登録業者一覧
2019年5月9日更新
登録業者名
(株)エジソン電機

電話番号
029-831-7136

茨城電子技研
有限会社 エ－ス電機
冨士電業社
柴田電機商会
株式会社勝田商会
有限会社久保田電気
有限会社 中田電気
パナピット イシカワ店
株式会社ナカジマ
タカハシ電機
浜田商店
平山家庭電器商会
あんぞうデンキ

住所
茨城県土浦市神立中央2丁目5－1
茨城県土浦市神立中央3丁目11-10株式会社セイエーデンキ
神立店
茨城県土浦市沖宿町７２６
茨城県土浦市 城北町１４番９号
茨城県土浦市 城北町9-3
茨城県土浦市木田余西台14番地59号
茨城県土浦市並木１丁目２－１８
茨城県かすみがうら市戸崎2768-1
茨城県稲敷郡阿見町島津1538
茨城県稲敷郡阿見町大形283-243
茨城県稲敷郡美浦村舟子６０１
茨城県稲敷市羽賀１８８１－７
茨城県稲敷市阿波１４９８－１
茨城県稲敷市結佐4437
茨城県土浦市烏山5丁目2250-7

藤井産業株式会社情報通信営業部
有限会社石原電気サービス
七福電気サービス
原電気
(有）入江電機商会
有限会社日栄電器
株式会社有住E-Con
ゆあーず
有限会社 伏見電機
大塚デンキ
細井電気商会
山田電気
小島電気商会
井尾瀬商会
飯島電気商会
αサクライ
合同会社アークレス

茨城県土浦市卸町２丁目８番８号
茨城県稲敷郡阿見町実穀1529-190
茨城県稲敷郡阿見町福田986-1
茨城県牛久市女化町１５
茨城県牛久市牛久町132
茨城県牛久市南３丁目４ー９
茨城県牛久市栄町６-360
茨城県牛久市栄町6丁目59-4
茨城県牛久市田宮町１６５－３
茨城県稲敷郡河内町源清田431-3
茨城県稲敷郡河内町猿島1丁目391
茨城県稲敷郡河内町下加納1563
茨城県稲敷市柴崎130
茨城県稲敷市柴崎5304
茨城県取手市萱場815-2
茨城県取手市小浮気351
茨城県取手市光風台2-18-6

029-841-5533
029-842-3308
080-9291-1648
029-873-8750
029-872-5141
029-872-1135
029-871-6570
029-874-1358
029-872-1266
0297-84-2999
0297-84-4143
0297-86-3431
0297-87-3349
0297-87-2619
0297-83-2139
0297-83-2108
0297-85-4150

有限会社エビハラ電器店
有限会社猪瀬電気
ファインサービス
合同会社片岡電気
クゴウ電気商会
有限会社中沢電気
有限会社 斉藤無線
大里電機商会
株式会社 吉沼無線
有限会社 オノデンキ

茨城県北相馬郡利根町布川1944
茨城県北相馬郡利根町布川454-124
茨城県つくばみらい市伊奈東34-220
茨城県つくばみらい市南549
茨城県つくば市上郷1274
茨城県つくば市上郷4553
茨城県常総市原宿102-1
茨城県結城郡八千代町蕗田８１２－１０
茨城県土浦市藤沢995-5
茨城県桜川市真壁町真壁１９８－６２

0297-68-2904
0297-68-9429
0297-58-5456
0297-44-4866
029-847-2107
029-847-3747
0297-42-2923
0296-48-0516
029-862-2521
0296-55-0274

株式会社セイエーデンキ

神立店
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029-831-2016
029-828-0711
029-822-2221
029-921-1154
029-822-7302
029-821-6439
029-828-1457
029-887-0429
029-889-0148
029-885-2037
029-892-2737
029-894-2714
0299-78-2937
029-842-5141

2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社 増渕ラジオ商会
有限会社サンエーデンキ
木村電気商会
株式会社 ツカダ
(有)三浦電気商会
合資会社 草間電機商会
菊地電気工事
塚本電設
株式会社エフテック
株式会社足立電機
鴻巣デンキ
村井電器
有限会社桜井電化
ミズノデンキ
有限会社 福田電子
ふれあい情報通信網株式会社
弘和電気工業株式会社
株式会社WTK電設

住所
茨城県桜川市真壁町真壁267-1
茨城県筑西市海老ヶ島１１０９－４
茨城県筑西市松原120
茨城県筑西市村田１５８０－６
茨城県龍ヶ崎市新町4084-1
茨城県龍ケ崎市新町4091
茨城県龍ケ崎市大徳町386-2
茨城県龍ケ崎市大徳町5346-6
茨城県龍ケ崎市城下2995
茨城県龍ヶ崎市城ノ内5丁目1-12
茨城県稲敷市上根本647
茨城県取手市新町5丁目12-10
茨城県取手市戸頭1丁目15-23
茨城県取手市戸頭2-26-6
茨城県守谷市松並2024-80
茨城県守谷市百合ヶ丘１丁目2024-97
茨城県守谷市百合ヶ丘3丁目2792番地の15
茨城県守谷市大柏1034-2

電話番号
0296-55-0121
0296-52-3728
0296-52-0126
0296-52-1647
0297-62-1071
0297-62-0639
0297-64-2153
0297-62-0518
0297-62-9746
0297-63-0600
0297-87-3141
0297-74-2790
0297-78-0323
0297-78-2720
0297-44-8531
0297-20-6075
0297-48-0361
0297-44-9518

キムラ電気工業株式会社
篠原商会
有限会社 今井電気商会
電器ハウスかわぐち
サヌマ電機
福島電器商会
熊倉電気株式会社
塚田電機
ヤグチ デンキ
市村電気工業株式会社
有限会社塚本電設
有限会社 前田電機商会
有限会社 カミナリ電機
有限会社カナハラ電器
カスオ電機商会
小久保電機
ハートライン栃木

茨城県守谷市松ヶ丘1-13-12
茨城県常総市水海道橋本町3336
茨城県常総市水海道諏訪町3158
茨城県常総市水海道本町2630
茨城県下妻市下木戸447
茨城県下妻市下妻乙406-7
茨城県下妻市下妻丁114
茨城県下妻市下妻丁146-5
茨城県つくば市天久保3丁目21-3星谷ビル１F
茨城県つくば市古来712-5
茨城県つくば市小野崎1429
茨城県つくば市榎戸675
茨城県つくば市谷田部2938-6
茨城県古河市緑町20-1
茨城県古河市横山町二丁目５番２１号
茨城県古河市幸町11-38
茨城県古河市尾崎1179-1

0297-21-8020
0297-22-2179
0297-22-0206
0297-22-0434
0296-44-1225
0296-43-6533
0296-43-6666
0296-44-2324
029-851-2233
029-857-4050
029-856-0571
029-836-0123
029-836-5656
0280-31-1847
0280-22-0927
0280-32-5480
0280-76-1001

有限会社マスダ
株式会社タカハシデンキ
株式会社 船橋
有限会社グローバルシステム
有限会社中里電機
有限会社 板屋電器商会
有限会社 高橋電機商会
ミヤベ家電
飯住電化サービス
滝本電設

茨城県古河市東山田１４３４
茨城県古河市仁連1314－11
茨城県古河市久能1214
茨城県古河市上辺見2700
茨城県猿島郡五霞町元栗橋1354
茨城県猿島郡境町１５１５
茨城県坂東市大崎３３５
茨城県坂東市辺田1093-3
茨城県坂東市鵠戸101-1
茨城県茨城県坂東市長谷1762

0280-78-0336
0280-76-2157
0280-92-0956
0280-32-2198
0280-84-1125
0280-87-0257
0297-38-1159
0297-35-6209
0297-35-3808
090-8803-6907
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2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社たきもと
パナピットナガモリ店
株式会社下館電業社
飯泉電化サービス
東和電気工事株式会社
パナピット ムラカミ大田郷店
株式会社ユタカ電気
パナピットセバタ店
イイムラデンキ
有限会社シノザキデンキ
株式会社信山電機
いわせ住宅設備サービス
SASADEN
有限会社ヤマグチ
関電化センター
共栄通信工業株式会社
江沼電機工業株式会社
有限会社ｸｵﾘﾃｨﾗｲﾌｻｶﾞﾜ

住所
茨城県坂東市長谷2077-2
茨城県筑西市中舘555-1
茨城県筑西市甲350
茨城県筑西市茂田1413-3
茨城県筑西市下岡崎330
茨城県筑西市玉戸1514-16
茨城県筑西市小川1400-49
茨城県筑西市新治１９６８－２６
茨城県筑西市門井１５４８
茨城県筑西市上星谷64-6
茨城県桜川市長方２９９番地
茨城県桜川市本郷６１１
茨城県笠間市住吉1353-4工事事務所
茨城県笠間市友部駅前３－８
茨城県笠間市八雲2丁目4-16
茨城県水戸市青柳町556
茨城県水戸市自由が丘4番11号
茨城県水戸市袴塚3-6-19

有限会社水戸テレビセンター
有限会社電秀社
株式会社テクニカル・サービス
マスプロ電工株式会社 水戸営業所
㈱昭栄電機
高島通信電設株式会社
有限会社 ひたち電器

アキラ電気
千代田電機株式会社
有限会社ヤマコシデンキ
ライフサポート フダ
株式会社 ササモト
柏﨑電気
根本電気
佐藤電機商会

茨城県水戸市栄町2丁目6番11号
029-221-6852
茨城県水戸市浜田１丁目１７－３７
029-225-8179
茨城県水戸市住吉町16-41
029-248-1188
茨城県水戸市住吉町97-2MSKビル2-E
029-248-3870
茨城県水戸市笠原町687-9
029-241-4284
茨城県水戸市石川1-4045-3
029-252-1642
茨城県水戸市石川3丁目4134-28
029-252-7123
茨城県水戸市桜川1丁目1番1号センチュリーサウスゲートタ 029-224-9608
ワー ２F
茨城県那珂市堤1032-4
029-295-0416
茨城県鉾田市造谷１３３５－１
0291-37-1121
茨城県鉾田市塔ヶ崎990-3
0291-32-2962
茨城県鉾田市札140-9
0291-39-3043
茨城県潮来市宮前２－３８－１０
0299-66-4368
茨城県潮来市延方5587
090-8477-6816
茨城県潮来市大塚野1丁目3-20
0299-62-4178
茨城県潮来市牛堀１３－７
0299-64-2131

有限会社 石村電気
水貝電機
浜野電機商会
宇田電機
古渡 電器
株式会社ひかりシステムズ
倉田電気商会
茂木電商
有限会社ネモトデンキ
株式会社大盛電機商会

茨城県潮来市永山１１３５－ハ
茨城県潮来市永山563-1
茨城県潮来市小泉南2519-2
茨城県東茨城郡茨城町上飯沼2番地295
茨城県小美玉市上吉影669
茨城県小美玉市外之内268-2
茨城県小美玉市小川845-3
茨城県行方市手賀３１２０－１
茨城県行方市於下1757-4
茨城県行方市麻生1076-21

株式会社ケーズホールディングス
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電話番号
0297-35-4692
0296-24-6603
0296-22-3740
0296-24-6458
0296-25-0700
0296-24-6626
0296-28-0354
0296-57-2139
0296-57-3826
0296-57-4403
0296-75-3427
0296-75-0022
0296-77-6659
0296-77-1175
0296-77-1076
029-227-6363
029-221-6669
029-227-5066

0299-64-5176
0299-64-5033
0299-66-2511
029-292-8122
0299-53-0911
050-3557-6325
0299-58-2909
0299-55-2134
0299-77-0222
0299-72-0137

2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社 高橋電機
ハートラインヤマグチ
株式会社三橋電機
株式会社飛電社
有限会社勝田無線電機商会
川崎電興株式会社
株式会社電器と設備のシラカワ
キョーエイ電機 有限会社
赤妻電気株式会社
有限会社 弥生電気設備
株式会社SKワークスエンジニアリング
有限会社平野電機
有限会社コウヨウ
エコー電化サービス
木内工業株式会社
サカエ電気商会
かつうらでんき
ヤワタデンキ

住所
茨城県行方市麻生300-4
茨城県行方市富田４６－８
茨城県東茨城郡城里町石塚2243-5
茨城県ひたちなか市金上６４７－１
茨城県ひたちなか市勝田本町２８－７
茨城県常陸太田市磯部町６３９－３
茨城県鹿嶋市泉川1919
茨城県鹿嶋市鉢形１５１６
茨城県神栖市知手中央5-8-43
茨城県神栖市大野原中央1-1-17
茨城県神栖市掘割3丁目5番9号スリーコートB
茨城県神栖市大野原2-22-32
茨城県神栖市平泉903-166
茨城県神栖市波崎7628-7
茨城県神栖市波崎8064
茨城県神栖市波崎8353-1
茨城県神栖市波崎8568
茨城県神栖市波崎９３９８－７ヤワタデンキ

電話番号
0299-72-0304
0299-72-0309
029-288-3126
029-273-1181
029-272-2716
0294-72-7666
0299-82-8639
0299-82-0444
0299-96-1841
0299-90-1444
0299-91-0071
0299-92-0721
0299-94-5775
0479-44-2503
0479-44-2554
0479-44-0092
0479-44-0068
0479-44-2341

藤井電気商会
有限会社 オー・エヌ・エム電建
狩谷電機株式会社
有限会社伊藤家庭電器商会
須賀田電気工事
ライフアップスワ
(株)ナイス電気商会
新光社
ヤマダデンキ
オダデンキ
有限会社 久保田住宅機器
大高電気
松本電工株式会社
株式会社修和
有限会社 デンキプラザマツモト
かでん館ひろき
光陽無線東海店

茨城県石岡市北府中３丁目２－３０
茨城県石岡市府中4丁目6-8
茨城県石岡市国府１丁目６－２４
茨城県石岡市国府２-3-24
茨城県石岡市行里川30-12
茨城県日立市桜川町３丁目５番地４号
茨城県日立市多賀町2-19-8
茨城県日立市東金沢町4-9-10
茨城県日立市台原町2丁目13番6号
茨城県日立市本宮町３丁目21番９号
茨城県高萩市下手綱2014
茨城県高萩市島名２１２９ー１３
茨城県小美玉市羽刈344
茨城県水戸市大足町419-2
茨城県那珂郡東海村白方１６８９－１１
茨城県那珂郡東海村村松北1-15-7
茨城県那珂郡東海村村松353-1

0299-23-3582
0299-24-4163
0299-23-5963
0299-22-3024
0299-23-6837
0294-34-2935
0294-36-1188
0294-33-1058
0294-35-0334
0294-21-2897
0293-22-3131
0293-22-3935
0299-46-0355
029-239-5186
029-282-9999
029-282-9427
029-282-2405

日本システム
ニシムラデンキ
有限会社オート電機
岡崎電機商会
株式会社メディアファシリティ
末広電機工業
株式会社 神明電気
島津電気商会
明工電機
有限会社黒崎電機商会

茨城県那珂郡東海村大字村松２２３２番地１
茨城県日立市南高野町3-1-2
茨城県常陸大宮市小田野616
茨城県常陸大宮市盛金1844
群馬県前橋市昭和町3-26-27
群馬県高崎市日高町５１９－３
群馬県高崎市井野町321
群馬県高崎市浜尻町705-3
群馬県高崎市九蔵町74
群馬県高崎市末広町262

029-283-3681
0294-52-5962
0295-58-2616
0295-57-9033
027-234-5957
027-362-8735
027-362-6198
027-363-2976
027-325-1094
027-324-0958
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登録業者名
住所
有限会社 ナカデン
群馬県高崎市飯塚町 ７４１－３
株式会社坂庭商会
群馬県高崎市下小鳥町594-1
有限会社 コバデン
群馬県高崎市浜川町９－８
関口電気工事
群馬県伊勢崎市境栄734
有限会社石富電気商会
群馬県伊勢崎市境下武士2564-1
有限会社 町田電化設備
群馬県太田市新田小金井町780-32階
株式会社電建
群馬県太田市新田村田町513-7
シノデン
群馬県太田市新田花香塚町215-1
有限会社アレックスアライデンカ
群馬県邑楽郡大泉町西小泉３-２－１８
有限会社 ビリオン
群馬県邑楽郡大泉町日の出９－１
有限会社オオラ電設工業
群馬県邑楽郡大泉町寄木戸１２２６－１
すまいる電機邑楽店
群馬県邑楽郡邑楽町篠塚1625
有限会社三好電気商会
群馬県高崎市あら町７－９
有限会社ミナミ電気商会
群馬県高崎市南町6-13
日本アンテナ株式会社 高崎営業所
群馬県高崎市栄町4-11原地所 第2ビル 6階 2号室
サンセイ電設株式会社
群馬県高崎市和田多中町11-44
静和電気有限会社
群馬県高崎市中居町4-4-7
（有）黒崎無線電機商会 レッツクロサキ群馬県高崎市中居町4丁目12-3

電話番号
027-961-1610
027-361-7421
027-343-1015
0270-74-6822
0270-74-1233
0276-57-4663
0276-57-4711
0276-56-3969
0276-62-2417
0276-62-2220
0276-62-6021
0276-88-2646
027-323-0459
027-323-0125
027-322-0753
027-323-2290
027-388-1245
027-353-0030

ベンリーくろさわ高崎中居店
有限会社オニガタ
センダ電気
株式会社宮田工業
斎藤電機商会
株式会社ハマカワ洋電社
有限会社 清水電器
株式会社太陽電気
シズマ電機設備株式会社
有限会社 大野電器
有限会社 松浦ラヂオ店
有限会社 倉持電機商会
湯井電気株式会社
井戸沢電機株式会社
小井土ラジオ商会
有限会社ホーム家電サービス
株式会社青山電気商会

群馬県高崎市中居町4丁目１７－５
群馬県高崎市八千代町４丁目１３番１０号
群馬県高崎市片岡町２丁目５－２０
群馬県高崎市中豊岡町３０４
群馬県高崎市金井淵町47
群馬県高崎市剣崎町978-1
群馬県高崎市下大島町235番地1
群馬県佐波郡玉村町上之手1688
群馬県高崎市綿貫町1279-1
群馬県高崎市新町２６３１
群馬県藤岡市鬼石 ５２１－２
群馬県富岡市富岡283-2
群馬県富岡市富岡780-1
群馬県富岡市内匠１８９
群馬県甘楽郡下仁田町大字本宿３６４０
群馬県高崎市箕郷町生原1093-5
群馬県高崎市箕郷町西明屋３１７－２

