登録業者一覧
2019年5月9日更新
登録業者名
電化チェリー東店
株式会社 谷山電気商会
株式会社電化チェリー
株式会社でんきの大京チェーン本店
有限会社 いそべ電気
エムテツク
フカイデンキ オグリス店
株式会社神西通信
フジデンキ吉祥院店
リード株式会社

住所
京都府京都市下京区正面通若宮西入る蛭子水町６１９
京都府京都市下京区東洞院通り五条上る深草町567
京都府京都市下京区和気町14-35
京都府京都市下京区西七条北西野町38-4
京都府京都市右京区京北下中町経田7-4
京都府京都市伏見区日野馬場出町17
京都府京都市伏見区小栗栖南後藤町８８－５
京都府京都市南区久世中久世町1丁目10
京都府京都市南区吉祥院池ノ内町３３-７
京都府京都市南区吉祥院観音堂南町1番地57号
京都府京都市南区西九条針小路町9-1エスポワール田中１番
エネルギークリエイティブ株式会社
館300号
株式会社 冨士電気工芸 フジデンキ十条京都府京都市南区唐橋南琵琶町19-7
店
株式会社アークムセン
中井電機商会
(有)池田デンキ
株式会社ワットムセン
Kyoden衣笠店
マトバ電機
株式会社京都テレビ
鈴木電機株式会社
京都電工株式会社
京電商会
アラキムセン
株式会社 田中電器
株式会社オリヂナル電設
株式会社 エース電化センター
石下電気商会
片山電機
有限会社 大市
電化センタ―フジイ
株式会社 京電子工房
有限会社西デンキ
CCL株式会社
フジワラ電器
有限会社まどいあん
有限会社 溝口テレビ
有限会社サカエ
ジクヤ電化小野店
三ツ星
アールサービス株式会社
栗尾電化サービス

電話番号
075-371-0815
075-351-2200
075-371-0535
075-313-7136
075-854-0536
075-575-2556
075-571-5821
075-934-3622
075-681-1211
075-662-6393
075-748-8172
075-661-5377

京都府京都市上京区千本通出水下る十四軒町３９７－２
075-821-0037
京都府京都市上京区東石屋町774
075-441-2927
京都府京都市上京区五辻通浄福寺西入ル一色町２７メガロコ075-451-5023
ープ西陣１F
京都府京都市北区紫野下門前町63
075-492-4666
京都府京都市北区小松原北町18
075-462-6410
京都府京都市北区大宮南山ノ前町37-1
075-493-0112
京都府京都市中京区正行寺町６７６
075-211-0201
京都府京都市中京区丸太町通西洞院東入梅屋町166-7
075-231-1520
京都府京都市中京区二条通寺町東入榎木町８０京都電工ビル075-211-7321
１Ｆ
京都府京都市中京区寺町通三条上る天性寺前町541番地
075-231-2626
京都府京都市中京区西ノ京内畑町２３
075-841-2082
京都府京都市中京区西ノ京内畑町２４
075-802-3165
京都府京都市中京区西ノ京南原町53番地3
075-803-4681
京都府京都市中京区西ノ京冷泉町136-1番地
075-802-3953
京都府京都市東山区弓矢町67
075-561-8738
京都府京都市東山区東大路松原上る５丁目月見町３
075-561-5997
京都府京都市東山区豊浦町３２９－１４
075-561-0639
京都府京都市左京区岩倉花園町239-25
075-701-8968
京都府京都市左京区山端川端町18-15
075-744-1007
京都府京都市左京区高野泉町11-146
京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町56エクセレント山科ビ
ル2F
京都府京都市山科区小山北溝町10-5
京都府京都市山科区小山北溝町15-12
京都府京都市山科区東野八代5-23
京都府京都市山科区椥辻東潰29-3
京都府京都市山科区小野荘司町1番地15
京都府京都市山科区西野山桜ノ馬場町256-1
京都府京都市山科区
日ノ岡石塚町19-13
京都府城陽市寺田尼塚６８－４１３
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075-711-2676
075-748-6368
075-593-0033
075-502-1248
075-591-9301
075-594-3505
075-571-0621
075-593-0470
075-581-1110
0774-53-3823

2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社小川電気商会
株式会社システムクリエイト
セイビデンキ 花住坂店
エコライフフジワラ黄檗店
株式会社マキノデンキ
オギデンキ
山中電気株式会社
エース三ツ星
有限会社津田電機
マスプロ電工株式会社 京都営業所
インターテクノス株式会社

株式会社ウイシステム淀
株式会社八幡住宅設備
(有)ワタナベ電器
ミヤケ電気商会
株式会社 鎌 電

住所
電話番号
京都府綴喜郡井手町大字井手小字北猪坂6
0774-82-2145
京都府京田辺市三山木野神１０４
0774-65-5319
京都府京田辺市花住坂2-20-1
0774-62-7284
京都府宇治市五ヶ庄平野8
0774-33-4192
京都府宇治市伊勢田町名木2丁目1-203
0774-43-5941
京都府京都市伏見区深草西浦町3丁目15-7
075-641-0123
京都府京都市伏見区桃山町大島86-21
075-641-7255
京都府京都市伏見区桃山町養斉15-8三ツ星ビル 1階
075-621-3900
京都府京都市伏見区納所町573-3
075-631-5113
京都府京都市伏見区竹田中川原町３５９ TMKビル２F
075-646-3800
京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町309番地
075-611-8418
京都府京都市伏見区羽束師古川町２１９－１ＳＡＩＺＥＮビ075-874-2627
ル３Ｆ
京都府京都市伏見区淀池上町７９－１
075-631-3317
京都府八幡市八幡三本橋３５－５
075-981-0041
京都府八幡市男山八望３Ｂ５０－１０３
075-982-7118
京都府京都市右京区西京極中町３２
075-313-3670
京都府京都市右京区西京極北大入町７２－１
075-313-1161

株式会社ウメヅ電化センター
株式会社セオデンキ
昭和無線
有限会社エンドー
株式会社川合電気通信工業
株式会社フジ電業
明和電業株式会社
キンセイ電機太秦
有限会社ヒグチデンキ
ノムラ電化ショップ
長岡ムセン
株式会社 ワルツ堂
浪江電業社
株式会社大山崎電化サービス
大一電化チェーン加茂店
株式会社でんかショップ足立
ハマダ電化センター

