登録業者一覧
2019年5月9日更新
登録業者名
(有)サウンドハウス
株式会社リテック
有限会社 電器のマツダの店
でんきのｴｲﾄ
有限会社 井形電気商会
株式会社フォンテーン
株式会社ア－ルエス・ネットサ－ビス
デンキのササキ
光情報通信株式会社
アイ・リンク株式会社
株式会社 電器のいとう

電話番号
011-758-5320
011-214-9007
011-771-3097
011-772-5055
011-771-2064
011-817-5700
011-817-2323
011-826-6461
011-862-9559
011-796-6405
011-872-2161

株式会社北栄電気通信
株式会社サンポウ デンキのサンポウ
有限会社イーネクスト

住所
北海道札幌市北区麻生町2丁目1-5
北海道札幌市北区新琴似12条14丁目1-10
北海道札幌市北区屯田4条2丁目8-6
北海道札幌市北区屯田4条6丁目6-18北進建鉄ﾋﾞﾙ 1階
北海道札幌市北区篠路３条７丁目８－１
北海道札幌市白石区中央1条3丁目2-40
北海道札幌市白石区中央３条４丁目５番１１号
北海道札幌市白石区栄通3丁目5-15平岡ハイツ1F
北海道札幌市白石区平和通2丁目南1-7
北海道札幌市白石区流通センター1丁目5-1
北海道札幌市白石区北郷３条2丁目2-1
北海道札幌市白石区川下３条３丁目２－２ラルジュスズキ
１０３
北海道札幌市白石区川下2520番地3号
北海道札幌市厚別区青葉町9丁目3番25号
北海道札幌市厚別区大谷地西３丁目８－２３

株式会社札幌電業舎 本社
パナプラザエイト電器株式会社
武田電気商会
合資会社 田中エンジニアリング
さとう電器
有限会社サンロードさいとう
有限会社インピーダンスヒロセ
タカラ電器
デンキのインベ
株式会社みかほ電器プラザ澄川
株式会社デンキのスズキ
株式会社ＡＤ
丸彦小野商事株式会社
六興通信工業株式会社
株式会社 エレク
株式会社 東伸
（有）ロイヤル家電

北海道札幌市厚別区厚別西2条2丁目3番14号SDビル 3階
北海道札幌市清田区美しが丘２条４丁目５－５
北海道札幌市清田区清田１条４丁目４番８号
北海道札幌市清田区清田三条2丁目3-18
北海道札幌市清田区清田6条1丁目8-17
北海道札幌市清田区平岡1条1丁目6-18
北海道札幌市清田区平岡２条３丁目４－１８
北海道札幌市清田区平岡７条１丁目１３－３
北海道札幌市清田区平岡八条1丁目3番6号
北海道札幌市南区澄川６条３丁目１－２５室橋ビル１F
北海道札幌市南区南沢４条３丁目８－４３
北海道札幌市手稲区新発寒7条8丁目4-24
北海道札幌市手稲区前田1条6丁目2番8号
北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目7番13号
北海道札幌市東区東苗穂１５条３丁目１０
北海道札幌市東区北36条東15丁目1-1101号
北海道札幌市東区北４７条東７丁目１－１

011-890-8722
011-882-0110
011-881-2139
011-882-3448
011-884-7405
011-881-6935
011-888-8886
011-881-3621
011-881-2161
011-822-0101
011-571-1673
011-684-6031
011-681-2191
011-784-1171
011-791-6968
011-299-5500
011-752-0804

フシコデンキ
シ・ダブリュテクノロジー株式会社
有限会社 岡本電設
中山電気函館
北海道テレビ保障サービス株式会社
有限会社 南電設
株式会社 東福電機工業
DENKI SHOP.T
北興通信株式会社
ふじもとデンキ

北海道札幌市東区伏古８条４丁目２－６
北海道札幌市東区丘珠町167-12
北海道札幌市北区新琴似6条14丁目３－８（有）岡本電設
北海道函館市中島町3番21号
北海道函館市大森町18-15
北海道函館市栄町1番7号
北海道函館市日ノ浜町136番地2
北海道函館市北美原1丁目32-8
北海道函館市桔梗４丁目４番１６号
北海道函館市昭和2丁目43番40号