027-350-9988
027-326-3028
027-322-1708
027-323-1468
027-343-4742
027-343-3311
027-344-0722
0270-65-2438
090-7242-0033
0274-42-0340
0274-52-2218
0274-62-0317
0274-63-3434
0274-62-3641
0274-84-2586
027-371-5222
027-371-2103

(有)飯島電機商会
中曽根電気
株式会社フジイ電機
有限会社マツダ電気
有限会社栄和電器
中澤商事株式会社
有限会社マルシン電気商会
有限会社エーユーファクトリー
有限会社 野口ミシン商会
宮川電機

群馬県高崎市下室田町1136
群馬県高崎市下里見町654
群馬県高崎市菅谷町119
群馬県高崎市足門町1648
群馬県北群馬郡吉岡町漆原１３７０
群馬県北群馬郡吉岡町下野田788
群馬県前橋市上泉町186
群馬県前橋市西片貝町4-19-24
群馬県前橋市下小出町二丁目９－２３
群馬県前橋市上小出町3丁目47-6

027-374-0210
027-343-3836
027-373-3023
027-373-4844
0279-54-4058
0279-54-2821
027-232-6603
027-289-4108
027-231-8003
027-235-4588
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2019年5月9日更新
登録業者名
電化ショップムラヤマ
有限会社佐藤電気商会
有限会社川島電機サービス
株式会社横田電化センター
ミヤシタデンキ株式会社
株式会社アライデンキ
有限会社イシイ電気
有限会社 群馬通信機サービス
アラキデンキ
ウチヤマ電化サービス
(有)ハシモトデンキ
なみき電機
有限会社小保方電機商会
有限会社小林電機
黒埼電機商会
株式会社長谷川電機商会
有限会社フジサポートサービス
有限会社 斉藤電気工業

住所
群馬県前橋市上沖町608-1
群馬県前橋市大胡町11
群馬県前橋市文京町４丁目７－３０
群馬県前橋市朝倉町142-4
群馬県前橋市朝倉町3-39-3
群馬県前橋市広瀬町1丁目6-7
群馬県前橋市広瀬町２丁目１－２１
群馬県前橋市元総社町2丁目７－１１
群馬県前橋市総社町総社１０９５
群馬県伊勢崎市波志江町1412-12
群馬県伊勢崎市華蔵寺町８０
群馬県伊勢崎市上諏訪町１４２１－１４
群馬県伊勢崎市上諏訪町２００６
群馬県伊勢崎市日乃出町817－1
群馬県伊勢崎市今井町388-2
群馬県伊勢崎市堀口町３２０－１
群馬県太田市東新町１８０－１
群馬県太田市由良町1042-2

電話番号
027-234-3038
027-283-2109
027-221-9934
027-287-4144
027-261-2525
027-261-5551
027-261-8648
027-251-3721
027-251-0594
0270-24-2906
0270-25-3134
0270-26-3467
0270-25-6764
0270-25-6707
0270-25-2207
0270-32-0609
0276-22-6331
090-3334-7112

ねぎしでんき
オノ電化サービス
有限会社 ひかり電機
あおきでんき
小泉電機商会
せきづか電気ライフサービス
有限会社 キムラ電気
マツヤデンキチェーン藤岡店
有限会社 長浜電機商会
株式会社 大橋設備
カワカミ電器
山口電気
株式会社エーアンドズィー
エルハートキタムラ
森田電気工事株式会社
株式会社三興エンジニアリング
株式会社 サクライデンキ

群馬県太田市鳥山上町1569-1
群馬県太田市矢場町2866
群馬県太田市東別所町401-5
群馬県館林市朝日町７－２
群馬県館林市日向町１０２１－７
群馬県邑楽郡板倉町板倉4213-4
群馬県藤岡市立石５６６－８
群馬県藤岡市中栗須293-1
群馬県藤岡市中栗須９１－３サポートナガハマ
群馬県藤岡市藤岡1663-7
群馬県桐生市浜松町1丁目14-37
群馬県桐生市相生町5-204-38
群馬県桐生市相生町５丁目４７４－３
群馬県桐生市相生町5丁目５９ー1
群馬県桐生市広沢町2丁目3238-6
群馬県桐生市広沢町5丁目1167番地
群馬県桐生市稲荷町1-8

0276-20-2355
0276-48-6202
0276-45-0789
0276-72-5411
0276-72-1202
0276-70-4050
0274-42-5990
0274-23-6015
0274-22-3559
0274-22-1129
0277-44-9235
0277-54-2572
0277-53-0358
0277-54-7063
0277-54-7850
0277-52-5816
0277-44-4421

上條電器
有限会社井上電気商会
ウエダショウテン
細谷電機商会
蜂須電気
狩野電化サービス
イチクラ電気
株式会社カミムラデンキ
清水 デンキ
島田電気商会

群馬県桐生市錦町1丁目5-10
群馬県桐生市本町5丁目65番地
群馬県桐生市宮前町1丁目3-48
群馬県桐生市黒保根町宿廻1043-2
群馬県みどり市東町花輪３５９－４
群馬県渋川市半田１９９８−１
群馬県渋川市有馬526-2
群馬県渋川市渋川1816-22小田嶋ビル
群馬県渋川市渋川403-5
群馬県渋川市北橘町上南室193-20

0277-44-5085
0277-44-4609
0277-22-8280
0277-96-3211
0277-97-3537
0279-24-5649
0279-23-2418
0279-23-1131
0279-23-7708
0279-52-2536
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2019年5月9日更新
登録業者名
ウヴカタ電器
佐藤電業
有限会社サンエス電器
(株)でんきやさん綿貫電機
テックおおしま
有限会社 ことぶき電器
株式会社和田電機
明光電化センター株式会社
株式会社たけのうち電器
コアミデンキ
グランプリ
株式会社多胡電化
飯塚電気
エルハートすぎき
小林電機商会
うめざわ電器
有限会社松本ラジオ店
ｼﾉﾀﾞ電機

住所
群馬県渋川市小野子１７６９－１
群馬県渋川市小野子332-3
群馬県吾妻郡中之条町西中之条174-1
群馬県吾妻郡中之条町大字折田735-1
群馬県吾妻郡高山村中山２３４－３
群馬県吾妻郡嬬恋村大笹1655-6
群馬県吾妻郡草津町大字草津891-24
群馬県沼田市上原町1688-1
群馬県沼田市上原町１７５６－３８１
群馬県安中市安中２-５－２３
群馬県安中市安中２丁目４番地２９号
群馬県安中市安中３丁目２２－２３
群馬県安中市鷺宮3087-4
群馬県利根郡みなかみ町月夜野328
群馬県利根郡みなかみ町布施1619
群馬県利根郡みなかみ町須川1637
群馬県前橋市駒形町乙７３９
群馬県前橋市鶴光路町３５１－２

電話番号
0279-59-2034
0279-59-2428
0279-75-3445
0279-75-2541
0279-63-2413
0279-96-0290
0279-88-3348
0278-22-2171
0278-23-8111
027-381-3536
027-381-0488
027-381-1383
027-382-5597
027-862-2054
0278-64-0609
0278-64-1773
027-266-0213
027-265-2983

関東電機商会
株式会社ベイシア電器
石井電設
村岡電設
西村電気
たかはな電気株式会社
DXアンテナ株式会社 北関東支店
サン電子株式会社 埼玉営業所
ヨシアキ電器
新光商事
テックス株式会社
日本アンテナ株式会社 さいたま営業所
マスプロ電工株式会社 さいたま営業所
株式会社大里電気
（株）飯塚兄弟電機商会
クボタ電化設備
有限会社 関口電気工事

群馬県前橋市上大島町149-11
群馬県前橋市亀里町９００番地ベイシアビジネスセンター
群馬県伊勢崎市香林町1-211-3
群馬県伊勢崎市西小保方町662-10
群馬県太田市大原町１８７８
埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目34
埼玉県さいたま市大宮区 大成町3丁目312番地OTビル2F
埼玉県さいたま市大宮区上小町 352-1
埼玉県さいたま市大宮区三橋２丁目839-2
埼玉県さいたま市西区内野本郷1063-18コーポマチダ102
埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目18-6
埼玉県さいたま市北区吉野町１丁目340番2号
埼玉県さいたま市北区宮原町４丁目１３－２坂本ビル2F
埼玉県さいたま市北区日進町二丁目1125-13
埼玉県川口市飯塚４-４－１
埼玉県川口市戸塚鋏町15-18
埼玉県川口市源左衛門新田2-5

027-263-1347
027-210-0300
0270-62-0772
0270-62-8955
0277-78-2218
048-642-6239
048-652-3311
048-641-6801
048-642-5929
090-9630-7858
048-653-7511
048-651-7361
048-663-8000
048-663-4456
048-252-4681
048-296-1606
048-430-7416

株式会社中島通信
山口電化
有限会社 セキグチ電機商会
有限会社 栄幸産業
有限会社林電気商会
パーク電化
内山電設株式会社
(有)ゴールド電器
有限会社第一テレビサービス
株式会社サクライ電器

埼玉県川口市木曽呂550-5
埼玉県川口市前川四丁目８番２号
埼玉県川口市上青木6-11-23
埼玉県川口市芝下2-2-20-10
埼玉県川口市柳崎2-3-23
埼玉県川口市柳崎5丁目15-10
埼玉県川口市芝２-２１－１５
埼玉県川口市大字芝7017-14
埼玉県川口市坂下町2丁目1-25メゾンイズミ 1階
埼玉県川口市南鳩ケ谷6丁目9-11

048-295-2370
090-1889-6178
048-266-7000
048-261-0259
048-266-9867
048-261-2582
048-266-6233
048-268-2177
048-281-2756
048-281-1282
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登録業者名
住所
株式会社 オダジマ電気
埼玉県蕨市中央3-22-16
株式会社コーディアル・ワークス
埼玉県戸田市笹目3丁目1－17
でんきランド東浦和（有限会社コバデン）埼玉県さいたま市緑区中尾２０７７
三基エンジニアリング株式会社
埼玉県さいたま市見沼区東宮下800-1
ネクサス株式会社
埼玉県さいたま市見沼区御蔵141-12
埼玉県さいたま市中央区上落合２丁目３－４アルーサＡ館
株式会社でんきち
２Ｆ
ナカタケデンキ
埼玉県さいたま市中央区本町東7丁目4-3番地
株式会社アイ・ティー・ネット
埼玉県さいたま市中央区鈴谷7-4-6サンハイツ1F
株式会社サンキョウ
埼玉県さいたま市桜区町谷4-22-14
株式会社田村商会
埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻2-7-4
株式会社 電翔
埼玉県さいたま市岩槻区尾ヶ崎１７４１
株式会社クラウンクラウン
埼玉県さいたま市岩槻区岩槻6837
イイダ電気株式会社
埼玉県さいたま市岩槻区西町5-6-41
加藤電機商会
埼玉県幸手市中4-11-18
有限会社 ヒロ電
埼玉県久喜市栄１丁目２－２鷹ノ羽ビル１０３
株式会社イーアス
埼玉県久喜市鷲宮563-2
浅井電機工業有限会社
埼玉県八潮市伊草488－1

電話番号
048-445-7800
048-287-8911
048-873-4567
048-878-9255
048-682-7274

LSE
埼玉県三郷市早稲田7-9-3-103
株式会社篠田電機 本店
埼玉県三郷市三郷三丁目６番地５
有限会社飯田電気工事
埼玉県三郷市新和1-132
でんきのきくや株式会社
埼玉県吉川市高久２丁目６－９
有限会社 立澤電工
埼玉県吉川市高富１丁目26-4
村川電気工業株式会社
埼玉県吉川市栄町1500
柳田電工株式会社
埼玉県吉川市吉川190-1
高橋電気店
埼玉県越谷市大沢4-19-52
有限会社越谷電器川添商会
埼玉県越谷市弥十郎９０－４
有限会社ハマザキ電化センター
埼玉県越谷市越谷1丁目9－31
三光電気商会
埼玉県越谷市七左町7-34
総合デンキサービス株式会社
埼玉県春日部市八丁目440-14
有限会社コヤナギ電器
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地5-2-4
吉永電機商会
埼玉県南埼玉郡宮代町百間3丁目９番１２号
有限会社小堀電化サービス おうちサポー埼玉県加須市不動岡2丁目６－３１
トコボリ
有限会社 早川電気商会
埼玉県羽生市須影1028番地
有限会社荻原電気
埼玉県羽生市北一丁目６－１６

080-6715-0825
048-952-2052
048-952-0333
048-982-1600
048-981-3193
048-981-4141
048-983-0602
048-962-5914
048-975-0538
048-962-3773
048-963-0218
048-974-1147
0480-34-5513
0480-32-0950

有限会社金子電器
株式会社 弓木電設社
TOP電器
セタデンキサービス
有限会社ナガヌマでんき
株式会社Ｓ’ｃｏｍ
フジマ電器
株式会社トウデンシャ
株式会社エーライズ
(有)ムラタデンキ

048-769-8211
0480-93-1800
0480-52-2145
0480-52-0463
0480-52-0540
049-257-9818
049-297-6052
049-297-6430
049-299-7424
049-281-2823

埼玉県蓮田市馬込２丁目１９８ベスト電器カネコ馬込店
埼玉県白岡市西7丁目9-28
埼玉県久喜市栗橋北1-5-8
埼玉県久喜市栗橋北1丁目4-26
埼玉県久喜市栗橋東四丁目16番29号
埼玉県川越市大字大中居３９０－３２Ｆ
埼玉県比企郡川島町三保谷宿284
埼玉県比企郡川島町安塚31-2
埼玉県比企郡川島町伊草430-1
埼玉県坂戸市薬師町１１-26
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048-851-7878
048-854-0487
048-852-8899
048-799-3927
048-794-6633
048-876-8282
048-757-4535
048-757-0913
0480-42-0405
0480-59-0345
0480-58-2462
048-936-9131

0480-61-4178
048-561-2075
048-561-0724

2019年5月9日更新
登録業者名
三愛電機設備
有限会社 大徳電器
小鷹通信電気設備
福島電気
株式会社ジェイクサービス
高橋電気株式会社
株式会社テクノワン
有限会社 パナハート ハシモト
伸栄電設工業株式会社
村野電気
橋本電機商会
有限会社電建社
有限会社 戸口電設
パナハートオオコシ
有限会社 日高電気工事
有限会社 山本電気商会
しおた電化
木橋無線電気サービス

住所
埼玉県坂戸市南町12-14
埼玉県坂戸市森戸５９３番地
埼玉県比企郡鳩山町熊井73
埼玉県比企郡鳩山町泉井985-2
埼玉県比企郡鳩山町小用２１－２
埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷3番地
埼玉県川越市天沼新田184-4
埼玉県川越市石原町1丁目6-14
埼玉県川越市鴨田２１５４－３
埼玉県川越市的場2849-6
埼玉県川越市今成2-11-9
埼玉県川越市笠幡1298-2
埼玉県川越市笠幡３３４５－２６４
埼玉県日高市原宿275-20
埼玉県日高市高萩457-6
埼玉県日高市高萩640-1
埼玉県日高市高萩東2丁目14番地24号
埼玉県日高市四本木2-1-15

電話番号
049-281-2045
049-285-0239
049-296-6588
049-296-3728
090-1655-9110
049-294-1109
049-299-7631
049-226-5619
049-223-2211
090-1119-1311
049-224-9789
049-239-3200
049-232-5040
042-985-0837
042-989-0742
042-989-2062
042-989-7109
042-989-0085

関口電気
でんきのワンズ狭山台店
でんきのワンズ入間川店
でんきのワンズ・ナカクボ店
株式会社ＯｋａＤｅｎ
パピットながみね
㈲若狭電器
有限会社 中央電化 朝霞店
株式会社 伊藤電気工業
有限会社 毛塚電気商会
有限会社中央電化 和光支店
有限会社 田中電器
有限会社
前田電器
榊原電気株式会社
株式会社エコショップドイ
有限会社 斉藤電気
有限会社 塚本電気

埼玉県日高市高麗川3-10-10
埼玉県狭山市狭山台３丁目17-2
埼玉県狭山市入間川2丁目19-38-101
埼玉県狭山市中央４丁目２―２
埼玉県狭山市堀兼８０４－２
埼玉県鶴ヶ島市上広谷173-1ルネスエスポワール
埼玉県鶴ヶ島市上広谷8-11
埼玉県朝霞市本町2-18-3
埼玉県朝霞市宮戸２-４－１１
埼玉県和光市中央2-3-21
埼玉県和光市本町11-1ドレイク和光本町1階
埼玉県志木市本町５丁目４番３０号
埼玉県富士見市西みずほ台2-3－７
埼玉県富士見市渡戸３丁目６番１８号
埼玉県入間郡三芳町藤久保27-8
埼玉県東松山市田木676-2
埼玉県東松山市元宿1丁目21-7

042-989-4858
04-2959-3580
04-2952-3348
04-2958-6668
04-2958-3111
049-286-0630
049-285-2658
048-463-1539
048-471-2846
048-461-1335
048-467-2611
048-471-0373
049-253-2869
049-251-1322
049-258-1194
0493-35-1230
0493-34-4116

有限会社東栄電器
有限会社 パナハートこばやし
有限会社深沢電気商会
株式会社松電工業
株式会社Everline
犬竹電機株式会社
有限会社間野電気商会
脇田電機
音走路
イワデン

埼玉県東松山市上野本1317
埼玉県比企郡吉見町久保田1142-5
埼玉県比企郡嵐山町志賀1183
埼玉県ふじみ野市大井2-20-24
埼玉県所沢市南永井1040-6
埼玉県飯能市栄町9-13
埼玉県飯能市仲町9-22
埼玉県入間市上藤沢533-8
埼玉県入間市扇台4-2-2
埼玉県入間市扇台6丁目11-8
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1F