京都府京都市右京区梅津フケノ川町１３－１９
京都府京都市西京区川島東代町30-3
京都府京都市西京区山田庄田町1-11
京都府京都市西京区松尾万石町10-7
京都府京都市西京区桂徳大寺北町４４
京都府京都市右京区花園伊町３番地
京都府京都市右京区花園春日町９
京都府京都市右京区常盤西町1-7
京都府京都市右京区嵯峨北堀町２０－１００
京都府向日市寺戸町永田1-177
京都府長岡京市長岡2丁目3－7
京都府長岡京市開田１丁目19-21
京都府長岡京市神足木寺町１５番８
京都府乙訓郡大山崎町大山崎尻江59
京都府木津川市南加茂台5丁目12-13-105
京都府福知山市北本町1区100-16
京都府福知山市篠尾新町3丁目111-3

075-881-6616
075-381-2031
075-391-2168
075-381-9655
075-205-5016
075-463-8272
075-841-0218
075-882-2944
075-861-3997
075-932-0909
075-954-5061
075-951-5739
075-951-4237
075-956-4136
0774-76-5530
0773-22-9674
0773-22-1006

株式会社若松電業社
電化ショップオオツキ
ホソミデンキ
有限会社橋本電機
電化センター 向出
ミゾツラ電器
鈴木電気工業
株式会社 光電社
志賀ラジオ店
株式会社福井電気商会

京都府福知山市土師宮町二丁目１００番地
京都府福知山市前田１１３５－１
京都府福知山市字堀1454
京都府亀岡市馬路町住吉１４－７
京都府亀岡市追分町馬場通20-13
京都府亀岡市旅籠町31
京都府南丹市園部町小山西町一本木23-14
京都府船井郡京丹波町蒲生梅ノ木1
京都府綾部市本町２丁目３０
京都府綾部市大島町沓田27-10

0773-20-1177
0773-27-5051
0773-23-7653
0771-22-1135
0771-23-8356
0771-22-5856
0771-63-6061
0771-82-0016
0773-42-0358
0773-42-5167

有限会社

最善
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2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社堀電機商会
株式会社 西谷通信工業
有限会社 エーアンドヴイタナカ
有限会社トネット
エディオン JOYたきぐち
株式会社沖野電気通信
株式会社でんき館やました
冨田電気通信株式会社
平林電気
宇都電器商会
オオエデンキ
小杉電気商会
ヒグチ電気
株式会社堀尾デンキ
有限会社吉岡設備
プラス四辻店
山崎電気株式会社
ヤマモト電化サービス

住所
京都府舞鶴市字公文名２７１－２
京都府舞鶴市下福井小字新宮1183-8
京都府舞鶴市字森229-4
京都府宮津市本町１００６
京都府宮津市京口町１７２
京都府京丹後市峰山町白銀1番地
京都府京丹後市峰山町泉36番地
京都府京丹後市弥栄町和田野1321-3
京都府京丹後市弥栄町井辺58-2
京都府京丹後市丹後町間人2255番地
京都府京丹後市丹後町成願寺1486
京都府南丹市八木町八木西町裏54-12
京都府綾部市下原町野毛106-１
京都府与謝郡与謝野町石川5434番地1
京都府与謝郡与謝野町字四辻997
京都府与謝郡与謝野町四辻863
京都府与謝郡与謝野町四辻858番地
京都府京丹後市網野町網野7-１

電話番号
0773-75-1834
0773-76-6006
0773-64-0055
0772-22-2501
0772-22-4723
0772-62-0466
0772-62-1250
0772-65-0001
0772-65-3145
0772-75-0212
0772-75-1280
0771-42-2847
0773-42-5677
0772-42-5238
0772-42-5434
0772-42-3868
0772-43-0039
0772-72-3381

平 電機
長田電器
森電気工業株式会社
株式会社アイズネクスト
明和電器株式会社
サイトー電器
東洋エンジニア株式会社
有限会社 寺居電器商会
有限会社 三矢デンキ
かでんリペア
アトム電器 瀬田店
金地電気
初田電器
有限会社 いまえ
岩本電器
株式会社督永
有限会社 デンエイシャ

京都府京丹後市網野町網野667
京都府京丹後市網野町浅茂川206
京都府京丹後市網野町島津2961
滋賀県大津市滋賀里3丁目19-8
滋賀県大津市中央2丁目3-15
滋賀県大津市木の岡町１６－１０
滋賀県大津市におの浜４丁目１－２５
滋賀県大津市松本2-11-17
滋賀県高島市勝野１３２２－３
滋賀県高島市今津町松陽台2-3-5
滋賀県大津市瀬田２丁目４－３
滋賀県大津市大江6丁目43－14
滋賀県大津市黒津２丁目１７－４１
滋賀県野洲市小篠原２０３９番地５
滋賀県野洲市市三宅2497
滋賀県野洲市西河原4丁目2577
滋賀県栗東市小柿7-4-9

0772-72-3481
0772-72-0986
0772-72-0556
077-511-9900
077-525-6850
077-579-4384
077-524-4773
077-522-2532
0740-36-1177
0740-22-0263
077-545-6637
090-8938-0699
077-546-5520
077-587-0204
077-586-0453
077-589-2056
077-552-3698

エイテック
ノナカデンキ
三広電設
小笠原電器
有限会社 江竜電器
スポットおーみ
ココハウス ホリエ
イシナオ株式会社
有限会社スポットクリミ
武田電器

滋賀県栗東市霊仙寺3丁目8-30
滋賀県湖南市若竹町1-11
滋賀県湖南市菩提寺北二丁目9番10号
滋賀県湖南市菩提寺西２-１２－１
滋賀県米原市下多良86-11
滋賀県米原市能登瀬1144-4
滋賀県米原市上野８０７－６
滋賀県東近江市佐野町726-1
滋賀県東近江市栗見新田町850-1
滋賀県近江八幡市安土町常楽寺283

077-551-0810
0748-75-3539
0748-74-1945
0748-74-1772
0749-52-4050
0749-54-0667
0749-58-1773
0748-42-3823
0748-45-0477
0748-46-2080
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2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社napedoステーション
彦根電化センター
アサオ電器
マエダデンキ
電化プラザ キタザワ
有限会社 野瀬電機商会
久保田電気
アトム電器 近江八幡店
有限会社中野電機商会
オクノ電化
有限会社あずまでんき
有限会社 梅田電器
北野電機商会
有限会社今村商店
株式会社スガジ電器
有限会社 ゆたか商会
株式会社N-テック