011-783-4461
011-780-5350
011-762-5335
0138-53-6765
0138-22-0986
0138-26-8029
0138-85-2328
0138-46-6340
0138-47-7030
0138-41-3095

デジテック
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011-807-7812
011-872-4363
011-892-0111
011-891-5230

2019年5月9日更新
登録業者名
日東電気工事株式会社
（有）北日本産業
有限会社藤巻商会
有限会社たねざわ
有限会社 金見電器
株式会社 ワタナベ電器
アトム電器函館店 ミネットキムラ
サウンドササキ
株式会社坂東電気
株式会社 コンパス エーデン
有限会社天満電気工業
干場電気商会
有限会社栄電社厚沢部店
ベスト電器 奥尻店
第一電設株式会社
勝戸電器株式会社
くぼでんき
株式会社 富士電気

住所
北海道函館市昭和4丁目13番1号
北海道凾館市昭和4丁目10番10号
北海道函館市日吉町１丁目２１番２８号
北海道函館市本通4丁目27番32号
北海道亀田郡七飯町大川６丁目１－１
北海道亀田郡七飯町字大沼町817-4
北海道函館市安浦町127-2
北海道函館市銭亀町134
北海道函館市戸倉町36-1
北海道檜山郡江差町字本町6番地
北海道爾志郡乙部町字滝瀬360-4
北海道二海郡八雲町熊石根崎町94-2
北海道檜山郡厚沢部町緑町101-4
北海道奥尻郡奥尻町字奥尻759
北海道岩内郡岩内町字万代３５－５
北海道岩内郡岩内町万代8-1
北海道岩内郡岩内町字高台275-4
北海道岩内郡岩内町字相生80番地1

電話番号
0138-42-8045
0138-43-9527
0138-53-6728
0138-55-5688
0138-65-3734
0138-67-2250
0138-25-5363
0138-58-1512
0138-57-7927
0139-52-0264
0139-62-5201
0139-82-3256
0139-64-3838
0139-72-2688
0135-62-0502
0135-62-0436
0135-62-7211
0135-62-1072

株式会社 共和電工
田知本電器
株式会社 大同商会
やしき電器
株式会社 家庭サービス社
有限会社 田中電気
株式会社 本間商店
有限会社 木村電気商会
有限会社 畠山電器
さくら電器
有限会社 マルワ電器
高谷家電社
有限会社小西電気商会
株式会社藤原商会
e-Lifeサービス
有限会社スペース２７
シマムラ電器

北海道岩内郡共和町老古美７９－２
北海道小樽市天神３丁目６－７
北海道小樽市色内1丁目15番13号
北海道小樽市長橋２丁目１７－１０
北海道小樽市幸3丁目26番3号
北海道磯谷郡蘭越町蘭越町２１９番地
北海道虻田郡ニセコ町字本通１４１番地
北海道余市郡仁木町西町1丁目12番地
北海道小樽市塩谷1丁目24-5
北海道北斗市東浜１丁目１２番６６号ドリームパレスK
北海道松前郡松前町字江良912-7
北海道茅部郡森町字尾白内町593
北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町159番地
北海道虻田郡豊浦町字幸町19番地
北海道虻田郡洞爺湖町入江171-78
北海道虻田郡洞爺湖町高砂町１１１ー２
北海道虻田郡洞爺湖町本町204

0135-63-0877
0134-34-0578
0134-27-2020
0134-22-3832
0134-34-2525
0136-57-5604
0136-44-2455
0135-32-2470
0134-26-1748
0138-73-7533
0139-45-2170
013-742-2693
0137-87-3024
0142-83-2518
0142-76-4970
0142-76-1750
0142-76-2141

有限会社テラヤマ
株式会社あさみ電器
有限会社ヌマオデンキ
サンエス・サトーデンキ
有限会社ジャストボコイ
㈱大西商会
猪狩テレビ
有限会社 コーセー電器
イケデンサービス
おのでんき

北海道室蘭市崎守町１２７－４
北海道室蘭市港北町１-１０－５
北海道室蘭市輪西町1-18-11
北海道室蘭市御前水町２丁目５番１号
北海道室蘭市母恋南町2丁目4-12
北海道室蘭市中央町２丁目6-11
北海道室蘭市常盤町６番２８号
北海道室蘭市絵鞆町２丁目１５－２８
北海道伊達市舟岡町148-7
北海道伊達市舟岡町319-2