0493-53-5335
0493-54-2958
0493-62-3038
049-264-0197
04-2936-9700
042-972-3786
042-973-3278
090-8680-4797
04-2963-6511
04-2962-3717

2019年5月9日更新
登録業者名
（有）江電社
株式会社 松井電器商会
(株)松田電化
有限会社九州電器
有限会社 中西電機
合資会社 国民ラジオ電器商会
有限会社ヤジマ電気
有限会社ハウスデンキ
おうちサポートモテギ
株式会社 山本電器
株式会社エーステクニカ
有限会社ローカルネット
株式会社 伊藤電気
有限会社 池田デンキ
有限会社 常見電化センター
有限会社TCLネットワーク
イノデン
おうちサポートフカイ

住所
埼玉県所沢市中富８４０－１０
埼玉県所沢市旭町１４番１４号
埼玉県所沢市美原町一丁目2926-21
埼玉県所沢市和ヶ原1丁目189-9
埼玉県熊谷市末広1-64
埼玉県熊谷市星川１丁目９６番地
埼玉県熊谷市下恩田668-2
埼玉県熊谷市楊井1734-2
埼玉県熊谷市妻沼1720-8
埼玉県熊谷市下奈良1828-2
埼玉県熊谷市柿沼567-1大沢ビル
埼玉県熊谷市原島1217番地5
埼玉県熊谷市広瀬227-7
埼玉県熊谷市美土里町1-80
埼玉県熊谷市拾六間９３８－４
埼玉県行田市長野1-17-32
埼玉県行田市大字野141
埼玉県行田市城西3-9-6

電話番号
04-2990-1500
04-2994-3347
04-2942-3234
04-2948-6411
048-521-5841
048-521-0470
048-536-4600
048-594-6126
048-588-0302
048-524-9265
048-525-9079
048-529-2308
048-522-4380
048-532-6635
048-532-1481
048-564-0789
048-559-4619
048-554-5747

株式会社昇栄電機
株式会社BONTECサービス
株式会社 木村電気
株式会社 丸山電化サービス
有限会社岩下電器
株式会社 協和電化サービス
株式会社にしかわ
有限会社 福島電機商会
有限会社ハタラ
有限会社シバデンアイケイ
株式会社 深谷電気工事
ごとうでんき
有限会社 白トンボ
有限会社 電業社
有限会社 内田電気商会
有限会社平田電機商会
株式会社廣電社

埼玉県上尾市大字原市２７６０
埼玉県上尾市小敷谷１０７３－７
埼玉県北足立郡伊奈町本町1-122-2高橋ビル1F
埼玉県北本市中央１丁目８番地－３
埼玉県北本市本町3-156
埼玉県鴻巣市生出塚1-22-1
埼玉県鴻巣市人形１-６－３９
埼玉県深谷市稲荷町２-１－３６
埼玉県深谷市原郷1932番地２
埼玉県深谷市上柴町東3-19-26
埼玉県深谷市上野台2935-4
埼玉県深谷市桜ケ丘228
埼玉県深谷市大谷85
埼玉県深谷市西島町２-１８－２３
埼玉県本庄市中央１-８－６
埼玉県本庄市千代田１丁目6-21
埼玉県本庄市児玉町児玉７５

048-721-0948
048-726-5400
048-884-9891
048-591-2191
048-591-2530
048-542-6162
048-541-0767
048-571-4026
048-571-2411
048-572-4397
048-571-4155
048-571-2397
048-574-1234
048-572-6162
0495-21-2555
0495-21-6321
0495-72-1006

諏訪電気
ミライト株式会社
山中電機商会
日勝電機株式会社
有限会社 吉田電機商会
関根電通
酒井電気工事
株式会社大島電気商会
アクト・ブイ吹上店
にしかわ 大芦店

埼玉県秩父市大野原3336-3
埼玉県秩父市下宮地町20-17
埼玉県秩父市相生町７－１２
埼玉県秩父市熊木町12-21
埼玉県秩父市中村町２-１１－６
埼玉県秩父市寺尾1323
埼玉県秩父郡小鹿野町292-15
埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野1025-1
埼玉県鴻巣市筑波2-4-28
埼玉県鴻巣市大芦784-14

0494-22-3468
0494-24-5224
0494-22-1209
0494-22-2107
0494-22-3409
0494-25-1005
0494-75-0968
0494-75-0491
048-548-0381
048-548-3052
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2019年5月9日更新
登録業者名
本庄デンカ有限会社
有限会社フクシマデンキ長瀞店
有限会社 東 電機商会
でんきのタカギシ
アザミ家電サービス
水抜電機商会
株式会社 斎藤家電
有限会社アザミ電気
有限会社 田野口電気商会
石坂電器
樋口電気商会
(株)岡島
株式会社ライフインナカゴミ
メディアシステム株式会社
株式会社エヌディエス
湯村家電
アシザワデンキ
株式会社 甲斐電設

住所
埼玉県児玉郡上里町堤669-9
埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上180-6
埼玉県秩父郡皆野町皆野２４１３－１
埼玉県秩父市吉田久長153-1
埼玉県秩父郡皆野町国神５１３－２
埼玉県秩父郡皆野町野巻644
埼玉県秩父市下影森751-2
埼玉県秩父市下影森880-1
山梨県甲府市武田1丁目4-25
山梨県甲府市朝日4丁目５番５号
山梨県甲府市塩部4-15-15
山梨県甲府市丸の内1-21-15
山梨県甲府市丸の内2丁目4-20
山梨県甲府市国母8丁目21-15
山梨県甲府市大和町1-48-1
山梨県甲府市湯村3丁目1－28
山梨県甲府市山宮町2706-10
山梨県甲斐市名取684-3

電話番号
0495-33-1057
0494-66-0343
0494-62-0210
0494-77-0072
0494-62-3251
0494-62-3218
0494-25-0338
0494-23-6002
055-253-6917
055-252-6618
055-252-0485
055-231-0500
055-224-5431
055-236-5007
055-252-7111
055-251-7355
055-254-5525
055-276-0682

でんきはうすクメイ
シミズKADEN
（有）長沼電器センタ－
株式会社 五味電気サービス
ｽｶｲ通信株式会社
メディアランドさえぐさ
カワグチ電機セツビ
有限会社アメミヤ住宅設備サービス
有限会社 ブイ・アール・アイシステム
（有） ニシウミ電器
有限会社エフ・ラインワタトウ
有限会社湖南電工
有限会社 アマノデンキ
有限会社 岩間電気商会
オオタニデンカ株式会社
有限会社 丸正電器
みやざわ電気

山梨県甲斐市中下条1362-1山本ビル地内
山梨県山梨県南アルプス市百々3041
山梨県南アルプス市小笠原485-1
山梨県南アルプス市古市場866
山梨県甲府市横根町８
山梨県甲府市酒折1丁目３－９ハイツ ウイル1階
山梨県甲府市上町2387-1
山梨県甲府市上今井町２５７３－１
山梨県甲府市住吉3丁目21-33
山梨県甲府市青沼3-1-14
山梨県南都留郡富士河口湖町船津3100-5
山梨県南都留郡富士河口湖町小立2826-1
山梨県南都留郡忍野村忍草72
山梨県都留市中央1-4-19
山梨県富士吉田市上暮地5丁目4番12号
山梨県富士吉田市下吉田3丁目3-24
山梨県富士吉田市下吉田４丁目２－２０

055-288-8595
055-285-1408
055-282-0273
055-282-2853
055-237-8151
055-237-9110
055-241-7507
055-241-5279
055-223-0023
055-233-9277
0555-72-0861
0555-72-0728
0555-84-2154
0554-43-2565
0555-23-0306
0555-22-2362
0555-22-3702

コミヤマ電器株式会社
有限会社 白須デンキ商会
有限会社サトーピア
有限会社 堀内電気商会
ワタデン
有限会社 吉澤電機商会
伸栄電業
フジデンキ
藤森電気
久島電気商会

山梨県富士吉田市下吉田４丁目6-23
山梨県富士吉田市下吉田五丁目２５－１０
山梨県富士吉田市上吉田962-12
山梨県富士吉田市上吉田3-13-19
山梨県富士吉田市旭2丁目 8-4
山梨県甲州市塩山上於曽1123番地
山梨県北杜市高根町下黒澤３７５０－１１２
山梨県北杜市長坂町長坂上条2313
山梨県北杜市小淵沢町７４８２－３
山梨県上野原市上野原２０００

0555-23-0750
0555-24-1778
0555-23-0698
0555-22-0455
0555-24-1400
0553-33-2288
0551-47-5323
0551-32-2213
0551-36-2207
0554-63-0924
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2019年5月9日更新
登録業者名
細田無線電機株式会社
高尾電気
アキ電工
一瀬電化サービス
株式会社アマノＤＥＮＫＩ
有限会社 エヌケー
ライトハウス株式会社
有限会社 池田電機
株式会社 丸正無線電機商会
有限会社やまたに電機
株式会社 桐忠
有限会社 エヌエスアイ
高橋デンキ
桜井電機商会
有限会社本田電機商会
ワタナベデンキ
トータルエンジニアリング細貝株式会社
株式会社 長岡日本アンテナ

住所
山梨県上野原市上野原3445-3
山梨県上野原市上野原980-1
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門１０７５番地
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1100番地
山梨県中巨摩郡昭和町押越２０９６
新潟県長岡市宝５丁目10番地９
新潟県長岡市学校町2丁目5-5コンフォート東 1F
新潟県長岡市住吉２丁目１０番１９号池田ビル１Ｆ
新潟県長岡市東坂之上町3丁目2-28
新潟県長岡市宮原1-7-4
新潟県長岡市滝の下町8-18
新潟県長岡市栃尾泉2367番地
新潟県長岡市北荷頃399
新潟県長岡市一之貝６６３－１
新潟県長岡市西片貝町872-1
新潟県長岡市富島町252
新潟県長岡市要町３丁目３－３６
新潟県長岡市蓮潟５丁目１－４

電話番号
0554-63-0277
0554-63-0765
055-272-3016
055-272-1458
055-275-8041
0258-25-3323
0258-37-0002
0258-33-4680
0258-32-1345
0258-32-4310
0258-52-2336
0258-53-2250
0258-52-2980
0258-53-6211
0258-33-2295
090-4613-7632
0258-86-4600
0258-28-1192

水村電機株式会社 営業部
アクト通信株式会社
株式会社 ヨコタ
株式会社 サウンドライフ
合名会社小林デンキ
有限会社 早川電機商会
髙橋ホームサービス
株式会社ぱるえむ
CMSリホーム電化まるせい(有限会社丸政
ミシン電気商会)
合資会社 北村電機商会
西川住宅電気サービス
有限会社 城北電化
有限会社イシダデンキ
有限会社きたじま
中村家電販売
株式会社 竹内電気商会

新潟県長岡市大島新町1丁目1-4
新潟県長岡市芹川町2662-1
新潟県糸魚川市横町１丁目４－６
新潟県糸魚川市横町4丁目3-34
新潟県糸魚川市本町６－５
新潟県上越市中央1-6-12
新潟県上越市三ツ橋851-3
新潟県上越市春日新田１丁目14-39

0258-27-0697
0258-29-0858
025-552-0391
025-552-2405
025-552-0044
025-543-3077
025-544-2325
025-543-5358

新潟県上越市春日新田2丁目6-40

025-543-2889

新潟県上越市五智３丁目９－１５
新潟県上越市五智三丁目９番４号
新潟県上越市北本町1丁目3-16
新潟県上越市本町６-３－７
新潟県上越市大町３-３－２３
新潟県上越市東城町２丁目４－７３
新潟県上越市南本町３丁目７－８

025-543-2376
025-545-5553
025-524-7172
025-523-3542
025-523-6009
025-522-2269
025-523-3506

有限会社カザマデンキ
株式会社横瀬オーディオ
フジイホームサービス
ミヤデン
株式会社上越無線
株式会社雲田商会
株式会社 イケシン電器
太田電気商会
宮本電化
小川家電サービス

新潟県上越市大和3-3－2
新潟県上越市七ケ所新田４７０番地４
新潟県上越市中田原82-7
新潟県上越市寺町一丁目三番九号
新潟県妙高市柳井田町4丁目11番8号
新潟県妙高市高柳１丁目３－１０
新潟県妙高市諏訪町2丁目5番2号
新潟県妙高市田町1丁目3－14
新潟県妙高市小出雲3丁目2-4
新潟県上越市板倉区南中島536

025-525-0070
025-523-6171
025-523-3313
025-524-6850
0255-72-1859
0255-70-1215
0255-72-4171
0255-72-3369
0255-72-0114
0255-78-2359
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2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社レッツウエノ
プリズムくろがね店
有限会社よねやま電器
品田通信電設株式会社
株式会社 関矢電機商会
藤崎電機
株式会社協同電設
有限会社 柳家電機商会
株式会社 コイデン
YOU SHOP(ユーショップ）
野澤ラジオ電機商会
株式会社藤沢電機
でんきと住まいのユニックイワサキ
株式会社平沢テレビ十日町店
(有)西野電化
みたか屋 （ｱﾄﾑ電器ﾁｪｰﾝ能生店）
のうちでんき
有限会社原田電気

住所
新潟県柏崎市長浜町１番３３号
新潟県柏崎市四谷１丁目１０番１２号
新潟県柏崎市諏訪町12-2
新潟県柏崎市西本町一丁目11-25
新潟県柏崎市関町１０－１２
新潟県柏崎市安田１９０４－１
新潟県柏崎市大字安田７１４－１
新潟県魚沼市小出島１２４－６７
新潟県魚沼市中島124-1
新潟県小千谷市東栄1丁目8-35
新潟県小千谷市城内２-６－３
新潟県小千谷市城内4丁目6番14号
新潟県十日町市四日町新田216-2
新潟県十日町市昭和町４丁目１８９－５
新潟県十日町市本町5丁目215-1
新潟県糸魚川市木浦697-1
新潟県糸魚川市能生2893-6
新潟県上越市名立区名立大町１６５９－３

電話番号
0257-23-5089
0257-23-6781
0257-23-2902
0257-22-0011
0257-22-3982
0257-23-4895
0257-24-1976
025-792-1333
025-792-0440
0258-82-6226
0258-82-2362
0258-83-3660
025-752-4848
025-757-3588
025-752-2828
025-566-2234
025-566-4594
025-537-2056

土谷電機店
株式会社マイテック
パナコスモスタマヤ
室岡電機商会
株式会社共栄電機
シライ電設株式会社
有限会社南雲電業
合資会社平井時計電機店
富山電気株式会社
有限会社石田電機商会
イズミヤピティモ株式会社
有限会社 門山電機店
株式会社パナフレンドオガワ
有限会社和田電機
(有)玉川電機
株式会社 樋口電機
株式会社パナ・トップ

新潟県妙高市大字田口２０７－９
新潟県上越市大潟区雁子浜３１８－１９
新潟県上越市大潟区潟町285-1
新潟県上越市柿崎区柿崎6598
新潟県柏崎市西山町和田101-1
新潟県長岡市浦495-1
新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢1-2-1
新潟県南魚沼市六日町1860
新潟県南魚沼市宮464番地1
新潟県南魚沼市五日町３６３
新潟県南魚沼市寺尾1314
新潟県南魚沼市浦佐１１４２－２
新潟県南魚沼市市野江甲278-2
新潟県魚沼市大石１７２－３
新潟県魚沼市堀之内264-4
新潟県十日町市上山己３１２９－２番地
新潟県新潟市東区太平３丁目２２－１６

0255-86-2151
025-534-2861
025-534-2451
025-536-2458
0257-48-2433
0258-92-3929
025-784-2626
025-772-3221
025-774-2316
025-776-2110
025-776-3191
025-777-4172
025-777-3813
025-794-2219
025-794-2130
025-763-2112
025-273-0070

大成電気工事株式会社
有限会社小見電器
栗原電器本田店
有限会社サカイ電化センター
有限会社 新潟有線テレビサービス
株式会社 アベデンキ
株式会社アオスフィールド
でんきやSUNタナカ
株式会社タナベテレビ
株式会社 パルコミュニケーションズ

新潟県新潟市東区河渡庚１５４番地２
新潟県新潟市江南区北山1194-1
新潟県新潟市江南区袋津５丁目3-31
新潟県新潟市江南区亀田本町4-3-13
新潟県新潟市江南区沢海3丁目7-1
新潟県新潟市江南区横越中央７丁目１番６１号
新潟県新潟市東区本所１丁目１３－１８
新潟県新潟市東区岡山115-33
新潟県新潟市東区中野山５-１８−２９
新潟県新潟市東区東明1-9-8

025-273-4311
025-276-2846
025-382-6999
025-382-7900
025-385-2234
025-385-2631
025-273-9011
025-276-5761
025-276-1038
025-286-1225
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2019年5月9日更新
登録業者名
谷口電機
有限会社大伸通信
でんきハウス星野
真保電機工業株式会社
マスプロ電工株式会社 新潟営業所
株式会社 防災メンテナンスサービス
株式会社 北越ケーズ
新潟日本アンテナ株式会社
ヨコセＡＶシステム（株）
ホーチキ株式会社 新潟支社
有限会社 松本電気商会
有限会社クリヤマ
石田電機商会
ナガイ電器
有限会社テルイ電工エンジニアリング
有限会社 保苅電気商会
株式会社 コスモデンキ
パナ・コスモスコダマ

住所
新潟県新潟市東区中山7-14-8
新潟県新潟市東区竹尾4丁目4-29
新潟県新潟市東区はなみずき2丁目14－3
新潟県新潟市中央区山二ツ421番地3
新潟県新潟市中央区山二ツ４丁目２－２５
新潟県新潟市中央区女池７丁目２－１１
新潟県新潟市中央区女池８丁目１６番１７号
新潟県新潟市中央区鳥屋野南３丁目１番３３号
新潟県新潟市中央区親松８２番地６
新潟県新潟市中央区上所上２丁目４－５
新潟県新潟市江南区丸潟新田458番地
新潟県新潟市南区能登1丁目2-4
新潟県新潟市南区庄瀬１０６７
新潟県新潟市西区小針4丁目26-35
新潟県新潟市西区小新大通1丁目1丁目10-37
新潟県新潟市西区寺尾上2丁目3番69号
新潟県新潟市西区槇尾434-1
新潟県新潟市西区五十嵐中島２丁目30-7