住所
滋賀県近江八幡市安土町常楽寺944-2
滋賀県彦根市松原町1198-3
滋賀県彦根市古沢町870-22
滋賀県彦根市幸町２
滋賀県彦根市小泉町310-5
滋賀県犬上郡甲良町横関７３８－１
滋賀県犬上郡多賀町多賀1559-38
滋賀県近江八幡市西本郷町98
滋賀県近江八幡市仲屋町中１５
滋賀県近江八幡市鷹飼町430-6
滋賀県守山市石田町２５７－４
滋賀県守山市守山６丁目１７番２７号
滋賀県守山市守山一丁目7-6
滋賀県草津市上寺町327-1
滋賀県草津市大路1丁目１５番３５号
滋賀県長浜市宮前町9-26
滋賀県長浜市三和町64-4HOUSE Ⅰ GOBANKAN 1Fー
南
滋賀県長浜市曽根町３５０
滋賀県東近江市栄町2-11
滋賀県東近江市市辺町９９４
滋賀県東近江市高木町119
滋賀県甲賀市水口町三本柳36番地
滋賀県長浜市木之本町木之本１５６５
滋賀県東近江市五個荘日吉町554-1
滋賀県東近江市蒲生堂町467-1
滋賀県蒲生郡日野町松尾1565
大阪府大阪市北区中之島2-3-33三井物産ビル5階
大阪府大阪市北区天神橋1丁目6番6号ＡＸＩＳビル 1Ｆ
大阪府大阪市北区天満1丁目21番13号
大阪府大阪市北区天満４丁目３番５号中之島岡田ビル6F
大阪府大阪市北区西天満2-9-5

電話番号
0748-43-2011
0749-22-6148
0749-47-5359
0749-22-8331
0749-23-9867
0749-38-2103
0749-48-8008
0748-37-6969
0748-32-2545
0748-37-3026
077-585-1819
077-582-4161
077-582-2779
077-568-1832
077-562-1348
0749-62-0162
0749-68-3773

株式会社ピアレキタガワ
梶円商店
てっくさーびす
A・Vヒサダ
うかい電器
すずきデンキ
西村電気商会
松村電機
有限会社 野杉電器
株式会社 エディオン
株式会社 オプティネット
株式会社ジェイレック
株式会社テレシス
株式会社野村電気商会
京セラコミュニケーションシステム株式会大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目５－１７
社 大阪事業所
大阪府大阪市淀川区西中島7丁目4-17新大阪上野東洋ビル
ＤＸアンテナ株式会社 大阪支店
8階

0749-72-2406
0748-23-0158
0748-22-2941
0748-27-0221
0748-62-7056
0749-82-2110
0748-48-2377
0748-55-0250
0748-52-3196
06-6202-6083
06-4801-7117
06-6351-2778
06-6356-5584
06-6361-6509

日本アンテナ株式会社

06-4805-7451

大阪支店

株式会社デンケン
有限会社 藤中電工
有限会社アサクラ電機
有限会社太陽共聴設備
片山電気工事
日野電工
シゲシマ電気
株式会社ミット
有限会社エス・ティ通信設計事務所

大阪府淀川区木川西３丁目３ー２９

06-6399-8220
06-6304-5651

大阪府大阪市淀川区田川北1丁目12-7ネットコーポラス２階 06-6886-5112
大阪府大阪市淀川区加島2-6-28
06-6555-3395
大阪府大阪市東淀川区瑞光３－１－３
06-6328-0389
大阪府大阪市東淀川区豊里2丁目22-11ロイヤルアーク上新 06-6320-6677
庄109号室
大阪府大阪市東淀川区豊新1丁目5番8号
090-1240-2280
大阪府東淀川区柴島2丁目19-17
06-6323-4504
大阪府大阪市都島区御幸町１丁目１０番２－３１４号
06-6928-7313
大阪府大阪市都島区都島北通２丁目６番１号都島電化ハイツ06-6921-5561
１Ｆ
大阪府大阪市都島区善源寺町１丁目８番７号
06-6922-3110
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2019年5月9日更新
登録業者名
三共ムセン
株式会社辰己電機商会
株式会社 岡田電気
木村電気工業株式会社
アトム電器 中本店
株式会社岩川電設
株式会社 ミズグチ
関西通信システム株式会社
仲矢防災設備株式会社
マスプロ電工株式会社

大阪支店

R.K.I設備保全株式会社
関西エネルギーパワー株式会社
株式会社

アマミ

住所
電話番号
大阪府大阪市旭区大宮２-3－17
06-6952-0253
大阪府大阪市旭区清水3-1-15
06-6951-4662
大阪府大阪市東成区東今里２-１１－３０
06-6981-0398
大阪府大阪市東成区東中本３丁目１３－１６
06-6976-3321
大阪府大阪市東成区中本1丁目2-20
06-6971-6700
大阪府大阪市鶴見区今津中5丁目2番36号
06-6963-0640
大阪府大阪市鶴見区放出東3-31-32
06-6961-3887
大阪府大阪市中央区内淡路町２丁目３-１４日宝グリーンビ 06-6809-5977
ル６０１
大阪府大阪市中央区平野町2丁目1-2沢の鶴ﾋﾞﾙ 5階
06-6232-1104
大阪府大阪市中央区淡路町１丁目６－９堺筋サテライトビル06-6233-2322
４F
大阪府大阪市中央区安土町１-６－１４朝日生命辰野ビル
06-6261-7556
７階
大阪府大阪市中央区北久宝寺2丁目1番10号
06-6267-0107
大阪府大阪市中央区日本橋２丁目９番１６号日本橋センター06-6631-5500
ビル６Ｆ
大阪府大阪市中央区南船場３-６－２４
06-6210-4888

カラントセット株式会社
アイエムエス・ビジネス・サポート株式会大阪府大阪市天王寺区伶人町3-16
社
株式会社大翔
大阪府大阪市生野区新今里5丁目15番1号

06-6167-5877

アトム電器 たつみ店
矢野電機商会
KUREDEN
有限会社マツオ電化
山一ラジオ店
三好無線電気株式会社
西原電機商会/コステックニシハラ
有限会社藤川電気
株式会社 喜陽
株式会社 タイセー
松村電気有限会社
株式会社共栄電機
株式会社アムス
アサヒデンキ 長吉
クニサワデンキ
三愛電器商会
ねはしでんき

06-6757-9527
06-6757-6825
064-309-8935
06-6718-0018
06-6741-3600
06-6731-3756
06-6623-4891
06-6653-3141
06-4303-5356
06-6719-0311
06-6713-4358
06-6792-7310
06-6795-1521
06-6709-3872
06-6709-0872
06-6708-4528
06-6709-7105