0143-59-2237
0143-55-7436
0143-44-0224
0143-24-6161
0143-22-6689
0143-23-0400
0143-22-6027
0143-27-3226
090-8270-6795
0142-25-6576
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2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社 堀口電気商会
有限会社かざし電気
株式会社 倉下電機
サンエス電器株式会社
(有)デンカショップニッシン
有限会社 岡本電器
有限会社 鎌田電器
(有) ﾄｻｵｶｶﾃﾞﾝ
有限会社オオハマ電器
有限会社サエキ電器
ナミオカ電器
株式会社 髙田電気商会
デンキのしんや前川店
（株）三輪電気商会
有限会社 伊藤電気
有限会社山井リビング土井
株式会社竹内電気商会
さいとう電器商会

住所
北海道有珠郡壮瞥町字滝之町250番地
北海道苫小牧市表町1丁目1-21
北海道苫小牧市清水町2-2-9
北海道苫小牧市住吉町1丁目1番地9号
北海道苫小牧市明野新町6-30-21
北海道苫小牧市永福町２丁目９－２１
北海道苫小牧市川沿町６丁目５番２号
北海道苫小牧市桜木町1-24-22
北海道苫小牧市北光町4丁目１１－１７
北海道苫小牧市見山町2-8-7
北海道日高郡新ひだか町静内緑町１丁目４－１４
北海道日高郡新ひだか町静内本町２丁目１－３３
北海道日高郡新ひだか町静内御幸町３丁目１－１９
北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目1-75
北海道日高郡新ひだか町静内高砂町1丁目12-25
北海道日高郡新ひだか町静内山手町2丁目11番20号
北海道日高郡新ひだか町静内山手町1-3-16
北海道幌泉郡えりも町字新浜２００－７

有限会社 ミキタ電器商会
株式会社末永電気工事
株式会社伊藤電機商会
有限会社サトー電化
有限会社コンパス登別
株式会社でんきのシマムラ
株式会社はくねん
松﨑電機
有限会社 福田電機商会
あべ電器

北海道幌泉郡えりも町字本町328-1
0146-62-3190
北海道登別市新栄町1番地61
0143-85-1870
北海道登別市富士町２丁目１１番地
0143-88-1222
北海道登別市富士町5丁目57-1
0143-88-3685
北海道登別市新生町3丁目4-1
0143-86-9603
北海道登別市登別東町４丁目１１－１
0143-83-2611
北海道白老郡白老町大町１丁目２番１２号
0144-82-2439
北海道苫小牧市沼ノ端中央４丁目15-24
0144-55-0321
北海道勇払郡安平町追分本町2丁目２－３
0145-25-2027
北海道新冠郡新冠町中央町5-28
0146-47-2300
北海道札幌市中央区北1条西3丁目3番地22ＳＴＶ時計台ビ 011-350-5310
ル6階
北海道札幌市中央区北２条西２丁目２９ー１札幌ウィングビ011-261-6511
ル１F
北海道札幌市中央区南５条東３丁目１０−１クラッシックハ 090-1379-8434
イム７０８

ＤＸアンテナ(株)札幌営業所
株式会社中原電気商会
株式会社クララ
有限会社千葉電気商会
野村家電販売株式会社
株式会社テクノス

電話番号
0142-66-2036
0144-33-9108
0144-82-7242
0144-32-4522
0144-55-5625
0144-73-1726
0144-71-6660
0144-73-0891
0144-84-3755
0144-74-0365
0146-42-4691
0146-42-1197
0146-42-6686
0146-42-0508
0146-42-6032
0146-43-2930
0146-42-1212
0146-62-3725