電話番号
025-274-4771
025-275-5541
025-256-7507
025-287-1191
025-287-3155
025-285-8966
025-282-3333
025-284-2012
025-282-4156
025-368-7035
025-280-2277
025-373-1131
025-372-2940
025-267-8672
025-230-1765
025-269-2359
025-262-2116
025-262-0675

パナ・コスモス キムラ
株式会社コスモデンキ クニカネ店
オオワキでんき
新潟ラジオ電器株式会社
パナコスモス ヒロカワ
株式会社福光産業
(資）中川ラジオ店
北ラジオ店
有限会社 三浦電気
嘉井電機株式会社
鈴木商店
朝井電化サービス
佐渡電化サービス
共栄電設
株式会社金井電設
有限会社仲嶋テレビサービス
佐渡電機商会

新潟県新潟市西区新中浜1丁目11-20
新潟県新潟市北区松浜東町1丁目1－35
新潟県新潟市北区葛塚３４１２
新潟県新潟市中央区西堀前通３番町７２３番地
新潟県新潟市中央区営所通1-302-2
新潟県新潟市中央区関屋金鉢山町67
新潟県佐渡市春日６５
新潟県佐渡市両津湊３１５番地
新潟県佐渡市下新穂482-1
新潟県佐渡市畑野甲５８５番地１１
新潟県佐渡市多田１８０－１２
新潟県佐渡市多田212
新潟県佐渡市三瀬川３７１－１
新潟県佐渡市大和1317-1
新潟県佐渡市金井新保乙1051-3
新潟県佐渡市八幡町38-2
新潟県佐渡市河原田本町38-1

025-262-1310
025-259-3322
025-387-2206
025-229-2281
025-222-4955
025-266-6166
0259-27-2269
0259-27-3728
0259-22-2897
0259-66-4080
0259-67-2402
0259-67-2021
0259-63-6661
0259-63-5711
0259-63-3161
0259-52-4102
0259-52-2151

有限会社 長嶋電気商会
株式会社 小山電機商会
パナコスモスアマノ
株式会社有坂電機
株式会社あかりテック
有限会社ウサミサービス
渡辺オーディオ商会
ブルースカイジャパン
鈴善
鈴木電化商会

新潟県佐渡市河原田本町45-1
新潟県佐渡市河原田本町８
新潟県新潟市西蒲区巻甲４７０－２
新潟県新潟市西蒲区巻甲５８３番地
新潟県見附市学校町２丁目４－１０
新潟県見附市新幸町7-17
新潟県見附市市野坪63
新潟県見附市今町3-10-20
新潟県三条市上保内乙441-1
新潟県三条市一ノ門１丁目11-13

0259-57-2242
0259-52-3231
0256-73-3045
0256-72-3347
0258-62-1272
0258-66-6369
0258-63-1784
0258-86-0012
0256-38-8107
0256-32-3536
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2019年5月9日更新
登録業者名
住所
株式会社アキバ
新潟県三条市興野１丁目１６番１８号
真野電機店
新潟県三条市東三条2丁目4-1
ビデオン ノザキ
新潟県三条市林町二丁目11-19
有限会社ナカノ電機
新潟県三条市荒町2丁目20-8
新潟商品販売
新潟県三条市栗林344-8
有限会社猪熊電気工業
新潟県三条市上須頃178-1
(株)石田電機商会
新潟県三条市島田1-3-5
有限会社 馬場電機商会
新潟県三条市曲渕3丁目20-43
マスイ電器番場店
新潟県新潟市秋葉区金沢町1丁目2-36
株式会社コスモデンキ ホクデン＆シンキ新潟県新発田市緑町3丁目5番20号
ョー店
小川電器商会
新潟県新発田市上中山95-2
有限会社 シブヤ電器
新潟県新発田市本町4-14-16
プリズム電光社
新潟県村上市小町４－２０
株式会社 平山電気商会
新潟県村上市上片町2番19号
パナ・コスモス カネデン
新潟県燕市五千石2810-5
有限会社三好屋電器
新潟県燕市佐渡山５３９９
株式会社アサヒ堂
新潟県燕市吉田旭町１丁目６－４

電話番号
0256-35-5257
0256-32-5616
0256-32-2291
0256-33-3420
0256-34-2234
0256-35-1718
0256-33-3238
0256-34-4164
0250-22-4102

有限会社 加藤電器
新潟県新潟市西蒲区鱸223-1
有限会社 明道テレビサービス
新潟県燕市南３-３－８
有限会社電化のヤマダ
新潟県燕市小高5348-3
深海電機
新潟県燕市宮町５－１０－２
有限会社 板垣電器商会
新潟県燕市燕588-10
青野電気商会
新潟県加茂市上町3-11
マルニラジオ店
新潟県五泉市寺沢１丁目５－１
株式会社カツデン
新潟県五泉市泉町１丁目４－16
折笠ラジオ
新潟県阿賀野市笹岡339-1
桐生電気商会
新潟県胎内市鼓岡543-11
有限会社 須貝電器
新潟県岩船郡関川村土沢915-1
川端でんき
新潟県村上市桃川９７２
パナコスモス シンキョウ
新潟県村上市平林80-2
有限会社 東栄電工
新潟県村上市宿田108-11
株式会社 森電気
神奈川県川崎市川崎区日の出1丁目１１－３
株式会社ヨドバシカメラ アッセンブリー神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25-15
センター川崎
(有)持田電気商会
神奈川県川崎市中原区中丸子579

0256-88-2077
0256-62-3694
0256-64-3687
0256-62-2076
0256-62-3430
0256-52-2874
0250-42-2058
0250-43-0454
0250-62-2478
0254-48-3255
0254-64-1088
0254-66-7512
0254-66-5039
0254-66-5151
090-2679-1572

有限会社 大塚電化サービス
井田無線
株式会社 渋谷電気
有限会社 チバデンキ
塚田電気工業株式会社
有限会社 宮内無線
株式会社 ジェー・エヌ・エス
若月電業有限会社
株式会社アラート家電
有限会社 吉澤電機

044-411-5252
044-766-5931
044-522-2551
044-588-1298
044-833-7324
044-822-9251
044-833-9592
044-777-4330
044-975-4962
044-966-3376

神奈川県川崎市中原区木月 2丁目4-19グランデ元住吉
神奈川県川崎市中原区井田中ノ町25-18
神奈川県川崎市幸区 南幸町 2丁目 ２９番地
神奈川県川崎市幸区南加瀬3丁目8-31
神奈川県川崎市高津区溝口3丁目10-27
神奈川県川崎市高津区二子１-2-6
神奈川県川崎市高津区坂戸３丁目１９番２号
神奈川県川崎市高津区子母口３６５
神奈川県川崎市多摩区長沢4-23-12
神奈川県川崎市麻生区百合丘１丁目２０－４
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0254-23-1145
0254-32-2206
0254-22-2951
0254-52-2552
0254-52-5215
0256-97-4346
0256-93-2359
0256-93-2831

044-281-1010
044-411-5733

2019年5月9日更新
登録業者名
住所
有限会社石野電気柿生店
神奈川県川崎市麻生区下麻生2-39-1
有限会社 天野電機
神奈川県川崎市麻生区岡上１４６２－１４１
有限会社三佐
神奈川県川崎市宮前区東有馬5-23-14内田ビル102
有限会社 のま電化
神奈川県川崎市宮前区有馬5-23-18
株式会社 フジテックス
神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷５番地６
株式会社ライフコミュニケーションズ
神奈川県川崎市宮前区馬絹1-25-31
有限会社松川電器
神奈川県横浜市西区中央２丁目３番１６号
横浜エレクトリック
神奈川県横浜市西区東久保町9-7メゾン内野1F
株式会社川戸電機大口店
神奈川県横浜市神奈川区大口通138-4
林電気株式会社
神奈川県横浜市神奈川区浦島町３６７
プランネット株式会社
神奈川県横浜市神奈川区神奈川２-９－１
株式会社 克電
神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目25-6城戸ビル 2F
フクダエレクトリックシステムアーツ有限神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3-7-1池田ビル1階
会社
神奈川県横浜市神奈川区松本町２丁目13-1デルニエ横浜
株式会社川戸電機 反町店
１Ｆ

電話番号
044-988-2687
044-989-3058
044-877-2782
044-855-4516
044-870-8761
080-5989-3228
045-321-0545
045-877-5829
045-421-0844
045-441-3276
045-441-0055
045-430-5222
045-491-4108
045-321-3321

株式会社川戸電機本店
ケイエフバーチ株式会社
有田電気商会

神奈川県横浜市神奈川区三ッ沢中町8-3
045-321-5221
神奈川県横浜市神奈川区三ッ沢下町２-１４自由堂ビル301 045-548-6434
神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１４９４
045-383-2121

川島電気
(有)佐藤テレビ音響社
有限会社神栄電気
有限会社 中外電機

神奈川県横浜市神奈川区菅田町2975-71
神奈川県横浜市神奈川区片倉１丁目13-4
神奈川県横浜市神奈川区片倉４-１９－２５
神奈川県横浜市港北区菊名3-15-24
神奈川県横浜市港北区大豆戸町914-6藤和大倉山コープ
Ｖ－104号
神奈川県横浜市港北区新横浜２-７－１９竹生第二ビル
９０２号室
神奈川県横浜市港北区岸根町160-2
神奈川県横浜市港北区綱島西4-13-7
神奈川県横浜市都筑区荏田南5-7-6
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東4-5-24
神奈川県横浜市都筑区仲町台１-２９－１０プレンティヒル
ズ２ ３０１号
神奈川県横浜市都筑区池辺町３６９７－１
神奈川県横浜市青葉区あざみ野２丁目１２番地４小川ビル
１階
神奈川県横浜市緑区長津田町2966
神奈川県横浜市青葉区奈良町1566-123
神奈川県横浜市鶴見区大黒町5丁目24番地

有限会社ポシェットお～くら
サン電子株式会社

横浜営業所

エトリ電設 株式会社
有限会社綱島電機商会
有限会社 わたなべ電器
サンプラス株式会社
有限会社エル・フラッシュ
株式会社日本住設
有限会社

愛愛電機

株式会社ジェス
有限会社ヤマデン
株式会社ノジマ 商品センター
有限会社エコー電化
マスプロ電工株式会社

横浜営業所

有限会社福田電気商会
共聴アンテナ設備株式会社
株式会社久米電機商会
おおたに家電 株式会社
株式会社ミナト電気商会
株式会社 旭無線
日産設備株式会社

045-491-3559
045-481-0562
045-481-2724
045-431-8144
045-542-3630
045-474-5061
045-471-6514
045-531-2089
045-941-6201
045-482-4071
045-948-4721
045-270-3568
045-901-1757
045-981-7209
045-962-8615
045-650-7200

神奈川県横浜市鶴見区北寺尾７丁目１７－１１
045-572-4887
神奈川県横浜市中区尾上町６丁目８３ビッグヴァン尾上町ビ045-664-4551
ル６F-A
神奈川県横浜市中区山下町215
045-681-8350
神奈川県横浜市中区山田町８-1フロール山田町第三 104号 045-261-3415
神奈川県横浜市中区野毛町2-77-1-101
045-231-0503
神奈川県横浜市中区麦田町4丁目107番ライフ山手 1階
045-622-9084
神奈川県横浜市南区井土ヶ谷上町２２－２１
045-731-4617
神奈川県横浜市南区井土ヶ谷上町3-7小山ビル１F
045-713-3511
神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町1丁目1番NSビル３階
045-712-2321
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2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社エムエム電気工業
（有）いずみ電器
有限会社 アイ・ティー・ネット
SHIMADA
有限会社エヌ・システム
株式会社

伊東電機

株式会社 興友社
有限会社 エムプロ
有限会社エイチ・エイチ・エス
有限会社 伸幸電機
ウーノ有限会社
嶋田電気
弘栄設備株式会社
オーディオミズタニ
株式会社三電商事 三浦海岸店
有限会社海栄電気
角田電気商会
株式会社 若林でんき
株式会社川戸電機西谷店
有限会社長坂電気
有限会社岩澤電機商会
エリア通信株式会社
有限会社 小高電気商会
大野電設
株式会社メイト電気
有限会社天貝電気
有限会社和田電機
有限会社左近山電化センター
有限会社渡辺電気商会
株式会社シンセツ電気
有限会社 伊東商店
有限会社 二見電機商会
佐藤電工株式会社
サンハーツ愛川店
千葉電気株式会社
有限会社梅澤電設
有限会社 三協電機商会
有限会社 城所電化
株式会社日本システムプランナー
市川電器
株式会社 小倉電工社
株式会社光陽通信
日本アンテナ株式会社 横浜支店
山手台エンジニアリング

住所
神奈川県横浜市南区中里1丁目7-14
神奈川県横浜市南区永田北2-14-13石川ハウジング
神奈川県横浜市南区永田東２-6-25
神奈川県横浜市南区永田山王台33-4
神奈川県横浜市港南区港南3-36-7笹川ビル1Ｆ
神奈川県横浜市港南区上永谷２丁目11-1いずみプラザ
116
神奈川県横浜市磯子区西町８番２号
神奈川県横浜市金沢区釜利谷西６-39-13
神奈川県横須賀市公郷町1-59-1
神奈川県横須賀市公郷町３-６０
神奈川県横須賀市森崎3丁目1-4
神奈川県横須賀市森崎４丁目３３番地９号
神奈川県横須賀市平作5-25-1
神奈川県横須賀市池上５-１１－１２
神奈川県三浦市南下浦町上宮田1524-5
神奈川県三浦市三崎3-10-5
神奈川県横須賀市武3丁目21ー19

電話番号
045-715-7031
045-713-1839
045-341-3600
080-1273-0807
045-840-4030

神奈川県横浜市保土ヶ谷区保土ケ谷町2-108
神奈川県横浜市保土ヶ谷区西谷町890
神奈川県横須賀市長坂3丁目11-8
神奈川県横須賀市荻野15-10
神奈川県横浜市旭区川島町１９２８－１１
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2丁目40番地
神奈川県横浜市旭区本宿町113-3 ビッグヴァン二俣川第3302
神奈川県横浜市旭区四季美台70－29
神奈川県横浜市旭区川井本町94-18
神奈川県横浜市旭区南希望ヶ丘76-1 １Fヒルズぽえむ
神奈川県横浜市旭区左近山16-1左近山団地1-31-102
神奈川県大和市下鶴間１９００－１２
神奈川県大和市南林間6-23-25
神奈川県大和市渋谷1丁目4-3
神奈川県大和市上草柳7-5-18
神奈川県厚木市岡田３０８２－２
神奈川県愛甲郡愛川町角田727-14

045-731-5464
045-371-3102
046-857-0406
046-856-2094
045-520-3902
045-371-2815

神奈川県愛甲郡愛川町中津3417-6
神奈川県愛甲郡愛川町田代351-1
神奈川県海老名市東柏ヶ谷2-21-53
神奈川県海老名市国分南1丁目16-22
神奈川県海老名市国分南4-26-18
神奈川県海老名市上今泉１丁目２１－１６
神奈川県厚木市妻田西2-9-11
神奈川県横浜市戸塚区川上町799-2
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町上品濃10-10
神奈川県横浜市泉区西が岡3丁目12番地1グレーシア山手台
207

046-285-2535
046-280-1221
046-231-0166
046-231-1409
050-5534-5634
046-232-9132
046-224-0468
045-829-1500
045-829-0024
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045-845-2770
045-751-7574
045-355-0611
046-852-5123
046-852-6222
046-834-3551
046-836-6160
046-890-7117
046-852-1369
046-889-0202
046-882-2530
046-856-1228

045-364-1618
045-391-0843
045-953-5195
045-362-9508
045-353-0308
046-274-0788
046-275-8878
046-267-1006
046-261-9500
046-220-0207
046-285-6751

045-814-3999

2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社 村山電気商会
株式会社メッカコーポレーション
めいせい電器
株式会社ツインコムネット
モミヤマ電気商会
白川電化サービス
株式会社ｼﾝﾖｰ・ｴｰﾌﾞｲ・ｾﾝﾀｰ
有限会社水島デンキ住設
有限会社須賀川電気商会
株式会社 和光電気
有限会社電業社
有限会社ユニオン商会
こじまでんき
旭電機株式会社
株式会社 和田電機 富水店
株式会社湘南クラッチ
株式会社サステナ
片野電気商会

住所
神奈川県横浜市泉区中田西3-37-15
神奈川県横浜市戸塚区原宿5丁目16番13号
神奈川県横浜市瀬谷区相沢6丁目17－6
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-43-6
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷六丁目１９番地１２
神奈川県横浜市瀬谷区南台2-11-6
神奈川県横浜市瀬谷区橋戸1-19-4
神奈川県鎌倉市今泉台6丁目26-9
神奈川県鎌倉市長谷3丁目12-18
神奈川県小田原市寿町５-８－３４
神奈川県小田原市栄町2-13-16電業社
神奈川県小田原市南町2-2－58
神奈川県小田原市城山１-３－１８
神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷465
神奈川県小田原市飯田岡128-7
神奈川県藤沢市鵠沼神明5-4-11
神奈川県藤沢市羽鳥1町目6番7号
神奈川県座間市相模が丘１-17-41

電話番号
045-803-1569
045-852-8818
045-302-8976
045-304-3443
045-301-2452
045-303-3149
045-303-1141
090-4606-4006
0467-22-3208
0465-35-4191
0465-23-1411
0465-23-1451
0465-34-0539
0460-87-6661
0465-37-2321
0466-54-9350
0466-30-1277
042-744-1821