大阪府大阪市生野区巽北3-12-40
大阪府大阪市生野区巽西3-19-2
大阪府大阪市生野区巽中3-10-4
大阪府大阪市生野区勝山南1丁目8番1号
大阪府大阪市生野区鶴橋5丁目3-15
大阪府大阪市生野区勝山北４-４－１９
大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-27-2
大阪府大阪市阿倍野区相生通2-13-13
大阪府大阪市東住吉区住道矢田6丁目12番地26号
大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目13-18
大阪府大阪市東住吉区桑津４丁目９－８
大阪府大阪市平野区加美北3-8-16
大阪府大阪市平野区加美北6-4-13
大阪府大阪市平野区長吉出戸7-4-22
大阪府大阪市平野区長吉出戸８丁目１２－１
大阪府大阪市平野区長吉六反3-1-9
大阪府大阪市平野区長吉川辺2丁目1番15号

有限会社マモルデンキ喜連
カトウ電器逢坂店
イマイデンキ
サン電子株式会社 大阪営業所
株式会社ホーム防災
友宗電気株式会社
有限会社 でんきのナカイ

06-6708-8483
06-6799-0375
06-6703-4844
06-6531-4311
06-4393-2030
06-6572-7591
06-6573-0117

三光電気福島店

06-6465-0188

株式会社三光電気商会
総合アンテナ設備株式会社

大阪府大阪市平野区喜連西１－１７－３４
大阪府大阪市平野区喜連3-3-1
大阪府大阪市平野区背戸口２丁目１８－１０
大阪府大阪市西区西本町3-1-46奥内第5ビル10Ｆ
大阪府大阪市西区九条南２丁目２６番６号
大阪府大阪市港区夕凪２丁目１５－５
大阪府大阪市港区八幡屋2-4-2
大阪府大阪市福島区大開３-１－２野田パークマンション
１２７号
大阪府大阪市此花区春日出北２丁目１－２６
大阪営業本部大阪府大阪市西淀川区柏里２丁目４－３３中島ビル２Ｆ

06-6751-0410
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06-6468-1461
06-6475-3151

2019年5月9日更新
登録業者名
さいきでんき
ナビチェーン出来島店
日東電機産業株式会社
株式会社関西ケーズデンキ
丸芝電器株式会社
上新電機株式会社 営業統轄部
九星電機工業株式会社
有限会社本店ユニバーサルデンキ
丸清電化
シンクロ電化
株式会社福岡無線
株式会社 ナカノ
金岡電器株式会社
Faithウエダ株式会社
協洋電機株式会社
(株）田中無線

電話番号
06-6473-2571
06-6474-7546
06-6634-2773
06-6633-1778
06-6561-0795
06-6631-1321
06-6649-4031
06-6651-6855
06-6692-3618
06-6672-4554
06-6671-7744
06-6672-2016
06-6858-1515
06-6848-6666
06-6849-2229
06-6855-0013

有限会社にっこり電器豊中店
LIFE CORE
株式会社エー・チーム
株式会社 コーデン社
株式会社オークコミュニケーション
株式会社テクノア
株式会社阿部電設
デンカ ＬＩＦＥ ハロ－
有限会社パナショップキダ電器
ヤマザキ電器商会
廣瀬電機
有限会社オカモト電化
有限会社タニグチ電器
有限会社サンタカハタ
株式会社吉岡電化サービス
コスモス電化センター高槻店
株式会社 北摂防災

住所
大阪府大阪市西淀川区姫里１丁目２５－１３
大阪府大阪市西淀川区出来島２-８－３５
大阪府大阪市浪速区日本橋５丁目１番３号
大阪府大阪市浪速区難波中3丁目5-13朝日生命難波ビル5階
大阪府大阪市浪速区桜川3丁目1番20桜川食品館内
大阪府大阪市浪速区日本橋西１丁目６番５号
大阪府大阪市西成区山王１-2-13
大阪府大阪市西成区千本中1丁目19-16
大阪府大阪市住吉区南住吉４-８－６
大阪府大阪市住吉区墨江2丁目2番24号
大阪府大阪市住吉区東粉浜3-29-2
大阪府大阪市住之江区安立3-3-22
大阪府豊中市本町６-８－１金岡ビル
大阪府豊中市本町6丁目4-17
大阪府豊中市柴原町1丁目3-9
大阪府豊中市宮山町１丁目９－１３
大阪府豊中市新千里南町１丁目１番５４号OPH新千里南町
1棟309号
大阪府豊中市曽根西町1-10-11
大阪府豊中市曽根南町2丁目7-4アスターⅠ C棟201号
大阪府豊中市原田中1-11-5
大阪府豊中市服部本町４丁目５番４０号
大阪府豊中市走井3-3-27
大阪府箕面市箕面六丁目9番46号
大阪府箕面市坊島2丁目4-19
大阪府箕面市稲5丁目13番5号
大阪府池田市室町１丁目５番地
大阪府豊能郡豊能町余野７９４－１
大阪府摂津市別府３-１１－１
大阪府摂津市鳥飼上3-3-41
大阪府摂津市鳥飼下１-14-7
大阪府茨木市田中町１５－３５
大阪府高槻市東和町1-16
大阪府高槻市城南町3丁目15-1
大阪府高槻市栄町2-6-16

有限会社 パナびーんずタケベ
みまつでんき
株式会社アトム電器安岡寺店
アトム電器安満店ヨシダデンキ
有限会社マツシタデンキ
有限会社 オカモト電化 高槻店
パナットいけだ高槻店
石井電化
さかもと電器
株式会社 京阪電器商会

大阪府高槻市柱本6丁目15-5
大阪府高槻市牧田町7丁目55-108
大阪府高槻市松が丘1丁目10-18
大阪府高槻市安満西の町12-24
大阪府高槻市真上町２-３－１０マツシタマンション１階
大阪府高槻市大畑町2-7摂津マンションE-104
大阪府高槻市土室町5-13
大阪府門真市巣本町6-15
大阪府門真市五月田町２０－１９
大阪府門真市本町１９－５

072-678-1616
072-695-4523
072-688-5419
072-683-8728
072-681-8188
072-696-2247
072-694-0623
072-881-3557
072-884-0106
06-6908-2933

宮里電設株式会社
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06-7493-2402
06-6853-3906
06-6380-6383
06-6842-2601
06-6863-0066
06-6210-6852
072-741-2010
072-734-7138
072-729-3999
072-752-1431
072-739-0737
06-6349-1533
072-654-3131
072-654-0133
072-621-1661
072-671-0521
072-672-1096
072-655-5544

2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社 中屋電化サービス
(有）タケヒサデンキ
グッドライフ長栄店
たにぐちでんき
八木電気商会
有限会社 坂本電気商会
アトム電器 西寝屋川店
有限会社フィールド
マルシン電化点野店
株式会社近畿システムプラン
伸光電気株式会社
デンカショップワタナベ
古木電器商会
KBCデンキ寝屋川店
光電気商会
マルシン電化 星丘店
KBCデンキ宮之阪店
枚方電化ナカムラ店