北海道石狩郡当別町弥生１１７
0133-23-2048
北海道恵庭市漁町138番地
0123-32-4851
北海道恵庭市駒場町5丁目1-19
0123-33-5531
北海道札幌市豊平区平岸6条11丁目1-65レジデンス高岡
株式会社アートビブレ
011-300-0360
B102号
合同会社コンデクス
北海道札幌市西区福井6丁目１－５
011-206-9861
株式会社 さかうえデンキ
北海道札幌市西区西野８条８丁目４－１
011-663-5575
株式会社八進 札幌事務所
北海道札幌市西区宮の沢1条5丁目4-1
011-215-7553
北海道札幌市西区二十四軒１条７丁目３番１７号シャープビ
株式会社 ワンストップサポート
011-641-5620
ル４Ｆ
シャープマーケティングジャパン株式会社北海道北海道札幌市西区二十四軒１条７丁目３番１７号シャ
ＣＳ社東日本カスタマーサービス部北海道ープビル４階
011-642-4649
ＣＳサービス担当
株式会社 バンテック
北海道札幌市東区北16条東1丁目1番5号
011-731-1144
ホーチキ株式会社 北海道支社
北海道札幌市東区北１７条東４丁目1-7
011-733-2221
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2019年5月9日更新
登録業者名
マスプロ電工株式会社 札幌支店
株式会社アイセン

住所
電話番号
北海道札幌市東区北21条東16丁目1-6
011-782-0711
北海道札幌市東区北２４条東１２丁目１－３４マイドリーム011-752-6311
６
北海道札幌市東区北25条東3丁目1番15号
011-753-0266
北海道札幌市東区北32条東10丁目1番3号
011-743-8515
北海道札幌市東区北３２条東１丁目３－１５
011-731-1771
北海道札幌市東区北33条東15丁目1番21号
011-721-5307
北海道札幌市東区苗穂町12丁目2番8号
011-733-5520
北海道千歳市青葉2丁目5-7
0123-23-3962

(有)タカハシ電気
日本アンテナ株式会社札幌営業所
大東通工株式会社
株式会社オステン
株式会社秋本通信サービス
有限会社マルイケ生杉共電
北海道テクニカルシステムエンジニア株式北海道千歳市青葉７丁目９－１５
会社
株式会社イーシーアイ
北海道千歳市寿３丁目１１番２０号
株式会社 北新電気
北海道千歳市千代田町４丁目１５番地
株式会社 ジェイフ
北海道江別市いずみ野36番地の２
株式会社アオキデンキ
北海道岩見沢市２条東１丁目
北燃商事株式会社
北海道岩見沢市8条東1丁目1-2
有限会社 光家電サービス
北海道岩見沢市北５条西１７丁目１－１
いぬい電器
北海道岩見沢市桜木1条4丁目2番15号
坂上電器商会
北海道岩見沢市上幌向南1条4丁目1272-4

0123-22-8822
0123-22-3560
0123-23-9105
050-3044-2194
0126-24-7575
0126-32-1011
0126-24-3935
090-8279-3499
0126-26-1503

株式会社 太陽ラジオ商会
北海道江別市大麻中町１－１
有限会社おおあさ電器
北海道江別市大麻泉町3-48
株式会社 銅道電気
北海道夕張郡由仁町三川旭町255番地
栗山家電
北海道夕張郡栗山町中央3丁目４６
株式会社 K・F・K
北海道旭川市東７条10-2-20
でんきのシグナス
シグナス商事株式会北海道旭川市2条通11丁目右3号
社
マスプロ電工株式会社旭川営業所
北海道旭川市９条通１３丁目右６
株式会社 田島電気商会
北海道旭川市曙１条３丁目２番１号
有限会社 亀屋電気
北海道旭川市川端町３条6丁目2-14
サンデンキ
北海道旭川市錦町１１丁目1124-14
有限会社 道北通信サービス
北海道旭川市錦町15丁目2963-8
株式会社 Re-Project
北海道旭川市北門町18丁目2153-161
鶴巻デンキ株式会社
北海道旭川市春光１条９丁目１３－１４鶴巻ビル
鶴岡電気
北海道旭川市春光５条２丁目１０番８号
株式会社 春光電器
北海道旭川市春光５条５丁目１番２号
㈲新町電気工業社
北海道旭川市忠和３条６丁目１－２１
株式会社オオタそうご電器
北海道上川郡美瑛町中町１丁目８－２２

011-386-8021
011-386-1074
0123-87-3331
0123-72-1029
0166-25-1983

株式会社 大道時計楽器店
印藤電器
大友商店
宮武電機株式会社 旭川支社
ナカマチ電器
パナポート株式会社
株式会社でんきのタケウチ
新光電気商会
小林電器
有限会社 星野電設