有限会社 小川電気商会
神奈川県座間市相模が丘５-５－１８
株式会社ケー・ディー・エス 本社事業所神奈川県相模原市緑区下九沢1605-1
有限会社 ノザキデンキ
神奈川県相模原市緑区大島２３２３－３
有限会社本田電気商会
神奈川県相模原市緑区太井203番地7
タック
神奈川県相模原市緑区与瀬１３０５－２
マツモト
神奈川県相模原市緑区小原665-1
株式会社オカモト
神奈川県相模原市中央区宮下本町2丁目40-5
関口電機
神奈川県相模原市中央区すすきの町41番地12号
小山電機株式会社
神奈川県相模原市中央区緑が丘１丁目２５番２４号
有限会社関東総合設備
神奈川県相模原市中央区相生4-7-10
有限会社秋山電工
神奈川県相模原市中央区千代田6丁目5番3号
株式会社ライト
神奈川県相模原市中央区中央5丁目9-10
電化社
神奈川県相模原市中央区横山4丁目24-12
株式会社日電社
神奈川県相模原市南区東林間3丁目8-10
株式会社 電化センターさがみ
神奈川県相模原市南区東林間7丁目12-7
有限会社でんかはうすフタバ
神奈川県相模原市南区双葉2丁目16-7
有限会社てる電気商会
神奈川県相模原市南区相模台7丁目３３－２１

042-743-8482
042-764-4340
042-762-3477
042-784-0165
042-685-0883
042-684-2262
042-759-5591
042-752-9743
042-752-2532
042-855-5330
042-757-3443
042-755-5555
042-755-6895
042-742-7697
042-745-3045
042-748-4004
042-747-3688

株式会社イミ電気
相武台電化株式会社
株式会社 長谷川電機
タムラ電気
有限会社ハラデン
（有）トリイ電気商会
株式会社 安藤電気綜業
株式会社 関東総合
太陽電設
有限会社みかみ電器

046-256-3222
046-251-5947
046-251-0505
042-756-4949
0466-82-8914
0466-81-7871
0466-87-5078
0466-48-4456
0466-48-2138
0467-78-0028

神奈川県相模原市南区新磯野1-171
神奈川県相模原市南区新磯野1-19-14
神奈川県相模原市南区新戸2440
神奈川県相模原市南区大野台6丁目8-19
神奈川県藤沢市亀井野3263-4
神奈川県藤沢市亀井野1丁目9-19
神奈川県藤沢市石川275
神奈川県藤沢市葛原226-8
神奈川県藤沢市葛原2360-8
神奈川県綾瀬市深谷中6丁目10-54
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2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社須藤電気
メロディーフクシマ
有限会社 佐藤電気
株式会社たちばな電化
有限会社 小野間電気
パナハートみやざき
神奈川電設株式会社
有限会社 山田電気商会
有限会社寒川電機商会
サンハーツ
サンハーツ平塚店
株式会社二之宮電気商会
(有)ムロフシデンキ
有限会社チバデン
湘南チェーンマインズ旭店
A-PORTサンワ
株式会社大竹電気設備
株式会社小菅工業

住所
神奈川県綾瀬市上土棚南1丁目7-33
神奈川県綾瀬市落合南３丁目１０－１１
神奈川県綾瀬市早川2099-1
神奈川県綾瀬市寺尾北2丁目17番25号
神奈川県茅ケ崎市旭が丘７－３５
神奈川県茅ヶ崎市幸町17-1
神奈川県茅ヶ崎市萩園3041
神奈川県茅ヶ崎市香川1-18-10
神奈川県高座郡寒川町一之宮2-26-6
神奈川県高座郡寒川町一之宮6-6-3
神奈川県平塚市諏訪町３-9
神奈川県平塚市南原2-4-5
神奈川県平塚市中原１-２０－３９
神奈川県平塚市袖ヶ浜8-46
神奈川県平塚市河内377
神奈川県平塚市山下270-6
神奈川県小田原市羽根尾４
神奈川県小田原市酒匂1丁目7番地13号

電話番号
0467-77-5030
0467-78-5246
090-3068-3587
0467-78-1764
0467-82-6590
0467-81-4657
0467-83-1236
0467-52-0205
0467-75-0345
0467-73-4655
0463-33-4490
0463-31-7287
0463-32-3535
0463-21-3229
0463-32-0778
0463-32-1418
0465-43-2848
0465-47-6110

有限会社アオヤギ住設・家電
株式会社大根デンキ
株式会社アンドーデンキ
(有)山本電気
株式会社和田電機大井店
清凌電設株式会社
飯山電気商会
ナガサキ商会
アタック電器株式会社
フジノ電器商会
有限会社 井上電器商会
株式会社 松栄
タケダデンキ
有限会社 三響電器商会
本城電機
日本アンテナ株式会社 千葉営業所
(株)よしのや電気商会

神奈川県秦野市鶴巻南４丁目２１番３３号
神奈川県秦野市南矢名1-15-18ｓｋ3ビル 103号
神奈川県秦野市平沢５５８－１
神奈川県秦野市東田原41-1
神奈川県足柄上郡大井町上大井116-1
神奈川県足柄上郡大井町金手834-9
神奈川県足柄上郡大井町金子1331
神奈川県足柄上郡開成町吉田島752-5
神奈川県中郡大磯町国府本郷938-6
神奈川県中郡二宮町富士見が丘２丁目８－１２
神奈川県中郡二宮町一色１３１１－１０
神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4-5-5
神奈川県伊勢原市沼目4丁目39-11
神奈川県伊勢原市田中939
神奈川県平塚市飯島23番地
千葉県千葉市中央区末広2丁目1番地18号
千葉県千葉市美浜区真砂３丁目１５－１３

0463-78-1515
0463-77-2243
0463-82-2529
0463-82-1424
0465-83-3023
0465-46-8256
0465-82-2429
0465-82-0517
0463-71-3135
0463-72-3453
0463-72-0384
0465-63-2007
0463-95-3302
0463-95-1888
0463-58-0530
043-265-6401
043-277-8815

ハイライフデザイン株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目9-1スターツ幕張ビル13階
千葉県千葉市花見川区幕張本郷1丁目11-26リビエール本郷
205号
千葉県千葉市稲毛区宮野木町1752-206
千葉県千葉市若葉区北大宮台19-7
千葉県千葉市若葉区大宮台４丁目７－３
千葉県千葉市若葉区都賀４丁目１－３千葉ＮＴビル５Ｆ
千葉県千葉市若葉区桜木６-２１-15
千葉県千葉市若葉区御成台3-13-10
千葉県千葉市緑区大膳野町4-564

043-306-1113

サン電子株式会社

千葉営業所

株式会社 みゆき電器
セットライン株式会社
有限会社綜合電設
マスプロ電工株式会社千葉営業所
アオバ通信株式会社
有限会社進和電気
サンポーデンキ
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043-274-7311
043-259-3277
043-312-0659
043-291-2242
043-232-5335
043-232-1220
043-235-1246
043-309-6890

2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社シスコムネット
株式会社ときわシャープ電化センター
てくのらいふ
パワーズ電化
スギデン
有限会社ワタナベ
株式会社もぎ電器
(有)ホンダデンキ
有限会社 オオクマデンキ
カトウでんき
有限会社 コナンテック
株式会社 横堀電設
むつでん
(有)でんきのさくらい
株式会社 村中電設
株式会社よこでん
有限会社麓電気商会
双見通信工業株式会社

住所
千葉県千葉市緑区古市場町４７４－４０
千葉県松戸市小金原６丁目11-26
千葉県松戸市小金原7丁目17番23号
千葉県流山市江戸川台東1丁目７４－１
千葉県流山市名都借796-5
千葉県流山市（大字）流山 １０４７
千葉県野田市木間ケ瀬1754
千葉県野田市東宝珠花１１６－２
千葉県野田市尾崎811-35
千葉県我孫子市つくし野3丁目１－１０６アビコビレジ
千葉県柏市泉1979-2
千葉県印旛郡栄町麻生123
千葉県松戸市六実１-２３－１３
千葉県松戸市六実2-14-18ｻｸﾗｲｱﾊﾟ-ﾄ 101
千葉県松戸市東松戸3-8-17
千葉県松戸市千駄堀１５７９
千葉県松戸市日暮３丁目１９－２３
千葉県松戸市日暮5丁目332

電話番号
043-261-8033
047-341-6181
047-343-5521
04-7153-3450
04-7196-6013
04-7159-1997
04-7198-0349
04-7198-0126
04-7129-1811
04-7184-2341
04-7193-3552
0476-95-6147
047-386-7551
047-389-0074
047-703-9382
047-702-7962
047-363-3255
047-311-8001

株式会社ユニリビング
ながしまでんき
こがさき電器株式会社
株式会社 桜井電気商会
有限会社 川野辺電気商会
有限会社二階堂デンキ商会
ナカノデンキ
グリーン電器住設株式会社
株式会社 八進 塩浜営業所
トラストワン 株式会社
株式会社ナス電気
有限会社福島電化センター
株式会社 東京サービスステーション
橋本部
梶原電化
株式会社 菅谷電機
株式会社共栄設備

千葉県松戸市牧の原2番地の38
千葉県松戸市新作385
千葉県松戸市古ヶ崎2-3169
千葉県松戸市根本464
千葉県市川市八幡3-26-2
千葉県市川市八幡３丁目２５番１３号
千葉県市川市大和田3丁目12-8
千葉県市川市大洲２-１３－１２つるさし苑１階Ｂ号
千葉県市川市塩浜3丁目27-20
千葉県市川市相之川4-5-18渡辺ビル本館3階
千葉県市川市柏井町3-589-5
千葉県市川市東菅野2-２－２

047-383-1101
047-341-4563
047-367-2581
047-362-0034
047-326-8463
047-322-4610
047-370-7098
047-702-5860
047-701-1284
047-399-1161
047-337-6600
047-323-4080

（有）アイシン家電
有限会社 ムラタデンキ
有限会社習志野電化
一永興業有限会社
株式会社日立ビルシステム
薮崎設備工業株式会社
有限会社ひばり堂柏店
㈱宇田川電機
有限会社 鈴木電機
有限会社 矢口電機

東関東支社

船千葉県船橋市浜町2-5-7MFLP船橋 Ⅰ 東館1階

047-401-6701

千葉県鎌ケ谷市東道野辺6-13-19
千葉県船橋市習志野台１-１８－１
千葉県船橋市大穴北１丁目20-26

047-446-0217
047-465-6256
047-457-5670

千葉県船橋市三咲２-１７－２１
千葉県習志野市袖ヶ浦３丁目５－３－１０
千葉県習志野市袖ヶ浦4丁目20番１２
千葉県八千代市大和田新田48-52
千葉県柏市柏４-8番1号柏東口金子ビル7階
千葉県柏市東上町2-22
千葉県柏市加賀３丁目４番１１号
千葉県柏市北柏3-3-16
千葉県柏市末広町15-2
千葉県柏市旭町7-3-2

047-447-5771
047-452-9242
047-453-1457
047-458-2888
04-7168-5186
04-7167-6197
04-7172-0878
04-7163-2550
04-7145-3045
04-7144-9401
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2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社八三電機
有限会社ユーデン
有限会社 荒木電機
有限会社READ
株式会社プライムワーク
トヨダ電器
有限会社スカイシステム
株式会社 コンフォートビルド
有限会社 岡田屋商店
佐瀬電機
株式会社 石井電器
(有)協和電気商会
ノクラ電器
鈴木電化サービス
有限会社 デンキのお医者
キタガワ電気
有限会社でんき館やまぎし
有限会社 秋葉電器商会

住所
千葉県野田市大殿井150-207
千葉県野田市山崎１８４０－１１
千葉県野田市清水174番地
千葉県野田市七光台212-38
千葉県野田市春日町48-5
千葉県東金市下谷３６－１
千葉県東金市家徳90-11
千葉県東金市南上宿38-29
千葉県東金市東金１３６６
千葉県東金市油井２５－１
千葉県四街道市大日286-12
千葉県四街道市千代田4丁目4-9
千葉県四街道市旭ヶ丘3-8-4
千葉県佐倉市江原台２丁目２－８
千葉県印旛郡酒々井町柏木157-7
千葉県印旛郡酒々井町中央台1-5-18ｻﾆｰｺｰﾄ中央台Ｂ
千葉県成田市田町280
千葉県富里市十倉５１３－２４

電話番号
04-7122-8830
04-7125-2577
04-7124-1533
04-7127-0175
04-7127-0307
0475-54-2244
0475-53-6245
0475-50-0306
0475-52-2565
0475-52-4520
043-422-2032
043-422-9631
043-432-7938
043-486-3691
043-496-1838
043-309-6777
0476-22-1875
0476-93-1053

有限会社石井電工
ユウショップかいほ
合資会社 飯名ラヂオ商会
有限会社宮本電気商会
日の出電気商会
滝川電気商会
カワバタ電機商会
コマデンキ
飯島電機
宮内電器株式会社
有限会社 シラト電機商会
メディアツカモト
保立電気店
有限会社石井電気商会
タムラテレビ
島村電機商会
ハートフルさとう

千葉県富里市七栄513-74
千葉県成田市久住中央３-１１－２７
千葉県香取市佐原イ1002-5
千葉県香取市佐原イ3286-5
千葉県銚子市川口町1-2077
千葉県銚子市愛宕町3101－5
千葉県銚子市外川町1丁目１０７２９－１０
千葉県銚子市小畑町７４７４
千葉県銚子市南町11番地の13
千葉県銚子市東芝町7-5
千葉県銚子市飯沼町3-10
千葉県銚子市新生町2丁目14-9
千葉県銚子市内浜町1548
千葉県銚子市松本町1-11-2
千葉県銚子市清川町4-5-3
千葉県香取市小見川1001
千葉県香取市小見川１２９７

0476-92-2397
0476-36-0604
0478-52-4351
0478-52-3810
0479-22-0049
0479-23-3333
0479-22-4696
0479-22-7719
0479-22-9554
0479-22-1396
0479-22-1083
0479-24-8068
0479-22-5893
0479-22-4503
0479-22-4561
0478-82-3537
0478-82-2881

高寺電機
e-Life はせがわ
平野電化センター
ホクソーデンキ
有限会社小川電気
西垣電設総業
有限会社 八街テレビ商会
有限会社アート電化サービス
武田電機株式会社
有限会社 白宝社

千葉県香取市小見川１７１
千葉県香取市小見川464-1
千葉県香取市野田254-2
千葉県香取郡東庄町平山521-1
千葉県八街市八街は3-163
千葉県八街市八街ほ811-41
千葉県八街市八街ほ238
千葉県八街市大関193-19
千葉県山武市津辺158
千葉県山武郡横芝光町木戸1336

0478-82-2622
0478-82-2823
0478-83-0683
0478-86-0163
043-444-3877
043-443-1787
043-443-5651
043-443-5303
0475-82-3351
0479-84-0048
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2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社 伊藤電気商会
内田屋電器センター
早川家電サービス
市原電気
千葉電化サービス
石川電気商会
電化ショールーム小原
シイナ電気
スズキ電機商会
株式会社サワダデンキ
セキデンキ
有限会社 永原ラジオ
有限会社 石川電気 干潟店
ミカドデンキ
有限会社 中村電機商会
電化システム キウチ
電化ブティックたかの
有限会社 ナベック

住所
千葉県山武郡横芝光町横芝1552
千葉県山武郡横芝光町横芝631
千葉県山武郡横芝光町屋形790-6
千葉県山武郡横芝光町鳥喰下1516
千葉県匝瑳市八日市場ハ917-2
千葉県匝瑳市八日市場イ2565
千葉県匝瑳市八日市場イ４５１－８２
千葉県匝瑳市大浦362-1
千葉県匝瑳市安久山1-25
千葉県香取郡多古町多古2610
千葉県香取郡多古町多古４７５－２
千葉県旭市ニ1416
千葉県旭市鎌数4442-20
千葉県旭市ロ853-15
千葉県旭市ハ263
千葉県旭市幾世885
千葉県旭市後草1935-1
千葉県旭市後草2024

電話番号
0479-82-0276
0479-82-2036
0479-82-1950
0479-82-1900
0479-73-2141
0479-72-0247
0479-73-5007
0479-74-1118
0479-74-1315
0479-76-3544
0479-76-2803
0479-62-0354
0479-62-2195
0479-62-0455
0479-62-0606
0479-55-4253
0479-55-2247
0479-55-2127

合資会社 石坂電器商会
有田家電
小林電器
(有)村上電化センター
岡安電気商会
株式会社横田電気
有限会社 富国電機
有限会社岡田電機
有限会社エルショップ
株式会社モリデンキ
(有)高橋テレビ店
有限会社 いしい
有限会社グリーンハウスヤマダ
有限会社ニシムラデンキ
有限会社佐野電機
有限会社 石井電化センター
有限会社 イシイデンキ

千葉県旭市飯岡2217
千葉県旭市萩園1190－1
千葉県旭市三川5920-1
千葉県市原市村上1369-1
千葉県市原市君塚4丁目13-41
千葉県市原市五井９７６－６１
千葉県市原市牛久543
千葉県市原市分目195番地
千葉県木更津市曽根33
千葉県木更津市太田4-12-27
千葉県木更津市清見台1-19-18
千葉県君津市広岡1179-1
千葉県木更津市真舟5-1-3
千葉県木更津市羽鳥野7丁目20-1
千葉県木更津市潮見4-3-1
千葉県富津市二間塚２００１－５
千葉県富津市岩瀬820-5

0479-57-2058
0479-57-3539
0479-57-4659
0436-22-6069
0436-22-1659
0436-24-8182
0436-92-1313
0436-36-4380
0438-98-5366
0438-23-0646
0438-23-5881
0439-29-2078
0438-37-0285
0438-37-2595
0438-36-9343
0439-87-4709
0439-65-0372

株式会社ベイ南関東産業
マエダ電化設備
熊沢電機サービス
有限会社 浅井電機商会
ヒヨシ電気
マルト電器商会
髙木電気
有限会社家電ノ村松
有限会社ワイ・エスデンキ
久保電気

千葉県館山市稲166番地1
千葉県館山市国分1220-1
千葉県館山市沼1637
千葉県館山市沼894
千葉県館山市館山1139
千葉県館山市館山191
千葉県館山市長須賀447-10
千葉県館山市北条1058
千葉県館山市下真倉611
千葉県館山市大神宮161-1