住所
大阪府門真市新橋町3-4-102門真第二プラザビル1階
大阪府門真市宮野町７-２１
大阪府寝屋川市石津南町6-12
大阪府寝屋川市清水町26番3号
大阪府寝屋川市大利町11-31
大阪府寝屋川市高柳1-4-14
大阪府寝屋川市高柳2丁目8-7
大阪府寝屋川市御幸東町39-8
大阪府寝屋川市点野３丁目38-7
大阪府寝屋川市梅が丘1-5-21
大阪府寝屋川市萱島桜園町１６－９
大阪府寝屋川市日之出町18-23
大阪府寝屋川市日之出町5-1
大阪府寝屋川市早子町1-10
大阪府寝屋川市八坂町14-7
大阪府枚方市星丘３丁目１－５２
大阪府枚方市宮之阪２丁目3-5
大阪府枚方市岡山手町2-38

電話番号
06-6909-1678
072-881-6715
072-829-5150
072-828-0091
072-826-1820
072-826-1016
072-801-7121
072-839-6009
072-829-2181
072-820-0122
072-822-5587
072-824-1088
072-822-3861
072-380-9280
072-824-1288
072-848-5415
072-847-0559
072-841-2657

有限会社パナブリッジ
西村電気サービス
セノオ デンキ
ハマザキ電器
大久保電器
P.はっち
サカグチ電化津田店
株式会社ツボイ 長尾店
ｾｲﾋﾞﾃﾞﾝｷ長尾店

大阪府枚方市香里ヶ丘10丁目3463-17
大阪府枚方市長尾家具町３丁目１４－２
大阪府枚方市長尾家具町４丁目１１－６８
大阪府枚方市長尾台１丁目１－４１
大阪府枚方市宗谷1丁目11-21
大阪府枚方市津田東町3丁目14-1
大阪府枚方市春日元町1丁目41-18
大阪府枚方市藤阪東町3丁目1-6
大阪府枚方市長尾元町5-2-9
大阪府枚方市町楠葉1丁目１７－１０ジョイフルコーポ
204号
大阪府枚方市楠葉中町３６－１６
大阪府枚方市楠葉並木2丁目22-1樟葉ビル6階
大阪府枚方市養父元町39-3
大阪府枚方市牧野本町２丁目１－１１
大阪府枚方市三栗1丁目23－21
大阪府枚方市渚西１丁目１１－２１
大阪府枚方市渚本町 ５－２６新和光マンション １０３号
室
大阪府枚方市中宮本町2-18
大阪府大東市新田本町１２ドムール鴻池１０９
大阪府大東市深野４丁目７－２９
大阪府四條畷市岡山東１丁目１０－５忍ヶ丘センタービル
１F
大阪府交野市妙見坂2-16-12
大阪府交野市妙見坂3丁目17-14
大阪府交野市倉治3丁目48-10
大阪府東大阪市御厨栄町1-7-12電気工事組合会館ビル 2階
大阪府東大阪市西堤本通東1丁目2-28

072-833-1521
072-836-4668
072-868-6306
072-859-1563
072-858-7779
072-859-2178
072-858-8614
072-859-3339
072-850-3939

株式会社内村電気設備
ローズ電化株式会社
株式会社ITM COMPANY
セイビデンキくずは店
ドルフィン牧野店
アトム電器 枚方店
谷山電気
有限会社

マエダ電機

三和デンキ株式会社
株式会社 アーバンテック
パルウエダ株式会社
有限会社かたおかでんき忍ケ丘店
株式会社ハチ家庭電器
株式会社辰己電機商会
イズミ電化 倉治店
有限会社タイセイ電設
東大阪天満電器

星田店
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072-888-1678
072-855-7355
072-807-4649
072-850-1324
072-851-2345
072-851-6367
072-898-2056
072-849-8017
072-847-2506
072-813-5790
072-871-5730
072-876-1336
072-892-0888
072-891-5296
072-893-1114
06-6783-9912
06-6789-0640

2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社ジョイスヒサトミ
株式会社石津電気
土方電工株式会社
スズキデンキ 小阪店
アミューズモリデン株式会社
エルデンキ
大西運輸サービス株式会社
株式会社富士商会
杉村電器商会
辻本産業株式会社
株式会社サンワードテクニカル
ホーチキ株式会社 関西支店
アイオイ電機花園店
株式会社枚岡電化
有限会社 クスミ電器
石川電気設備工業所
和泉電工株式会社
松原電化センター株式会社

住所
大阪府東大阪市森河内東２丁目１３－４
大阪府東大阪市高井田中２丁目８－７
大阪府東大阪市小阪2-6-35
大阪府東大阪市小阪本町2丁目8-12
大阪府東大阪市中小阪３-５－１８
大阪府東大阪市横沼町１丁目６－１２
大阪府八尾市桂町1丁目54番2号
大阪府東大阪市友井１丁目４－１２
大阪府東大阪市大蓮東5-1-14
大阪府東大阪市衣摺１丁目１１－１６
大阪府東大阪市加納7丁目10-19
大阪府東大阪市水走3丁目6番41号
大阪府東大阪市花園東町2丁目5-31
大阪府東大阪市立花町1-21
大阪府東大阪市本町１５－７
大阪府東大阪市六万寺町1丁目22-45
大阪府松原市岡7-821
大阪府松原市新堂2丁目683－1

電話番号
06-6783-3902
06-6753-8526
06-6787-8831
06-6727-6692
06-6721-2219
06-6724-7872
072-999-9320
06-6721-6844
06-6728-8826
06-6729-1235
072-872-3811
072-966-8170
072-963-5136
072-981-3181
072-981-5681
072-982-1410
072-349-4830
072-331-0322