0167-45-2155
0167-45-4138
0166-87-2822
0166-57-3325
0166-57-5702
0166-54-2220
0166-53-5481
0166-53-1048
0125-23-2683
0125-23-1898

北海道空知郡上富良野町中町２丁目１番６号
北海道空知郡上富良野町宮町３丁目７番２１号
北海道上川郡鷹栖町北野東2条1丁目10-16
北海道旭川市東鷹栖東1条3丁目137
北海道旭川市末広東１条１０丁目8-12
北海道旭川市末広4条4丁目1-3
北海道旭川市春光台2条5丁目4-6
北海道旭川市春光台三条2-1-6
北海道滝川市緑町４丁目３－４２
北海道滝川市東町2-38-4
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0166-26-0261
0166-25-3111
0166-22-8308
0166-53-8448
0166-52-3955
0166-54-8574
0166-52-8823
0166-51-1619
0166-52-1253
0166-53-3537
0166-61-3193
0166-92-2273

2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社中島商店
フジタ電化サービス
有限会社デンキの砂原
伸成電設工業
増井電機株式会社
株式会社 北風
坪田電気株式会社
有限会社 コダマラジオ商会
ヨコゼキ電器
朝妻電器
有限会社 カンバヤシ
古村電気株式会社
パナトークでんきのタカヤマ
北斗電器株式会社
イーテック
とよでん
東和デジテック株式会社
第一電気工業株式会社

住所
北海道滝川市明神町２丁目１番１５号
北海道滝川市中島町3丁目1-27
北海道滝川市幸町１丁目６番４０号
北海道砂川市東５条南５丁目１-２０
北海道砂川市西2条南3丁目1番2号
北海道砂川市東１条北３丁目１－９
北海道深川市開西町1丁目4番１５号
北海道芦別市北2条西1丁目1番地
北海道留萌市五十嵐町１丁目４番７号
北海道留萌市寿町3丁目15番地の17
北海道留萌市本町3丁目３６の２
北海道苫前郡苫前町字九重1022番地
北海道苫前郡苫前町苫前212番地
北海道苫前郡羽幌町南3条3丁目1番地5号
北海道旭川市豊岡6条4丁目8-3
北海道旭川市豊岡9条5丁目4-15ポルトフィーノ
北海道旭川市豊岡１１条３丁目２－１６
北海道旭川市豊岡14条9丁目3-5

青木電機株式会社
有限会社 旭川電工
株式会社 アールエス・ネットサービス
旭川営業所
㈲大林デンキ
株式会社ビーウィズ
江藤電器商会
株式会社アイエス
（有）アビコ電化
有限会社 高原電器
有限会社佐々木電気商会
(有)デンキショップ中河
大友電気工業有限会社
株式会社もりずみ
有限会社デンキショップ
パルポートめむろ
有限会社 寺井電器

北海道旭川市東旭川南1条6丁目５－８
北海道旭川市神楽岡12条3丁目2-20

0166-36-2165
0166-65-5160

北海道旭川市流通団地2条4丁目14-2

0166-49-1723

北海道美唄市峰延町39-1
北海道旭川市永山7条５丁目３－２
北海道帯広市西2条南1丁目19番地
北海道帯広市西１１条南３４丁目７番地１
北海道帯広市西16条南4丁目40-8
北海道帯広市西16条北１丁目１３の８
北海道河東郡音更町柳町北区２番地３
北海道帯広市東2条南８丁目１２番地
北海道帯広市東6条南16丁目3-4
北海道河東郡鹿追町新町3丁目2番地
北海道河東郡鹿追町栄町1丁目11番地
北海道河西郡芽室町本通３丁目５－３
北海道中川郡池田町大通2丁目１１番地

0126-64-4700
0166-48-0882
0155-24-1330
0155-48-7925
0155-33-8868
0155-36-3636
0155-31-4085
0155-23-3662
0155-23-3407
0156-66-2018
0156-66-3477
0155-62-1827
015-572-2743

株式会社テイク
有限会社ﾀｲｾｰ設備ｻｰﾋﾞｽ
株式会社システムサポート
サンエス電気通信株式会社
マスプロ電工株式会社 釧路営業所
内田電器
株式会社総合防災
有限会社コム・システム
株式会社 久保田電器商会
高橋家電