0470-24-9789
0470-28-4073
0470-23-1070
0470-23-0971
0470-23-7110
0470-22-0026
0470-23-5859
0470-22-0671
0470-22-1864
0470-28-2482
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2019年5月9日更新
登録業者名
野村屋電機有限会社
小山ラジオ店
有限会社スズキデンキ
保田電機商会
有限会社片岡時計電器店
有限会社白浜電気
（有）君塚電器
電化のカドヤス
ウイングタカハシ
有限会社高梨電器
有限会社フルヤマデンキ
有限会社 モバラ日立電機
株式会社マルユウデンキ
有限会社フルヤ電化
牧野電器
森電気商会
有限会社 カマデン
有限会社 ライフプラザすえよし

住所
千葉県南房総市千倉町瀬戸2283
千葉県南房総市千倉町南朝夷１２１３－２
千葉県南房総市千倉町平舘６８３
千葉県南房総市白浜町乙浜437-7
千葉県南房総市白浜町白浜2702-3
千葉県南房総市白浜町白浜2889-1
千葉県鴨川市横渚905
千葉県鴨川市貝渚3012
千葉県鴨川市八色602-1
千葉県鴨川市北風原882
千葉県茂原市本小轡1135-13
千葉県茂原市八千代3-12-17
千葉県茂原市下永吉３４４－３
千葉県茂原市上永吉９９５-５
千葉県長生郡長南町下小野田４０９
千葉県いすみ市深堀８１８
千葉県夷隅郡大多喜町久保427-2
千葉県夷隅郡大多喜町中野478-1

電話番号
0470-44-0403
0470-44-0207
0470-44-0448
0470-38-3704
0470-38-2655
0470-38-3006
04-7092-3505
04-7092-2339
0470-92-3652
04-7097-0155
0475-23-6007
0475-23-1914
0475-23-1947
0475-22-1461
0475-47-0066
0470-62-0453
0470-82-4128
0470-83-0582

株式会社ユニバース
千葉県袖ヶ浦市蔵波台5-9-20
プラグイン タニ
千葉県袖ケ浦市のぞみ野47-1
シゲタデンキ
千葉県君津市西坂田2丁目13番地11
ヤマダデンキ君津
千葉県君津市北子安1-1-34
有限会社君津家電サービス
千葉県君津市南子安7-1-39
有限会社 イイダ デンキ
千葉県富津市湊201
パナクレールまつもと
千葉県富津市湊301番地
有限会社 富永電気
千葉県安房郡鋸南町下佐久間３６２８－２
有限会社精工堂電器商会
千葉県旭市口８０１番地
株式会社大溝電器 ベスト電器フレンドシ千葉県南房総市和田町和田４１４－４
ョップ和田浦店
大西電機商会
千葉県鴨川市東江見376-7
さくまでんき
千葉県大網白里市南今泉171
パナオックス
千葉県大網白里市永田186-17
鵜澤電気商会
千葉県茂原市本納2020
(有)石井ラジオ店
千葉県夷隅郡御宿町新町509
電共
長野県長野市上松4丁目30-18

0438-63-0781
0438-63-8755
0439-55-5361
0439-55-7022
0439-54-2018
0439-67-0154
0439-67-1244
0470-55-0078
0479-62-2158

ナガノ電化サービス
(有)ヤナギサワ電機
株式会社アトム通信工事
有限会社 井堀電器商会
長野電気通信産業株式会社
東栄電機株式会社
株式会社ミヤテック
有限会社クボタ電器サービス
有限会社望月エンジニアリング
電気堂AVCショップフェリア

026-232-3482
026-233-0533
026-232-3570
026-232-0377
026-226-1553
026-227-1088
026-223-2300
026-296-3111
026-295-6095
026-244-3662

長野県長野市三輪7丁目10-1
長野県長野市三輪8-52-28
長野県長野市大字南長野新田町1521
長野県長野市南県町1105
長野県長野市大字鶴賀峰村５４番地５
長野県長野市七瀬南部310
長野県長野市中御所1丁目30-3
長野県長野市北堀722-1
長野県長野市柳原2317-11
長野県長野市北尾張部788-1
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0470-47-2535
04-7096-0168
080-2049-0732
0475-72-5440
0475-34-2081
0470-68-2744
026-244-4314

2019年5月9日更新
登録業者名
日本アンテナ(株)長野営業所
株式会社ワダ電化センター
株式会社 ﾐﾄ電化ｾﾝﾀｰ
株式会社石橋
有限会社 ファースト電気
マルミヤ
更北でんか堂
中沢電器
松木でんき
西澤電業
山野井電化
有限会社 中村時計店
ハタ電器
マルニ電器
株式会社ミワ電機商会
有限会社 大島電機
有限会社パル・モットー
エルコンパストキダ

住所
長野県長野市高田1746-1
長野県長野市平林２丁目17-32
長野県長野市徳間1-1－1
長野県長野市吉田5丁目2-34
長野県長野市若槻団地１番地－３３６
長野県長野市青木島町大塚６８１
長野県長野市青木島町大塚1024-1
長野県長野市川中島町上氷鉋1364-23
長野県長野市稲里1丁目10-9-1
長野県長野市信州新町新町１３5５－１
長野県長野市中条4437-1
長野県須坂市大字須坂185番地
長野県須坂市旭ヶ丘５－７
長野県須坂市臥竜2-18－20
長野県須坂市墨坂南２-５－２
長野県須坂市墨坂１丁目１７－２
長野県中野市 大字中野１６４１番地
長野県中野市中野１６５５

電話番号
026-244-3135
026-243-3389
026-241-0198
026-243-7455
026-259-9374
026-285-4115
026-285-0606
026-284-5771
026-274-5412
026-262-4568
026-268-3111
026-245-0369
026-245-5191
026-245-8518
026-248-0015
026-245-1489
0269-22-2239
0269-22-4090

エルコンパス ミヨシ
有限会社 あらい電気
エルコンパスヤマザキ
有限会社ラジオセンター
ちくまでんき
ハナザワ電気センター
株式会社相電
株式会社 桜井テレビ商会
有限会社 ヨリタアンドカンパニー
株式会社 テヅカデンキ
プライム太陽
有限会社 エム・テック
でんきの森忠
中央電機サービス株式会社
有限会社コヤマ電器商会
小平電機商会
セキグチデンキ株式会社

長野県中野市三好町2丁目３－２
長野県中野市大字江部７０－１
長野県小諸市御幸町1-7－5
長野県小諸市相生町1丁目3-6
長野県小諸市大字耳取381番1号
長野県佐久市八幡247-2
長野県佐久市岩村田641-2
長野県佐久市岩村田本町745
長野県佐久市中込３７３４-１５２
長野県上田市上田２４９０－４
長野県上田市材木町１-10-22
長野県上田市材木町１丁目8-18番地
長野県上田市中央西１丁目５－４７
長野県上田市中央西1丁目7-6サンモール北大手
長野県上田市中之条74-6
長野県上田市上丸子364
長野県上田市真田町本原617-1

0269-26-4610
0269-24-1425
0267-22-5515
0267-22-0996
0267-22-8185
0267-58-2720
0267-67-3763
0267-67-2079
0267-63-6555
0268-22-1626
0268-24-2258
0268-28-5253
0268-22-2015
0268-24-7523
0268-27-6677
0268-42-2366
0268-72-2644

株式会社カネダデンキ
株式会社アストロ電機
ミヤザワデンキ
株式会社秀和システム
株式会社アルファタケダ
フジノデンキ
ツカデン
株式会社塚田電気商会
柳町電器
松澤電器

長野県上田市菅平高原１２２３－３０１５
長野県千曲市新田２００３
長野県長野市合戦場２丁目９０番地
長野県東御市加沢５５８－９
長野県東御市常田702番地
長野県東御市田中152-2
長野県埴科郡坂城町坂城6625-1
長野県埴科郡坂城町上五明１１２４
長野県千曲市戸倉2186-1
長野県長野市豊野町蟹沢2626

0268-74-2214
026-273-2520
026-293-2605
090-9667-6753
0268-62-1262
0268-62-0116
0268-82-3840
0268-82-2222
026-275-2212
026-257-2802
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2019年5月9日更新
登録業者名
大川屋
有限会社 長崎電機商会
金子電気
有限会社越後屋電器商会
森電器商会
阿部でんき
有限会社清風館
有限会社穗髙テレビジョン商会
マツノ電器
エルコンパスハラヤマ
有限会社アイテック
アルプス防災工業株式会社
有限会社 協伸電業
マスプロ電工株式会社 松本営業所
鴫原電気
有限会社 電化ショップ ノアケ
有限会社 グリーンポートササヤ
マルミヤデンキ

住所
長野県長野市豊野町豊野1062-1
長野県上水内郡飯綱町倉井1623
長野県上水内郡信濃町大字穂波76
長野県飯山市大字飯山3144
長野県飯山市飯山２７３６－８
長野県下高井郡木島平村大字往郷1429-2
長野県下高井郡野沢温泉村豊郷８６７０－１
長野県松本市城東１丁目５番１６号
長野県松本市埋橋2-4-10
長野県松本市筑摩１丁目２－１５
長野県松本市中山1991-17
長野県松本市並柳１丁目１０番１号
長野県松本市並柳4-14-18
長野県松本市渚1丁目2-3ジェイワンビル２F
長野県松本市神林5689-2ビレッジハウス神林2-404
長野県茅野市ちの２８２９-１
長野県茅野市ちの7053
長野県茅野市本町東４－４１

電話番号
026-257-2189
026-253-2381
026-255-2739
0269-62-2422
0269-62-3285
0269-82-3393
0269-85-2025
0263-32-3167
0263-32-5540
0263-26-6534
0263-27-2662
0263-28-8800
0263-25-0767
0263-27-5880
0263-87-2278
0266-73-4472
0266-73-5000
0266-72-3059

ユウデン
イトウヤ電気店
有限会社 平林電気商会
マルヤス電気株式会社
株式会社要電工
金子電化
きりR&S
有限会社イマテック
株式会社上條電設工業
小口電気商会
有限会社八電社
有限会社 浜電器商会
丸登電業株式会社
エース電器
株式会社日幸電気
シモジマでんき株式会社
株式会社リックス

長野県茅野市玉川7349
長野県諏訪市諏訪１-4-5
長野県諏訪市諏訪2-7-20
長野県諏訪市四賀２２１８－１５
長野県諏訪市豊田2172-110
長野県諏訪市湖南北真志野6235-2
長野県諏訪郡下諏訪町社東町１８６－7きりR&S
長野県岡谷市神明町2-4-25
長野県岡谷市山下町2-1-12
長野県岡谷市銀座2-9-12
長野県岡谷市中央町1丁目8番38号
長野県岡谷市中央町3丁目５－１
長野県岡谷市天竜町三丁目９－１
長野県岡谷市湊２-１１－５
長野県飯田市座光寺４５２０－１
長野県飯田市北方56-1
長野県飯田市三日市場1466-1

0266-79-3804
0266-52-3846
0266-52-1448
0266-52-1433
0266-58-7805
0266-52-1867
0266-27-8881
0266-23-5120
0266-23-5330
0266-22-3440
0266-22-2939
0266-21-1500
0266-23-4833
0266-23-4641
0265-24-6932
0265-52-1415
0265-25-6745

有限会社 照光電気商会
(有)林電機商会
株式会社キタノヤ電器
平澤ラジオ店
有限会社イケイデンキ
有限会社 フリハタ家電
信越電気工事株式会社
栄電ナカノ店
有限会社多々地電気商会
エレポートミヤジマ

長野県飯田市鼎名古熊2187-4
長野県伊那市御園１７９－１
長野県伊那市山寺1880
長野県伊那市西町4934-1
長野県木曽郡木曽町福島５４４７
長野県大町市大町4521-1
長野県松本市野溝西2丁目5ー22
長野県松本市寿小赤753-3
長野県松本市村井町南3丁目4-9
長野県松本市村井町南３丁目５－４

0265-24-6651
0265-72-2474
0265-72-7251
0265-72-2864
0264-22-2448
0261-22-0363
0263-26-4404
0263-86-1292
0263-58-2045
0263-58-2023
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2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社元木工電舎
有限会社入一電器
株式会社 赤羽電工
有限会社アフターサービスタナカ
パナメイトコニシ
リックス ムラマツ
有限会社パナメイトハヤノいちばんち
パナメイト オリヤマ
有限会社ナカガワ龍峡店
エルコンパスハラ
株式会社伊勢良
アートタナカヤ
有限会社サンワ電化イグチ
株式会社 ブドーエンジニアリング
タザワ電機南木曽店
有限会社栗林電器
中澤電器
カネモト電器

住所
長野県上伊那郡辰野町大字平出1767-1
長野県上伊那郡辰野町大字上島672-1
長野県塩尻市柿沢54-10
長野県塩尻市大門幸町８丁目１０番地
長野県下伊那郡阿南町西條７０７
長野県下伊那郡阿南町新野2726-3
長野県下伊那郡泰阜村温田８３５１－１５
長野県下伊那郡下條村睦沢1216-2
長野県飯田市龍江7045-2
長野県駒ケ根市赤須町8-12
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪604-1
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪452-1
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪９６２２－３
長野県上伊那郡箕輪町東箕輪3264-12
長野県木曽郡南木曽町読書3590-3
長野県木曽郡上松町駅前通り1丁目65番地
長野県木曽郡上松町大字小川3303
長野県北安曇郡池田町池田4175

御神火テレビ楽器
有限会社青木電気商会
有限会社 船橋電気商会
株式会社オノデン
DXアンテナ株式会社 東京支店
株式会社コモン
株式会社ジェルコミュニケーション

電話番号
0266-41-0341
0266-47-5443
0263-53-3741
0263-52-8426
0260-22-3677
0260-24-2356
0260-25-2038
0260-27-2373
0265-27-3054
0265-83-3554
0265-79-2204
0265-79-2276
0265-79-2405
0265-95-1696
0264-57-2235
0264-52-2221
0264-52-4281
0261-62-2159

東京都大島町元町4-4-12
東京都大島町差木地字クダッチ
東京都八丈島八丈町三根1707
東京都千代田区外神田1-2-7
東京都千代田区神田松永町19番地秋葉原ビルディング７階
東京都千代田区東神田1丁目2-10泰岳ビル５階
東京都千代田区九段南4-2-11アビスタ市ヶ谷ビル 7F
東京都中央区東日本橋1丁目1-5ヒューリック東日本橋ビル
サフラン電機株式会社
5階
井上電気商会
東京都中央区日本橋浜町2-22-5ヴェラハイツ浜町101
株式会社ＴｗｅｎｔｙＦｏｕｒＴｒｕｓｔ東京都中央区日本橋人形町3-3-2
株式会社コタカ 八重洲営業所
東京都中央区京橋1-1-1八重洲ダイビルB3階
株式会社フロンティアエクスプレス
東京都中央区京橋2-12-6東信商事ビル8F
株式会社廣瀬電気
東京都中央区入船３-６－９
塚田電気工事株式会社 東京支社
東京都港区西新橋3丁目1番2号笹井ﾋﾞﾙ 7階
株式会社 インフォム
東京都港区新橋5丁目23-10片山ビル7階
東京総合エンジニアリング株式会社
東京都港区芝３丁目１４番６号シントクビル３階

0499-22-1506
0499-24-0345
049-962-0814
03-3253-3911
03-3526-3101
03-6891-3301
03-3261-6211

株式会社長谷工コミュニティ
東京都港区芝二丁目6番1号長谷工芝二ビル
株式会社エフ・クレスト
東京都港区東新橋2丁目4-1サンマリーノ汐留 5F
丸吉電機株式会社
東京都港区芝浦1丁目14番5号芝浦TYビル7階
有限会社ワガヤ電気商会
東京都港区西麻布4-19-11
株式会社ネットセーブ
東京都港区赤坂1丁目3-6赤坂グレースビル1階（技術部）
株式会社 今野電機
東京都港区赤坂7-10-6今野ビル1階
（有）古川橋電気商会
東京都港区白金1-1-1
株式会社 関電工 社会インフラ統轄本部東京都港区芝浦４丁目８－３３
株式会社ヤザワコーポレーション
東京都台東区上野1-19-10上野広小路会館8階
株式会社アルファエンタープライズ
東京都台東区北上野1-6-11ノルドビル３階

03-3457-1222
03-6435-6450
03-3453-5331
03-3400-6266
03-3568-3051
03-3582-6216
03-3441-8846
03-5476-3916
03-5807-2056
03-5826-0555
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03-5687-2820
03-3661-1627
03-3661-5352
03-3231-5858
03-6228-6562
03-3553-0541
03-3433-2351
03-3434-4001
03-3454-1915

2019年5月9日更新
登録業者名
住所
ホンダ電機
東京都台東区橋場1丁目10番10浜一ビル
有限会社 関東トータル設備
東京都台東区浅草４-４－２
株式会社ブレス
東京都台東区浅草橋３-３３－６田中ビル5階
有限会社平川商店
東京都台東区鳥越2-8－2
株式会社 フジ電機
東京都文京区大塚５丁目７番１１号パレドール文京 １階
受信ｻｰﾋﾞｽ株式会社
東京都文京区千駄木5-2-20
株式会社ヱスワイ電気商会
東京都文京区本郷3-38-14NEOSビル1階
エイワンエンジニアリング株式会社
東京都北区東十条2丁目5番12号
有限会社中央電化 東十条店
東京都北区東十条4-4-21セントラル東十条1階
シャ－プマ－ケティングジャパン株式会社東京都北区田端新町２丁目２番１２号
カスタマーサ－ビス社
株式会社ワンストップサポート 首都圏営東京都北区田端新町２丁目２番１２号
業所

電話番号
03-3876-4314
03-3871-6462
03-5829-4978
03-3861-1787
03-6912-1331
03-3821-3231
03-3813-3021
03-3913-1751
03-3914-1355

有限会社 勉強堂
有限会社 信濃無線
株式会社イイヌマ
株式会社三栄商会
後藤電業社
フジ電設株式会社

東京都北区上中里3丁目8-13
東京都北区西ヶ原1-63-10
東京都北区十条仲原1-10-1
東京都北区上十条3-22-2
東京都北区上十条５丁目２８－６
東京都北区十条台1-6-38

