町1546-1
島根県浜田市長浜町1488
島根県浜田市長浜町772番地1
島根県浜田市金城町下来原199
島根県浜田市日脚町266番地10
島根県益田市駅前町３４番１４号
島根県益田市あけぼの東町14ー15
島根県益田市中島町ロ192-1
島根県益田市かもしま西町3-5

電話番号
0855-95-2028
0855-82-2183
0855-23-4115
0855-28-1999
0855-23-2625
0855-22-2420
0855-22-1940
0855-22-5310
0855-22-3965
0855-27-0250
0855-27-0860
0855-27-0328
0855-42-0087
0855-26-1118
0856-22-2245
0856-22-0734
0856-23-3055
0856-22-0094

有限会社 大廻電器店
(有)山洋電機商会
有限会社八雲電機
勝部電器サービス
スマイル電工株式会社
有限会社サンアース
大西電機
吉田電器
有限会社豊商事
森山商店電器部
エディオン加茂中店 平井電器
門脇電気工事有限会社
エダネ電器
電化プラザミヤウチ
有限会社 女鹿田電気店
有限会社 石原電機
フクマデンキ

島根県松江市宍道町昭和１９
島根県出雲市斐川町荘原3055-4
島根県出雲市斐川町荘原３８９４
島根県出雲市斐川町坂田385番地
島根県出雲市斐川町名島６４６－４
島根県出雲市斐川町直江3255番地
島根県出雲市斐川町直江4837
島根県出雲市大社町杵築東385-3
島根県出雲市大社町北荒木５８３
島根県出雲市湖陵町二部８１９－３
島根県雲南市加茂町加茂中８５９－７
島根県雲南市大東町飯田６６－１
島根県雲南市大東町新庄340-5
島根県雲南市木次町木次1-9
島根県雲南市木次町木次420
島根県仁多郡奥出雲町三成３２８－２２
島根県大田市波根町６３６－３

0852-66-0508
0853-72-0727
0853-72-0334
0853-62-4582
0853-25-8388
0853-72-6699
0853-72-0642
0853-53-2072
0853-53-8822
0853-43-1036
0854-49-7065
0854-43-6360
0854-43-5209
0854-42-0047
0854-42-0621
0854-54-1027
0854-85-8300

エディオン温泉津店
北陽電気工事株式会社
ｽﾏｲﾙ電器おおば
有限会社 パナソニック・ライフ
オカダ電気合同会社
村上電器
六日市商事 有限会社
吉田電器

島根県大田市温泉津町小浜ロ112
島根県益田市遠田町１９１６－４
島根県益田市遠田町356-1
島根県益田市戸田町イ611-1
島根県江津市桜江町市山268-1
島根県鹿足郡津和野町日原371-1
島根県鹿足郡吉賀町六日市７７８
島根県鹿足郡津和野町中川62-1

0855-65-1077
0856-22-0849
0856-27-1888
0856-28-1177
080-2891-3626
0856-74-0208
0856-77-0034
0856-73-0727
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