北海道釧路市新富士町４丁目３－１０
北海道釧路市大楽毛南３丁目４番３８号
北海道釧路市中鶴野39-4
北海道釧路市星が浦大通１丁目７番１号サンエスビル
北海道釧路市堀川町５番地アビタシオンリビエール１F
北海道釧路市北大通り5丁目5番地
北海道釧路市若松町7-5
北海道釧路市文苑３-６－１
北海道釧路市桜ヶ岡2丁目26番8号
北海道釧路市武佐1丁目24-18

0154-55-5020
0154-60-5502
0154-53-3301
0154-51-2946
0154-23-8466
0154-22-6521
0154-22-0119
0154-37-0987
0154-91-6611
0154-46-2725
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１０１

電話番号
0125-24-7135
0125-23-3827
0125-22-6543
0125-52-3047
0125-54-1178
0125-54-2185
0164-22-5125
0124-22-2851
0164-42-5879
0164-42-1738
0164-42-0446
0164-65-3400
0164-64-2606
0164-62-3131
0166-73-9451
0166-32-5355
0166-37-5023
0166-37-1800

2019年5月9日更新
登録業者名
新栄商会
株式会社デンキのエースたかはし
でんきのサトウ
山田電気商会
(有) 今野電工
北斗防災株式会社
小柳電機株式会社
有限会社 標津電気商会
有限会社ながぬま電器
株式会社シバノデンキ
株式会社 ナカデン
株式会社弱電社
株式会社 栗翔電気
木村電器
尾藤電設工事株式会社
株式会社宮田電気
有限会社パルポートさつない
（有）吉田時計電器

住所
北海道釧路市武佐2丁目25番12号
北海道釧路市春採１-１５－１７
北海道野付郡別海町別海川上町２－３１
北海道野付郡別海町中春別西町４１番地
北海道標津郡中標津町東35条南2丁目13番地
北海道標津郡中標津町西6条北5丁目2-1
北海道標津郡中標津町大通南2丁目2番地
北海道標津郡標津町南２条東１丁目１番２１号
北海道根室市昭和町２丁目１００番地
北海道根室市梅ヶ枝町3丁目8番地
北海道根室市本町1-18
北海道釧路郡釧路町別保8丁目97番地
北海道釧路郡釧路町若葉3丁目5番地
北海道川上郡標茶町下御卒別６６５－２
北海道野付郡別海町西春別駅前栄町５２番地
北海道川上郡弟子屈町中央１丁目１０番１１号
北海道中川郡幕別町札内若草町539－5
北海道中川郡幕別町錦町１５番地

電話番号
090-8709-6816
0154-41-5423
0153-79-5588
0153-76-2415
0153-72-6188
0153-72-0018
0153-72-2283
0153-82-2295
0153-23-5042
0153-23-5225
0153-23-4362
0154-62-2279
0154-36-2122
090-9753-8115
0153-77-2124
015-482-2561
0155-56-4147
0155-54-2605

株式会社十勝電設
株式会社ヤマジョウ
ベスト電器大樹店 （柳平電器）
株式会社富士興 BFS本別店
有限会社きつい商会
富士電機商会
有限会社北中電気
有限会社伊藤商店
ビデオ テイク
有限会社ヤマナカ商会
イチダサービス
株式会社シバヤマ電器
電化プラザ・アミ
コーセーでんき
萬年通信工業株式会社
株式会社タイセー電器
株式会社 フェニックス

北海道中川郡幕別町宝町８５番地
北海道河西郡更別村字更別南一線91
北海道広尾郡大樹町西本通38番地
北海道中川郡本別町南１丁目６番地３
北海道北見市柏陽町557番地138
北海道北見市北1条東2丁目9
北海道北見市北2条西2丁目１０－１
北海道北見市北３条西3丁目4-2
北海道北見市清見町71-8
北海道北見市寿町1丁目１－５
北海道北見市緑ヶ丘１丁目２１番７号
北海道北見市春光町4丁目１－７
北海道北見市桜町5丁目11番地
北海道北見市無加川町４３９番地５９
北海道北見市とん田西町296番地12
北海道網走郡美幌町字東1条北1丁目５番地２
北海道網走郡美幌町字青山北46番地の1