03-3914-1362
03-3910-2998
03-3906-1321
03-3907-2945
03-3908-3905
03-3909-7342

株式会社イワマ通信
ソフトエンジニアリング株式会社
エヌジェイ電気株式会社
有限会社城北中央電気工業所
株式会社トーテック施設開発事業本部
株式会社赤川商会
株式会社 サンエス電気
株式会社オーテック
生活彩館さかえ電気
有限会社 三森家庭電器商会
こうわでんき
株式会社まるやセールズ
日本アンテナ株式会社 放送機器営業部
生活彩館いちはら
タカラ電気
株式会社チネン電機工業
有限会社寺島電気商会

東京都北区志茂１-２４－２
東京都北区赤羽１-３７－１３城北ハイツ２０６
東京都北区赤羽1-38-1中島ビル1F
東京都北区赤羽西3丁目25番15号
東京都荒川区町屋5丁目17-26
東京都荒川区荒川３丁目２９－７
東京都荒川区南千住5丁目40-13
東京都荒川区東尾久1丁目30-3オーテックビル
東京都荒川区東尾久2-1-1
東京都荒川区東尾久8-14-24
東京都荒川区東日暮里3丁目44-12
東京都荒川区東日暮里4-32－15
東京都荒川区西尾久7丁目49番8号
東京都足立区大谷田5丁目13番1号小川ハイデンス
東京都足立区東和5-12-27
東京都足立区東和二丁目３－３
東京都足立区綾瀬４-６－９
東京都足立区足立４-４０－３レジデンスタワー五反野
201号
東京都足立区柳原２-５１－１
東京都足立区南花畑1丁目2-28
東京都足立区南花畑4丁目17-7
東京都足立区東保木間１丁目15-16
東京都足立区保木間4-18-1
東京都足立区島根2-18-4
東京都足立区伊興3-17-12階
東京都足立区伊興４-１１－１２
東京都足立区西新井2-4-6

03-5939-6481
03-3598-2300
03-3902-6016
03-5993-0171
03-5692-3681
03-3807-5833
03-3805-1861
03-3895-8828
03-3895-0687
03-3893-0549
03-3803-5588
03-3802-2462
03-3893-5237
03-3620-3278
03-3605-0037
03-3605-0330
03-3605-8328

松岡電業株式会社
小林 無線
東伸電器販売(有)
有限会社キシモトデンキ
電気のいそでん
有限会社 エフシートムス
中橋電気株式会社
有限会社トーエーシステム
有限会社 フジキ電化
株式会社 大和田テレビ

27/35

03-6853-7711
03-6853-7741

03-6277-3012
03-3881-3868
03-3885-1938
03-3884-5948
03-3850-0798
03-3883-5575
03-3883-4693
03-3855-8001
03-3897-1256
03-3890-2711

2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社石川電器
斉藤電器商会
山田電化ハウス株式会社
有限会社コガイ電氣商会
ケーテック
株式会社江北エレクトリック
星野電器株式会社
クイックジョイお花茶屋
サワデンキ
鈴忠電設工業株式会社
今井 電気
東京アンテナ工事株式会社
三恵通信株式会社
(株)古城家電
ナカテック株式会社
クサマデンキ株式会社
有限会社 フロンティア
有限会社エーエス電器

住所
東京都足立区西新井５-４１－１７
東京都足立区西新井5丁目3-1
東京都足立区西新井栄町3-7-3
東京都足立区本木東町１７－５
東京都足立区鹿浜3丁目20-21
東京都足立区江北３丁目３７－１
東京都葛飾区西亀有２-６－１０
東京都葛飾区宝町2-34ー34
東京都葛飾区東四つ木３丁目３４－１８
東京都葛飾区細田３丁目１０番９号
東京都葛飾区奥戸2丁目39番4号
東京都葛飾区東新小岩5丁目19-2
東京都葛飾区東金町7-26-13
東京都葛飾区金町1-20-17
東京都葛飾区金町4-4-3
東京都葛飾区亀有5-35-7
東京都葛飾区青戸3-24-11フルラージュ 1階
東京都葛飾区青戸3-33-8

電話番号
03-3898-2220
03-3890-0574
03-3887-2247
03-3849-1138
080-6750-5279
03-3890-1904
03-3601-7984
03-3603-1802
03-3696-7771
03-3658-3003
03-3696-3517
03-3691-8111
03-3607-1222
03-3600-9443
03-3608-0793
03-3606-9079
03-3690-2378
03-5629-3901

株式会社東京ファインテック
（有）パラボラワールド
フィールドテック株式会社
渡辺電器照明株式会社
小沢電気商会
株式会社生田電機設備商会
株式会社リネット
有限会社さとうでんきサービス
株式会社 大垣電器
大野電機商会
有限会社 アイダ電気工事店
生活彩館かさい電器株式会社
株式会社 アシスト
中川電器株式会社

東京都墨田区東駒形2-3-9駒マンション 別棟
東京都墨田区石原3-28-10ハイシティー両国303
東京都墨田区両国二丁目１７番１７号
東京都墨田区東向島６丁目５３－２０
東京都墨田区京島３-１０－１９
東京都江戸川区西一之江3-2-5
東京都江戸川区西一之江3-4-12
東京都江戸川区松島２-３２－３
東京都江戸川区松島４-４６－１５
東京都江戸川区南小岩5-17-19
東京都江戸川区春江町5-17-5
東京都江戸川区中葛西7-11-8
東京都江戸川区南葛西5丁目11-2
東京都江戸川区西葛西1丁目１２番１５号スターハイツ
東京都江東区住吉1丁目19-1ツインタワーすみとし住吉館
１１４
東京都江東区海辺３－４熊谷建物１階

03-3625-2561
03-5608-4681
03-5624-5491
03-3614-2020
03-3612-0341
03-3654-1301
03-3674-8001
03-3652-1948
03-3651-5141
03-3657-4232
090-2141-5171
03-3675-8768
03-3689-7070
03-3687-1818

東京都江東区東陽4丁目10-4東陽町ＳＨビル 3階
東京都江東区東陽4丁目8-10西本ビル1F
東京都江東区白河2-6-11
東京都江東区有明3丁目7番18号有明セントラルタワー7階
東京都江東区北砂1丁目6-8蔵王ビル1F
東京都品川区北品川3丁目6-2品川MSビル1階
東京都品川区東大井6丁目2-18岩野ビル1階

03-3640-2001
03-3647-0808
03-3643-8369
03-5500-6506
03-6458-7796
03-6692-5277
03-5493-1828

株式会社アイアイジーエスピー
アペックス電気工事
東京ベイネットワーク 株式会社
東陽電気株式会社
有限会社 ワタナベレック
大和リビング株式会社
株式会社 ハウスサービス
株式会社テクノパルネット
有限会社 サトー電化
株式会社USEN-NEXT LIVING
PARTNERS
マスプロ電工株式会社 東京支店
株式会社

USEN

技術統括部

03-6666-9370
03-5633-7727

東京都品川区上大崎3丁目1-1目黒セントラルスクエア 10F 03-6820-1630
東京都品川区西五反田4丁目32-1東京日産西五反田ビル
03-5434-8431
１０階
東京都品川区西五反田7丁目22-17TOCビル4階
03-6823-3655
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2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社USENテクノサービス 工事部
協栄メンテナンスシステム株式会社
有限会社小沢電機商会
有限会社 田中無線
有限会社ウヅキデンキ
株式会社クラタ
株式会社エース電設
有限会社 エールコーポレーション
株式会社エクシオテック
茨田電器商会
山英電設工業株式会社
有限会社 追口デンキ
東映コミュニケーションズ株式会社
有限会社 稔電器
株式会社 菊地電器
東洋電機産業株式会社
有限会社 清水電業社
嶋田電業社
株式会社大電工
ハッチコミュニケーション
三和電設株式会社
株式会社ナカタ電業社
株式会社清水電気
株式会社優工社
株式会社 ワタナベ電器サービス
有限会社 マツムラデンキ
有限会社たかはし電器
都栄テレビサービス社
有限会社 高桑ムセン
有限会社 萩原無線
株式会社リビングニホンドウ

住所
電話番号
東京都品川区西五反田7丁目22番17号TOCビル 4階
03-5489-1310
東京都品川区西五反田7丁目9-5SGテラス3階
03-3779-5491
東京都品川区大崎2-7-11小沢ビル1F
03-3491-2374
東京都品川区西品川2-23-13
03-3491-2826
東京都品川区二葉4-５－１
03-3785-8592
東京都品川区東中延2-7-16
03-3787-7111
東京都品川区西中延2丁目15-12
03-6421-5027
東京都品川区旗の台４丁目６－２８アミティエ １０３
03-3786-5211
東京都大田区平和島四丁目1番23号東京総合エンジニアリン 03-6404-2610
グセンタ２F
東京都大田区大森南３丁目４－４フラーレン １階
03-3741-3741
東京都大田区大森西５丁目12-19サンオール金子103
03-3766-4000
東京都大田区大森北3-22-10
03-3761-1154
東京都大田区大森北５-11-1
03-3762-5451
東京都大田区大森北６丁目２６－７
03-3765-8118
東京都大田区東馬込2-８－1
03-3777-7374
東京都大田区山王2-41-4
03-3771-1966
東京都大田区中央2丁目22-6
03-3772-3012
03-3777-2587
03-3775-4591
03-6423-2092
03-3736-3331
03-5744-0011
03-3731-0219
03-3732-1616
03-3732-9715
03-3759-5075
03-3752-3570
03-3750-6681
03-3759-1456
03-3400-4665
03-3461-8269

日邦防災株式会社
石野電気上原店

東京都大田区南馬込6丁目1-22
東京都大田区中馬込2-1-21
東京都大田区西糀谷4丁目2番8号
東京都大田区南蒲田1-7-25
東京都大田区西蒲田３-８－２６
東京都大田区西蒲田５丁目３－１７
東京都大田区蒲田2丁目6-4
東京都大田区仲六郷２丁目１２－１２
東京都大田区南久が原2丁目22-24
東京都大田区久が原２丁目１４－１
東京都大田区鵜の木2-12-5
東京都大田区下丸子３丁目１０－１
東京都渋谷区渋谷３-１５－５号グリームビル １階
東京都渋谷区南平台町3-15
東京都渋谷区千駄ヶ谷４-１９－１８オリックス千駄ヶ谷ビ
ル
東京都渋谷区富ヶ谷2-14-6伸和ビル1階
東京都渋谷区上原2-40-10

有限会社コンノ
村松電気株式会社
有限会社パラックス
株式会社京王電業社
株式会社ヨコモリ
杉山電気
スズキデンキ
株式会社 あわしま家電
有限会社浅井電器店
小川電化

東京都渋谷区本町２丁目２８－１
東京都渋谷区本町2丁目2番地8号
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目3-8
東京都渋谷区笹塚2-14-6
東京都渋谷区笹塚3丁目33-4
東京都目黒区原町２-１－１４
東京都目黒区原町2-9-8
東京都世田谷区太子堂三丁目8番14号
東京都世田谷区上馬4-40-5
東京都世田谷区駒沢2-61-1

03-3373-4821
03-3375-4366
03-3377-7197
03-3376-2211
03-3378-0156
03-5877-6142
03-3713-8234
03-3413-7355
03-3424-3210
03-3410-2432

株式会社大京穴吹建設
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03-5775-5140
03-3460-4238
03-3466-0200

2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社オヌマ電機
有限会社 みのる電気
白井電機株式会社
有限会社エビネ電気商会
株式会社矢来テレビ電機商会
共同通信電設株式会社
山菱電器産業株式会社
有限会社遠藤電器商会
有限会社 ライト電機工業所
電化パークいしの
株式会社藤田電気工業所
有限会社マスター
有限会社青空電器
株式会社地デジ企画
(有)中島電化センター
有限会社ムトウ電器
有限会社 比留間電機商会
有限会社 烏山電化南口店

住所
東京都世田谷区弦巻１丁目14-3
東京都世田谷区世田谷1-14-18
東京都世田谷区世田谷3-11-13
東京都世田谷区世田谷3-16-17
東京都世田谷区代沢3-1-1
東京都世田谷区代沢４-１－２
東京都世田谷区代田1-23－7
東京都世田谷区代田5-29-6
東京都世田谷区羽根木2丁目40-23ライトビル1F
東京都世田谷区松原2-7-1
東京都世田谷区松原5丁目３９－１２藤田ビル２階
東京都世田谷区赤堤３-１２－２２
東京都世田谷区桜上水4-18-15
東京都世田谷区経堂2-5-22
東京都世田谷区桜丘3-24-10
東京都世田谷区上北沢4-17-20
東京都世田谷区上北沢4-35-18ヒルマステップス １F
東京都世田谷区南烏山5ー32ー14アルファビル

電話番号
03-3420-3226
03-3427-8110
03-3428-5173
03-3429-9074
03-3421-5895
03-3413-5515
03-3411-2723
03-3414-4844
03-3321-7621
03-5355-6811
03-3321-2721
03-3322-3211
03-3302-1154
03-5426-2011
03-3425-3330
03-3304-3121
03-3303-6325
03-3309-3204

株式会社シグマ
タムラ DENKI
有限会社信越電機
祖師谷電気株式会社
電化サロンやまだ
有限会社 藤田電気商会

東京都世田谷区南烏山６-４－３２
東京都世田谷区成城８-３１－９
東京都世田谷区喜多見９-６－２０
東京都世田谷区祖師谷4-26-3
東京都世田谷区祖師谷５-４６－１０
東京都世田谷区尾山台3丁目９－５
東京都世田谷区玉堤1丁目7番18号ホワイトパレス田園調布
１階
東京都世田谷区中町４丁目３５－１７
東京都世田谷区上野毛1丁目18-17臼井ビル
東京都新宿区新宿5-11-20伊土ビル１階
東京都新宿区西新宿4-3-12
東京都新宿区西新宿4-3-12
東京都新宿区西新宿4-3-12渡辺ビル6階

03-3300-2560
03-3483-1437
03-3480-0181
03-3483-0462
03-3482-2275
03-6432-1727

伊藤電器

03-3701-8577

有限会社飯坂電気商会
株式会社芝江電機上野毛店
Ｈ・Ｓ Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社
サン電子株式会社 ホーム機器事業部
サン電子株式会社 システム事業部
サン電子株式会社 東京営業所
サン電子株式会社 ハウジングルート事業東京都新宿区西新宿4丁目3-12
部
株式会社レボウェイブ
東京都新宿区西新宿5-13-9
有限会社ノーブルテレビ商会
東京都新宿区西落合1-16-4

03-3703-6013
03-3703-1944
03-3356-1832
03-3374-3661
03-3374-0201
03-3374-7811

鈴木電気商会
株式会社平和テクノシステム
株式会社清和電機
株式会社ユニックス
有限会社服部電気商会
株式会社京橋堂
株式会社ＥＴＣ
榊原電機株式会社
吉田電気株式会社
株式会社 光明電機

03-3954-1266
03-5913-9997
03-3383-7326
03-3373-5100
03-3372-0026
03-6300-4900
03-6382-4911
03-3387-6351
03-3228-2301
03-3338-0319

東京都新宿区中落合4丁目15-８
東京営業所東京都新宿区神楽河岸1番1号セントラルプラザ6階
東京都中野区本町5丁目40-19
東京都中野区弥生町２-１０ー５UNIX Bldg
東京都中野区弥生町3-2-5
東京都中野区弥生町3-31-1
東京都中野区南台2丁目23-11ドエル幸容１Ｆ
東京都中野区沼袋1丁目2番地12号
東京都中野区沼袋2-31-10
東京都中野区野方６丁目２９－９光明ビル １階
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03-3374-3661
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2019年5月9日更新
登録業者名
住所
電話番号
サンワコムシスエンジニアリング株式会社東京都杉並区高円寺南2-12-3
03-6365-3161
株式会社マルイ電設
東京都杉並区高円寺南3丁目21-14
03-3311-1953
東京都杉並区梅里2丁目４０番地１６号ビラージュ白井ビル
株式会社テクニカルディーシー
03-3311-1127
４Ｆ
野中電気株式会社
東京都杉並区成田東１-１８－８
03-3311-7611
有限会社エスエスミトモデンキ
東京都杉並区成田東1-37-11
03-3316-8461
有限会社サトーでんき
東京都杉並区成田東３-７－７
03-3311-3264
有限会社 わかでん
東京都杉並区上荻1-21－3
03-5335-5339
中央家電サービス株式会社
東京都杉並区西荻南2丁目25-8
03-3334-9186
有限会社 相川電気
東京都杉並区方南1-23-8
03-3321-0008
有限会社 大晴電化 方南店
東京都杉並区方南2-23-8マンション方南町101
03-3311-5053
東京都杉並区永福３丁目４１番１６号東広マンション１階店
株式会社ライフテックス
03-6265-7301
舗
有限会社ヨシケン電器
東京都杉並区高井戸東 3丁目２８－７
03-3331-5630
有限会社ﾌｧﾐﾘｰｽﾄｱﾊﾔｶﾜ
東京都杉並区下高井戸3丁目２２－７
03-3302-3388
有限会社芳康商事 でんきのミヨシヤ久我東京都杉並区久我山３丁目１－２７ベアハイツ１階
03-3331-3448
山店
株式会社藤田電機
東京都新宿区西早稲田１丁目５ー３グランド坂フジタ１階 03-3202-9671
東京都新宿区百人町2丁目27-7ハンドレッドレジデンス
株式会社LiLiFE
03-4400-2244
1008
有限会社 志賀電機
東京都新宿区高田馬場1-28-18和光ビル1階
03-3209-0171
有限会社 佐藤電気商会
東京都新宿区高田馬場３丁目１３－１
03-3367-0310
株式会社 協栄電工社
東京都豊島区西巣鴨2-3-2
03-3910-9775
有限会社もりた電器
東京都豊島区巣鴨5丁目13-12レジデンス8023 １階
03-3918-3276
株式会社日本設備メンテナンス
東京都豊島区北大塚2-31-3第２酒井ビル1階
03-3910-0556
株式会社 ビックカメラ本店
東京都豊島区東池袋1-41-5
03-5396-1111
初見電建株式会社
東京都豊島区東池袋2-27-19
03-3985-6971
株式会社HYSエンジニアリングサービス 東京都豊島区池袋1-13-18イマス池袋ビル2階
03-5956-8702
フィールドエンジニアリング本部
藤倉電気工業株式会社 東京支社
東京都豊島区南池袋2-6-13藤倉ビル
03-3988-3411
日成エンジニアリング株式会社
東京都豊島区南池袋２丁目13－6エルフォート蟹谷
03-3986-5249
株式会社ライト電気商会
東京都豊島区南長崎３丁目２７番地５号
03-3951-8138
池田電機
東京都豊島区要町3丁目58-18
03-3957-1994
株式会社すずきでんき
東京都豊島区長崎1-4-6
03-3959-1994
株式会社星野電化センター
東京都豊島区長崎6丁目37-12
03-3973-8058
やました電業株式会社 東京支店
東京都豊島区南長崎5-11-4ユービビル４階
03-3565-6402
山田電器商会
東京都板橋区大山金井町36-8
03-3973-4362
株式会社電工社
東京都板橋区熊野町２７-１４ベルメゾン101
03-5986-0048
芹沢電気商会
有限会社岩井電機サービス
株式会社コスモシステム
有限会社 八誠商事
高野商事株式会社
有限会社わくい電器
株式会社 市橋電気
ﾔﾏﾃﾞﾝ商会
有限会社 小俣電機
でんけん