阪堺電器産業株式会社
大阪府松原市天美東1丁目７－７
072-331-4939
株式会社光田電気商会
大阪府松原市天美東8-2-7
072-331-0612
有限会社 寺下電器
大阪府八尾市末広町１丁目９－１５
072-922-4450
豊福電化サービス
大阪府八尾市東本町5-10-3
072-923-3952
株式会社 香川電化
大阪府八尾市光南町2-1-1
072-922-7650
有限会社 パナびーんず・ほしの
大阪府八尾市八尾木北５丁目２０３番地
072-992-4112
タイガー電器 八尾店
大阪府八尾市曙町３丁目６２番地
072-994-8100
マエダデンキ
大阪府八尾市東弓削2丁目４０番地
072-923-0918
アトム 八尾南店
大阪府八尾市太田4丁目53-1
072-920-0120
豊栄電器商會
大阪府八尾市竹渕東１-265
06-6709-2847
小林電気商会
大阪府八尾市南太子堂６-3-41
072-923-3818
ジョーシンサービス株式会社 ビジネス開大阪府八尾市南太子堂６丁目４－２５ジョーシンサービス株072-993-9211
発大阪営業所
式会社 八尾サービスセンター２Ｆ
株式会社栄電社
大阪府八尾市上之島町北1-28-12
072-922-3598
瀬ノ口電化サービス
大阪府八尾市上之島町南7丁目23－18
072-996-2483
ミチモト電器商会
大阪府八尾市高安町南１丁目６１番地
072-922-7986
電洋社
大阪府八尾市高安町南1丁目62番地
072-922-7639
ｳﾀﾞﾃﾞﾝｷ
大阪府八尾市垣内2丁目184番地
072-941-2898
中井電機商会 高安店
大阪府八尾市垣内2丁目44番地
072-941-2170
山口百貨店電気部
大阪府八尾市恩智中町1丁目71番地
072-941-9311
シャープマーケティングジャパン株式会社大阪府八尾市北亀井町３丁目１番７２号シャープ八尾事業所06-6794-7020
カスタマーサービス社
第４工場３階
株式会社ワンストップサポート 近畿営業大阪府八尾市北亀井町3丁目1-72
06-6792-7250
所
シャープマーケティングジャパン株式会社大阪府八尾市北亀井町３丁目１番７２号
06-6792-1881
カスタマーサービス社
大阪府八尾市北亀井町3丁目１番７２号シャープ八尾第4工 06-6792-7850
株式会社ワンストップサポート
場3F
株式会社 ウィリング
株式会社パナプラザヤスノ

大阪府柏原市法善寺3丁目869-1
大阪府柏原市太平寺1丁目８番１１号
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2019年5月9日更新
登録業者名
フタバ電気株式会社
スウィートにしおか
アトム電器沢田店
アトム電器沢田店山内
たつみ電器株式会社
株式会社アトム（アトム電器伊賀店）
有限会社 ふらっとヤマウチ
エガデンキ
(有)山下 ウィズ喜志
有限会社センダ 錦織店
有限会社 梨谷
有限会社辻元電化センター
ピークスユキナカ㈱
ミックミトヤちよだ店
(株)イムタ電化
駅前無線株式会社
徳永電気商会
ナカノ電機サービス

住所
大阪府柏原市国分西2丁目３－２７
大阪府藤井寺市大井５丁目１－４０
大阪府藤井寺市沢田2丁目8－3
大阪府藤井寺市沢田2丁目8-3
大阪府藤井寺市春日丘1丁目8-7
大阪府羽曳野市野々上4丁目６－５
大阪府羽曳野市伊賀２番地
大阪府羽曳野市島泉2丁目6-18
大阪府富田林市旭ケ丘町9-16ルミエール旭ケ丘1階
大阪府富田林市錦織東1-3-12
大阪府南河内郡河南町一須賀557－6
大阪府南河内郡河南町神山65-1
大阪府河内長野市楠町西5581-3
大阪府河内長野市木戸西町3丁目10-6
大阪府河内長野市千代田南町1-6
大阪府河内長野市千代田南町2丁目20
大阪府河内長野市西之山町11-20
大阪府河内長野市加賀田２０１２

電話番号
072-977-3131
072-954-1252
072-959-2349
072-959-2349
072-955-0558
072-953-4571
072-955-6892
072-938-3835
0721-23-3492
0721-25-4015
0721-93-3412
0721-93-2955
0721-52-6251
0721-56-7751
0721-53-2671
0721-52-5014
0721-53-1038
0721-64-0215

石田 電気
有限会社サワノ電気
ミックミトヤ金剛店
株式会社 尾崎電機商会
株式会社ホーム・アート
株式会社小山電気商会
株式会社 小林電工
高野電気株式会社
有限会社ゼウス ライフネットせんぼく
株式会社今村電機
住吉テクノシステム株式会社
株式会社シンコウ電気商会
株式会社松尾電設
サカイ電化ストアー豆塚店
伸栄電業
ミックイノウエ伯太店
Ｌ電気

大阪府河内長野市天野町319-12
大阪府堺市美原区平尾４６３－１
大阪府大阪狭山市半田3丁目1744-14
大阪府大阪狭山市茱萸木3-254-2
大阪府堺市堺区二条通２番１４号
大阪府堺市堺区新町2-4
大阪府堺市南区竹城台３丁１６－３－２
大阪府堺市南区三原台２丁１３－６
大阪府堺市南区原山台5丁目5-7
大阪府堺市堺区東湊町1丁４６－１
大阪府堺市北区南花田町574
大阪府堺市北区新金岡5-6－428
大阪府堺市北区百舌鳥梅町3-48-33
大阪府堺市北区大豆塚町2-75
大阪府和泉市伯太町３丁目４－９
大阪府和泉市伯太町5丁目21-11
大阪府和泉市池田下町1196

0721-53-5411
072-361-7155
072-366-1336
072-367-3530
072-233-2381
072-221-0025
072-298-1068
072-203-8999
072-295-3325
072-241-5191
072-255-7377
072-275-7455
072-275-5416
072-253-1476
0725-41-5884
0725-45-6677
0725-56-1551

株式会社 辻野電気工業
きたがわ電器
株式会社テラダデンキ
株式会社マテックス
アイテック
川上電気株式会社
有限会社 エースワン電機
株式会社テレビ岸和田
株式会社はまでん
アトム電器二色浜店

大阪府和泉市小田町２-２３－７５
0725-44-7176
大阪府和泉市青葉台２-１６－６
0725-56-0416
大阪府岸和田市上野町東１２－２０
072-422-7525
大阪府岸和田市上野町東７－２９
072-437-3919
大阪府岸和田市南町24－18
072-468-7231
大阪府岸和田市三田町３５２
072-445-1740
大阪府岸和田市小松里町2056ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ岸和田小松里町503号 072-468-8118
大阪府岸和田市作才町1-5-3
072-436-3636
大阪府岸和田市流木町495番地
072-429-9781
大阪府貝塚市沢１２２５－５
072-432-1679
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2019年5月9日更新
登録業者名
ウイングス きのした
株式会社シースパンアドバンス
カミタ総合設備 株式会社
川嶋電機商会
田中電気商会
後藤電気店
有限会社 北風電機商会
もりおかでんき
石電工業
ピークスサワノきたのだ店
こまどりケーブル株式会社
近鉄ケーブルネットワーク株式会社
ニチデン住宅設備機器株式会社
こまひろ電気奈良店
ステップ倶楽部ふれんど
吉田電機商工株式会社
株式会社大洋電機
有限会社 駒 電気商会