0155-54-2627
0155-52-2036
0155-86-3009
0156-22-2888
0157-24-5490
0157-23-4510
0157-23-4278
0157-23-5230
0157-24-1545
0157-23-2391
0157-61-6887
0157-25-3214
0157-22-3368
0157-23-8412
0157-24-0197
0152-73-3216
0152-73-1314

株式会社ようでん
こいけでんき
有限会社 タッチ1ワタナベ
高木電業株式会社
山本電子工業株式会社
有限会社 佐野電器商会
(有)田中電器
有限会社 馬場 デンキ
有限会社 ユモト
サウンド＆ビデオBABA

北海道網走郡美幌町三橋南３２番地の６
北海道網走市南4条西3丁目10番地
北海道網走市南4条西3丁目1番地
北海道網走市南５条西３丁目１３番地
北海道網走市駒場南７丁目５－１１
北海道網走市緑町1-5
北海道北見市常呂町字常呂323番地ー16
北海道常呂郡佐呂間町字宮前町7番地4
北海道常呂郡佐呂間町字永代町８９番地
北海道常呂郡佐呂間町字永代町52-3

0152-73-1490
0152-44-7288
0152-43-3966
0152-43-4368
0152-44-5141
0152-43-3009
0152-54-2247
0158-72-3420
0158-72-3643
0158-72-3130

6/7

2019年5月9日更新
登録業者名
住所
安永デンキ
北海道紋別市本町1丁目１－２６
有限会社佐藤電設工業
北海道紋別市本町6丁目2-6
有限会社さか電気商会
北海道紋別市花園町6丁目11-8
武藤電器
北海道紋別市大山町１丁目２４－２２
株式会社 植村電設
北海道紋別市大山町1丁目27番18号
有限会社北興電気
北海道士別市東４条北１丁目13番地
宮武電機株式会社
北海道士別市大通西13丁目1619-3
共工電氣工事株式会社
北海道士別市大通西９丁目
有限会社タウン家電 ホットショップ士別北海道士別市大通北４丁目ホットショップ士別店
店
有限会社 東洋社
北海道名寄市西６条南４丁目４３番地１
稚内朝陽電器
北海道稚内市大黒３丁目4番40号
有限会社ヤマモトデンキ
北海道稚内市港３-３－１２
佐々木デンキ
北海道稚内市宝来１丁目5-21
北日本電気通信有限会社
北海道稚内市宝来2丁目5-47
利尻電業株式会社
北海道利尻郡利尻町沓形字富士見町５６－４
株式会社水本電器商会
北海道中川郡美深町字東１条南１丁目６番地
コレカワでんき
北海道枝幸郡中頓別町字中頓別１８番地

電話番号
0158-24-4490
0158-24-2194
0158-23-2561
0158-24-6036
0158-23-1717
0165-23-3693
0165-23-1155
0165-23-4175

田辺電器店
梅津電気株式会社
遠軽電機株式会社
株式会社工藤電機
渡部 電機
石原デンキ
有限会社 ナカムラデンキ
有限会社 山田電気
有限会社児玉時計電化センター
有限会社片山電気商会
山本電工株式会社

0163-46-1109
0163-62-1227
0158-42-2238
0158-42-3059
0157-47-2501
0157-56-3417
0152-74-2616
0152-74-3830
0152-66-2435
0152-23-2624
0158-23-6551

北海道枝幸郡中頓別町字中頓別28番地
北海道枝幸郡枝幸町梅ヶ枝町１２４－１
北海道紋別郡遠軽町東町1丁目4番地20
北海道紋別郡遠軽町西町２丁目１０－３１
北海道常呂郡訓子府町栄町3
北海道北見市端野町三区472番地25
北海道網走郡大空町女満別西1条三丁目１－２０
北海道網走郡大空町女満別西６条３丁目５番１０号
北海道網走郡大空町東藻琴322-1
北海道斜里郡斜里町字豊倉62番地8
北海道紋別市渚滑町元新4丁目182-1
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0165-29-6667
0165-42-2234
0162-24-5343
0162-23-5258
0162-22-4615
090-5988-1175
0163-84-2310
016-562-1305
0163-46-1323