東京都板橋区大谷口北町56-5
東京都板橋区大谷口北町85-7
東京都板橋区舟渡3-21-1
東京都板橋区蓮沼町１－１６
東京都板橋区中台2丁目34－3
東京都板橋区常盤台４丁目６番地１７号
東京都板橋区上板橋2-8-19市橋ビル1F
東京都板橋区西台２-１６26
東京都板橋区徳丸3-11-2
東京都板橋区徳丸8丁目4番地10号
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03-3956-5210
03-3956-3724
03-5970-6637
03-5392-1091
03-3933-0337
03-3935-2409
03-3934-0603
070-5557-6351
03-3931-3769
03-3936-2128

2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社 Daiko Communications
有限会社中央電化練馬店
株式会社ソリットナカノ
山賀電気株式会社
有限会社岩倉ラジオ商会
株式会社 フジ電気商会
邦明電気株式会社
栗田電機商会
株式会社 サン工業
スリービー電子管販売株式会社
有限会社 笹原電気工事
でんきのコトブキ
株式会社AC/DC
株式会社共栄電化
（有）ヒカリ電気商会
有限会社続橋電気商会
ナカムラ電気
サトウデンキ

住所
東京都板橋区三園2丁目4-2
東京都練馬区練馬1-6-5
東京都練馬区羽沢3-38-19
東京都練馬区小竹町1丁目55-2
東京都練馬区栄町６-３
東京都練馬区中村北3-22-11
東京都練馬区富士見台４-9-23
東京都練馬区石神井町２-１３－１８
東京都練馬区下石神井２丁目３３番３９号
東京都練馬区下石神井一丁目14番1号
東京都練馬区関町北3-25-14
東京都練馬区平和台3丁目5番地１号ピースヒルマンション
１０２号室
東京都武蔵野市吉祥寺南町3丁目32-2
東京都三鷹市井の頭1丁目29-12
東京都三鷹市井の頭4-9-14
東京都三鷹市新川4-25-15104
東京都三鷹市新川６-６－２０

電話番号
03-5968-5677
03-3992-6101
03-3948-5331
03-3972-2355
03-3991-2031
03-3998-4515
03-3904-3091
03-3995-1048
03-5923-3301
03-3997-6161
03-3928-3285
03-6909-7650
0422-76-5335
0422-43-7528
0422-43-0439
0422-43-4816
0422-46-2047

株式会社サカウエ
アダチ電機
株式会社ヤザワ電機
株式会社ビーライン
有限会社マツミ電器
多摩芝電機株式会社

東京都調布市仙川町1-16-12
03-3300-5016
東京都調布市東つつじヶ丘1丁目1-1-4-202ウィルローズつ 03-6279-5802
つじヶ丘
東京都調布市佐須町３-７－３
042-487-4349
東京都調布市国領町7-35-8
042-484-1354
東京都府中市紅葉丘２-１０－１
042-369-8791
東京都府中市本町２-25-53
042-361-4183
東京都府中市分梅町3-62-4関ビル
042-358-2510
東京都府中市武蔵台３丁目2-7筒井ビル
090-3099-0108
東京都府中市天神町４-１８－１
042-361-5507
東京都小金井市本町1丁目２－２０－30555BLDG
042-384-3131
東京都小金井市本町４丁目１３番地２０号エスカイヤ武蔵小042-383-0368
金井１F
東京都国分寺市東戸倉二丁目十番地１
042-321-3587
東京都国分寺市高木町１-21-27
042-572-7872
東京都小平市花小金井1丁目25-1
042-468-1210
東京都小平市上水南町2-15-32
042-312-2001
東京都小平市美園町2-2-9
042-341-0404
東京都小平市学園東町１丁目３－９
042-342-2424

アイシン共聴開発株式会社
永和電設株式会社
株式会社イーエスピー
有限会社THS
株式会社 中俣電化
岩本電機株式会社
有限会社加藤電気
ムサシ電機
株式会社サンエー電化
電器のサカデン

東京都西東京市西原町４-２－３
東京都西東京市芝久保町４-２３－２０
東京都東村山市秋津町1-17-32
東京都東村山市久米川町1-34-12
東京都東村山市萩山町4丁目1-2
東京都立川市若葉町１丁目１６－５
東京都立川市柴崎町1-22-11
東京都立川市柴崎町3-2-14ムサシ電機ビル１階
東京都立川市柴崎町4-7-4
東京都立川市砂川町8丁目65-19

株式会社アイディーエム
有限会社 内野デンキサービス
有限会社 アタックマルオデンキ
高久電器有限会社
志村電機商会
株式会社テレ・エンジニアリング
筒井電機 有限会社
有限会社羽鳥電気商会
竹馬商工株式会社
有限会社

信邦無線
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042-462-3113
042-461-5711
042-399-0037
042-391-2220
042-391-4376
042-536-2330
042-524-4388
042-522-3649
042-523-0206
042-535-5038

2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社 関根電機商会
有限会社ジョイタイムはらしま
大野電気
有限会社いずい電器
新日本通信 株式会社
株式会社南多摩通信
株式会社ムラウチネットワーク
有限会社日吉電器
株式会社 東京テクニカルサービス
新栄電設株式会社

住所
電話番号
東京都西多摩郡日の出町大久野1529
042-597-0606
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎458-13
042-557-5760
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎178
042-557-0167
東京都日野市多摩平１-１４－３６
042-583-6067
東京都八王子市宇津木町441-1
042-682-3311
東京都八王子市高倉町54-3
042-689-5481
東京都八王子市大和田町５丁目１１－８
042-646-0102
東京都八王子市元横山町2丁目1－18
042-644-5644
東京都八王子市下恩方町2066-16
042-650-6458
東京都八王子市北野町５６２－２
042-631-3501
東京都八王子市打越町３４５ー２京王北野マンションＣ号棟
株式会社田中テレビサービス 北野事業所１０１号
042-645-6608
東京都八王子市西片倉２-１２－１２メゾンドソレイユ
マスプロ電工株式会社 八王子営業所
042-637-1699
１０４
精電無線
エレック総合設備
共同電機
有限会社多摩共聴
電化の総合サービス

東京都八王子市川口町1567
東京都八王子市横川町376-16
東京都八王子市元八王子町1-523
東京都八王子市千人町３丁目１３番３号
東京都町田市金森4丁目29-8

042-654-4553
042-626-8897
042-622-4017
042-665-6233
042-796-4558

有限会社 ワールド電器
有限会社 設楽電気商会
株式会社ジャストオン
金田電機商会
黒木通信サービス
有限会社鶴川電化ストアー
有限会社セキ電器
有限会社電気のオオミネ
株式会社ファーストテクニカルサービス
株式会社比留間電気
多摩ケーブルネットワーク株式会社
有限会社 福田電器
ヤタベ電気株式会社
有限会社フジタ電気
大関電機商会 保谷店
有限会社ファースト電器
有限会社高石電気商会

東京都町田市中町１-７－２
東京都町田市玉川学園2丁目1－32
東京都町田市南成瀬1-2-1成瀬駅前ハイツ2-107
東京都町田市西成瀬２-35-12
東京都町田市図師町1543-5
東京都町田市鶴川２-１７－３２
東京都町田市鶴川2丁目14-10
東京都町田市山崎町８４０番地４－１０８
東京都昭島市中神町1173-54 D
東京都青梅市新町７-３－１７
東京都青梅市新町７-４－３
東京都狛江市元和泉1-14-1
東京都狛江市東和泉3-6-6
東京都西東京市北町1-4−25
東京都西東京市東町４-１３－２３
東京都西東京市保谷町3-15-10
東京都西東京市保谷町３-２６－１３

042-722-7582
042-729-6000
042-721-5011
042-726-2558
042-793-4140
042-734-2222
042-735-2890
042-789-4536
042-519-1734
0428-31-0488
0428-32-1351
03-3489-2804
03-3489-2884
042-423-0771
042-423-5181
042-464-3564
042-461-0727

電化のナミキ
（有）日昭電気
株式会社 土佐電業社
株式会社 スカイテクノサービス
株式会社ライフページ桜ヶ丘
有限会社新倉電器
有限会社シクヤ商会
有限会社 稲城防災設備
有限会社上岡電機商会
村山電気株式会社

東京都東久留米市神宝町2-8-22
東京都清瀬市松山1-9-18
東京都羽村市羽東一丁目10-6
東京都多摩市和田1467フラット８７ １０１号
東京都多摩市関戸4丁目13-6
東京都多摩市貝取１-52-1ノーブル貝取103
東京都稲城市東長沼1422
東京都稲城市東長沼２１１３-５
東京都東大和市南街2-117-2
東京都武蔵村山市本町1丁目34-6

042-474-2051
042-491-2345
042-554-2135
042-400-5075
042-375-7121
042-375-9369
042-379-5511
042-377-6667
042-561-3149
042-560-8382

ＥＣＳ
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2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社ニコウ技研
金子電器
長澤電化
有限会社 佐藤 電機
藤電設株式会社
有限会社 フタバ電化戸祭店
有限会社エムテック通信
斎藤電機
有限会社ユウ電設
有限会社 相澤電器設備
ウラタデンキ
アクツデンキ
通信設備株式会社 栃木営業所
マスプロ電工株式会社 宇都宮営業所
睦システム
石井電気工事株式会社
タムラデンキ
有限会社デンキのスマイル

住所
東京都武蔵村山市三ツ藤一丁目４８番地１９
栃木県古河市小堤2010-13
栃木県宇都宮市豊郷台２丁目１８－８
栃木県宇都宮市桜3-5-14
栃木県宇都宮市上戸祭町115-4
栃木県宇都宮市戸祭2丁目10-34
栃木県宇都宮市宝木町2-2559-21
栃木県宇都宮市駒生1-3-8
栃木県宇都宮市野沢町590-7
栃木県宇都宮市若草5-9-13
栃木県宇都宮市幸町１２－８
栃木県宇都宮市鶴田町４５３－１６
栃木県宇都宮市江曽島町1462-5
栃木県宇都宮市屋板町５７３－１
栃木県宇都宮市インターパーク1丁目7-5
栃木県宇都宮市西川田南1丁目26-1
栃木県下都賀郡壬生町幸町1丁目16-8
栃木県下都賀郡壬生町緑町1丁目7番10号

電話番号
042-560-0631
0280-98-4358
028-643-8210
028-635-6789
028-650-5071
028-621-6081
028-625-8411
028-647-4888
028-665-0515
028-625-5868
028-634-1081
028-637-0806
028-645-8911
028-657-0346
028-678-4459
028-659-2911
0282-86-2336
0282-86-5808

サンシン・ホーマ
金井通信防災株式会社
有限会社 エムシステム
株式会社アラマン
有限会社 サトウムセン
さかぬしでんき
有限会社 サカワデンキ
有限会社クワジマ電器
服部電設
株式会社ツヅキテクニカルサービス
有限会社平田電機店
有限会社電化タックル
斉藤 電器
ヤマモトデンキ
タカデン株式会社
株式会社大洋電気工業
大西電器株式会社

栃木県下都賀郡壬生町元町１９－５
栃木県宇都宮市下荒針町3451-4
栃木県那須烏山市森田788
栃木県那須烏山市中央2-1-25
栃木県那須烏山市中央2丁目5番2号
栃木県那須烏山市初音１０－２２
栃木県宇都宮市下平出６５２－２
栃木県宇都宮市上桑島町1311-9
栃木県宇都宮市平松本町863-2
栃木県宇都宮市簗瀬町1946-7
栃木県宇都宮市峰3丁目32-24
栃木県宇都宮市今泉町３２７
栃木県宇都宮市岩曽町1377-173
栃木県宇都宮市岩曽町780-1
栃木県宇都宮市御幸ヶ原町56-3
栃木県宇都宮市御幸町２７１－２
栃木県日光市今市７７３番地

080-6891-3939
028-648-1039
0287-88-7992
0287-82-2003
0287-82-2495
0287-82-3314
028-689-3651
028-656-4440
028-633-5596
028-611-1984
028-635-2483
028-643-4519
028-662-1677
028-678-3756
028-660-1533
028-660-0246
0288-22-1166

有限会社 アダチデンキ
有限会社 篠原電機店
株式会社 岡本電機商会
パナトピアカミヤマ（カミヤマデンキ）
有限会社南団地店フタバ
秋葉電気
有限会社山崎電気商会
株式会社宇都宮家庭電器
有限会社 トウショー
浅見電気商会

栃木県日光市今市本町１２－６
栃木県日光市稲荷町2-4-1
栃木県日光市清滝2丁目4番地20号
栃木県日光市木和田島1526-188
栃木県宇都宮市清原台３-４－５
栃木県芳賀郡市貝町笹原田６９９
栃木県芳賀郡益子町益子1538
栃木県鹿沼市千渡717
栃木県鹿沼市上野町189-1
栃木県鹿沼市上田町１９６８

0288-22-3336
0288-53-1085
0288-53-1231
0288-26-2151
028-667-3966
0285-68-1697
0285-72-4656
0289-60-2335
0289-62-7233
0289-62-2810
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登録業者名
株式会社白崎電気商会
パナトピア モリシタ
有限会社 ヤマナカ
サン電子株式会社 小山営業所
有限会社野沢電気
セキグチ電気
小野崎電気商会
オリオン電気商会
(有）スターテレビ商会
有限会社 花菱電機
有限会社 栗田電機
有限会社 藤田家電
イケザワ電気工事
株式会社黒磯家電
小河原電気商会
有限会社 足利電音商会
有限会社メグミ電気
㈱大嶋電機商会

住所
栃木県鹿沼市日吉町717
栃木県栃木市西方町金崎328-10
栃木県栃木市西方町本城487-3
栃木県小山市駅東通り2-11-1パークシティ106
栃木県小山市城山町２丁目９－１８野沢ビル１階
栃木県栃木市藤岡町藤岡713-11
栃木県大田原市野崎１-１－７
栃木県大田原市野崎２丁目１３番地１９
栃木県大田原市城山２丁目2-1
栃木県大田原市中央1丁目6番2号
栃木県大田原市中田原2102-28
栃木県那須塩原市越堀160番地
栃木県那須塩原市鍋掛1088-67
栃木県那須塩原市鍋掛1090-65
栃木県那須塩原市錦町4-13
栃木県足利市助戸3丁目７番地１１
栃木県足利市小俣町1619-1
栃木県足利市葉鹿町581-2

電話番号
0289-65-3625
0282-90-2101
0282-92-2249
0285-30-5231
0285-22-0532
0282-62-2515
0287-29-0021
0287-29-0135
0287-22-3265
0287-22-2863
0287-23-2587
0287-62-1014
0287-64-0058
0287-62-3967
0287-62-0940
0284-41-2764
0284-63-1384
0284-62-0357

すまいる電機 足利店
有限会社パナハート・アイシー電気
十字屋デンキ
有限会社 山口家電
株式会社萩野電気
東西電機株式会社
有限会社 川田電機商会
青山デンキ
株式会社 ヒラオカ
株式会社オジマテクノ
ニエダデンキ
ワタナベ電器
（株）サニーハウス・アダチ
大越電器
小島無線デンキ
有限会社 鎌草電器商会
パナトピア
カマクサ
有限会社エビス電器
オーギデンキ
有限会社豊岡ポンプ電機店
有限会社スズキ電化センター
西脇ラジオ店
有限会社メディアインナオイ
有限会社 薄井電設
有限会社 吉田テレビ
株式会社テクノ三和

栃木県足利市堀込町1612-1
栃木県佐野市相生町２８４５
栃木県佐野市田沼町1266-1
栃木県佐野市田沼町895-1
栃木県佐野市葛生東2-3-16
栃木県佐野市葛生東３-２－２０
栃木県佐野市植野町2055
栃木県佐野市若松町５番地
栃木県栃木市日ノ出町5-5
栃木県小山市乙女3-15-7
栃木県下野市駅東４-10-7
栃木県下野市駅東4-6-26
栃木県下野市小金井3009-61
栃木県下野市小金井5丁目１０－１０
栃木県河内郡上三川町上蒲生２２８３－１２

0284-70-4311
0283-23-7056
0283-62-0200
0283-62-5500
0283-85-2130
0283-85-4122
0283-24-3233
0283-22-2559
0282-24-7280
090-3532-9531
0285-44-7775
0285-44-3615
0285-44-3252
0285-44-0122
0285-56-3096

栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢１４１４

028-675-3596

栃木県塩谷郡高根沢町光陽台5-2ー24
栃木県さくら市氏家2534-10
栃木県さくら市氏家2693
栃木県矢板市川崎反町177番地1
栃木県矢板市扇町1-8-12
栃木県塩谷郡塩谷町玉生549-6
栃木県那須塩原市石林659-1
栃木県那須塩原市一区町281
栃木県那須塩原市北赤田1583-23

028-675-2081
028-682-2298
028-682-2341
0287-44-0640
0287-43-1747
0287-45-1179
0287-36-5155
0287-36-2873
0287-37-9039
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