住所
大阪府泉佐野市南中安松292-26
大阪府泉佐野市鶴原417
大阪府阪南市黒田３４３番地の２
大阪府阪南市石田1018-2
大阪府阪南市舞1-27-6
大阪府阪南市舞１丁目３４－１８
大阪府泉南郡岬町淡輪4677-1
大阪府堺市東区丈六59-6
大阪府堺市東区西野432-5住宅3階
大阪府堺市東区大美野6-5
奈良県生駒市東生駒1-70-1近鉄東生駒ビル３Ｆ
奈良県生駒市東生駒１丁目５番地近鉄東生駒ビル
奈良県生駒市東松ケ丘１６－２４
奈良県奈良市奈良阪町2313
奈良県奈良市法蓮町３１－６－１
奈良県奈良市東九条町1484
奈良県奈良市東九条町715-1
奈良県奈良市手貝町45-1

電話番号
072-465-0274
072-458-8002
072-471-2234
072-472-6370
072-472-1759
072-471-3680
072-494-1595
072-236-9123
072-239-7781
072-230-0121
0745-88-9245
0743-75-5511
0743-74-9405
0742-23-5366
0742-27-3259
0742-61-4151
0742-62-5923
0742-22-6831

山本電気商会
三幸電気
裕電工
みやこ電化センター
キタハタ電器
光栄電化
オカダ電気
ハーモニーサンワ
株式会社水光
日光電気工事株式会社
株式会社 大隅電氣
山下電気水道工事
福田電気サービス
株式会社桜井電業社
ユアーズタニグチ店 谷口電気商会
パソコンの駅 Dream Iz さんでんき
奥窪電気商会

奈良県奈良市杉ヶ町27
奈良県奈良市西九条町1丁目6-4
奈良県奈良市西九条町２丁目２－２１
奈良県奈良市学園大和町1-1-24
奈良県奈良市神功４丁目13-7
奈良県奈良市西大寺小坊町８－３
奈良県奈良市菅原町392-28
奈良県桜井市外山86-7
奈良県桜井市安倍木材団地１-７-７
奈良県桜井市大字川合265-5
奈良県桜井市大福143
奈良県桜井市箸中1087
奈良県桜井市辻210-6
奈良県桜井市桜井66番地
奈良県桜井市西本町4丁目237
奈良県宇陀市榛原母里315-1パソコンの駅
奈良県宇陀市大宇陀西山２９１－４

0742-24-4515
0742-62-2535
0742-61-8600
0742-44-7311
0742-71-2120
0742-48-4680
0742-47-8874
0744-42-2703
0744-46-5330
0744-43-0071
0744-42-3190
0744-45-2335
0744-43-5780
0744-42-2640
0744-42-2853
0745-82-3055
0745-83-2701

株式会社タケガミ電気水道
株式会社大和
テクニカ
薮内住設
杉井電気商事株式会社
株式会社南口無線電機商会
重松通信
有限会社三英電化
梶木電気工事店
キムラ電器

奈良県橿原市久米町552-２番地
奈良県橿原市醍醐町41-1
奈良県橿原市八木町２丁目５－２９
奈良県高市郡明日香村豊浦639
奈良県橿原市内膳町5-2-37
奈良県橿原市東坊城町２１８－１
奈良県大和高田市有井90-1ベルグラン303
奈良県大和高田市片塩町１１－１４
奈良県北葛城郡広陵町百済1447
奈良県北葛城郡広陵町三吉163-2

0744-28-1011
0744-35-6140
0744-20-0044
0744-54-2456
0744-22-3640
0744-27-4305
0745-52-1298
0745-52-1555
0745-55-0186
0745-55-0975
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登録業者名
木村設備
岩井電器店
市平電気商会
株式会社 モリウチ
株式会社岡島電設工業
植田電気商会
寿命電機商会
株式会社カトウ電器
有限会社 中 中電気店
株式会社ｅプロジェクト
日進電工株式会社
本社
株式会社 領内商会
小池電機工業株式会社
株式会社吉田電気
トヤマ電化
あさの電気商会
ミナト電気工事株式会社
株式会社 メディア家電

住所
奈良県北葛城郡広陵町疋相9-4
奈良県北葛城郡河合町川合730
奈良県生駒郡斑鳩町龍田南４-３－７
奈良県磯城郡川西町結崎４５２－４６
奈良県磯城郡田原本町宮古６９５－１
奈良県生駒郡平群町吉新2丁目4－48－6
奈良県五條市二見一丁目七番十号
奈良県五條市田園4-2-4
奈良県五條市田園4丁目9番地の6
奈良県大和郡山市小泉町１７０－１
奈良県大和郡山市小泉町2428-1
奈良県大和郡山市筒井町570-1
奈良県大和郡山市筒井町884-1
奈良県御所市柳原１３６－２
奈良県御所市奉膳191
兵庫県神戸市中央区下山手通９丁目５番６号
兵庫県神戸市中央区楠町6-1-12
兵庫県神戸市中央区港島中町3-1-2-15-2東急ﾎﾟｰﾄｱﾍﾞﾆｭｰ

電話番号
0745-54-5809
0745-56-4012
0745-74-1978
0745-43-0500
0743-85-5652
0745-45-0101
0747-22-2697
0747-23-1556
0747-23-1100
0743-53-3507
0743-54-1805
0743-59-1346
0743-56-0480
0745-62-3818
0745-67-1541
078-341-2274
078-371-5583
078-302-5171

有限会社 なかたでんか
シンコー電気
((有)キタデンキ
株式会社ミッキー電化機器
有限会社 マルオカ電器
丸山電工株式会社
びーんず株式会社
株式会社 ＴＥＮ
株式会社ブライト
株式会社ｅｌワークス
タッチさざなみ
有限会社高原電工
Creative Life タナカ
杉本電気工事株式会社
有限会社 キュウエイ
銭屋電気株式会社
大喜屋電機株式会社

兵庫県神戸市中央区八雲通６丁目１－２
兵庫県神戸市中央区東雲通５丁目２－２
兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町5丁目２－３５
兵庫県神戸市北区南五葉1丁目2－18川上ビル
兵庫県神戸市北区緑町7丁目３－５４
兵庫県神戸市北区有馬町1297-6
兵庫県西宮市山口町下山口1丁目１－１
兵庫県西宮市山口町下山口4丁目21番10号
兵庫県神戸市西区池上4-17-4
兵庫県神戸市西区北別府4丁目13-7ハイツ永井105
兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和１５３１番地の５
兵庫県神戸市西区宮下２丁目5-10
兵庫県神戸市西区平野町宮前２２１－１
兵庫県神戸市兵庫区永沢町２丁目１－４
兵庫県神戸市兵庫区笠松通6丁目2-3-2Ｆアヴニール笠松
兵庫県神戸市長田区二葉町3丁目３番１号
兵庫県神戸市長田区萩乃町2-7-5

078-221-8346
078-221-7551
078-593-0210
078-594-1851
078-581-6078
078-904-0685
078-903-1616
078-903-5093
078-974-6366
078-964-5089
078-975-0514
078-922-0315
078-961-0019
078-576-6007
078-672-1070
078-641-2612
078-631-9118

日正電化工業株式会社
電化ショップ 愛和
有限会社 島田電器
㈲デンキノスマイル
有限会社 エレトピア丸亀
神戸テレビサービス
アトム電器 東垂水店
株式会社 国益電業社
秀電機
有限会社馬部電器商会

兵庫県神戸市須磨区白川台3丁目64-5
兵庫県神戸市垂水区星陵台７丁目９－１
兵庫県神戸市垂水区霞ヶ丘４丁目1-24
兵庫県神戸市垂水区塩屋町大谷671-164
兵庫県神戸市垂水区城が山2丁目9番17号
兵庫県神戸市垂水区泉が丘4-4-45
兵庫県神戸市垂水区東垂水3-16－8
兵庫県洲本市宇山3丁目4-12株式会社 国益電業社
兵庫県南あわじ市倭文長田776-3
兵庫県南あわじ市湊7

078-792-1212
078-781-6951
078-706-5239
078-752-0018
078-752-5645
078-751-1095
078-752-4651
0799-22-2401
0799-46-0023
0799-36-2069
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登録業者名
桝本電機商会
三和商事株式会社
辻西電化センター
松下電器
サカベ電器
アトム電器福良店 双葉電化
ヨシオカデンキ
谷住 でんき
滝華住器設備
有限会社 美聲堂
淡路屋商店
株式会社 丸信商店
Skipセゴウ
井筒屋
ナカヤマ家電
千野電設株式会社
有限会社 クイーン ソーラー

でんきのコタニ
中島電器
中山テレビサービス店
株式会社 あだち電気
株式会社 三電社
阿波電器
藤澤電機
有限会社アーテック・オーニシ
有限会社ハイマル日商電機
有限会社 トーヨー電化
株式会社小西電気
川島電気

住所
電話番号
兵庫県南あわじ市榎列小榎列276-7
0799-42-2030
兵庫県南あわじ市榎列大榎列738
0799-42-1098
兵庫県南あわじ市市十一ヶ所297-4
0799-42-4788
兵庫県南あわじ市市福永569－6
0799-42-0163
兵庫県南あわじ市福良乙404
0799-52-1077
兵庫県南あわじ市福良乙５２８
0799-52-0087
兵庫県洲本市五色町鳥飼中535
0799-34-0054
兵庫県淡路市尾崎1823
0799-85-1272
兵庫県淡路市多賀978-1
0799-85-0418
兵庫県淡路市志筑１８６５－２
0799-62-0077
兵庫県淡路市志筑2840-8
0799-62-0804
兵庫県淡路市志筑1581-4
0799-62-0301
兵庫県淡路市久留麻１８２０－１２
0799-74-2951
兵庫県淡路市下田１３８
0799-74-2006
兵庫県淡路市岩屋１３９６
0799-72-4268
兵庫県神戸市灘区千旦通３-４－１５
078-882-6807
兵庫県神戸市灘区神ノ木通２丁目２－８藤原ビル１Ｆ
078-802-3314
兵庫県神戸市灘区篠原本町1丁目7-21山下ﾋﾞﾙ 1F西（東芝 078-805-6830
ストアー電化ストアーフルカワ六甲北店）
兵庫県神戸市灘区青谷町4丁目１－３青谷プラザ３０２
078-871-3332
兵庫県神戸市東灘区北青木2丁目１番３６号
078-451-7311
兵庫県神戸市東灘区本山南町6丁目7-7永井ビル１階
078-431-5686
兵庫県神戸市東灘区御影２丁目２－１－１０６フォンテ上御078-851-5104
影
兵庫県神戸市東灘区魚崎北町１丁目１１－１５
078-451-5782
兵庫県尼崎市大島２-３－１２
06-6418-9282
兵庫県尼崎市武庫川町3丁目71番地
06-6416-2393
兵庫県尼崎市東難波町2丁目8番21号
06-6401-7779
兵庫県尼崎市塚口本町3丁目2-18
06-6421-7439
兵庫県尼崎市塚口町5丁目21
06-6422-5931
兵庫県尼崎市南塚口町７丁目35-8
06-6426-4547
兵庫県尼崎市立花町1丁目4-11ステーションビル2階
06-6429-4800
兵庫県尼崎市武庫之荘１丁目１２ー７
06-6436-3372
兵庫県尼崎市西昆陽1丁目1-29
06-6431-0131
兵庫県尼崎市猪名寺1丁目18番17号
06-6493-2654
兵庫県尼崎市猪名寺１丁目３５－１
06-7163-4213

電化のタクミ
ﾌｼﾞ電化
株式会社 ナルオ電化センター
阪神ケーブルエンジニアリング株式会社
株式会社DHA
有限会社ワカサ電化
M I Y A 電工
（有）ミウラデンカ
今井電器宝塚店
大塚電化サービス

兵庫県西宮市熊野町１３－１４サンライフ熊野1階
兵庫県西宮市小松西町2丁目3-1
兵庫県西宮市里中町２丁目４－１９
兵庫県西宮市上鳴尾町２７－１１
兵庫県伊丹市荻野1-41
兵庫県伊丹市南野北1丁目7-6
兵庫県伊丹市昆陽南2丁目２－４０
兵庫県宝塚市末成町28-3
兵庫県宝塚市福井町２８－１２
兵庫県宝塚市仁川北３丁目４番６号

有限会社ケーニクス・ティーガー
株式会社 シーエー通商
東灘電気工事株式会社
株式会社北村電気商会
レグルス株式会社 家電部御影ラジオ
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0798-66-2713
0798-48-3719
0798-47-6114
0798-48-1320
072-767-7180
072-781-2327
072-781-1805
0797-72-6192
0797-73-5663
0798-53-2823

2019年5月9日更新
登録業者名
関西電機総業株式会社
有限会社ヤノラジオ
アトム電器川西山下店
株式会社辰己電機商会 多田店
マツダデンキ
ナガオカデンキ
有限会社ユーデン工業
白菱電気設備株式会社
有限会社 かとう電器
株式会社南條デンキ
福富電気店
株式会社 フジモトテクノス
有限会社 タイヨーでんき
渡辺電気
エイコーデンキ
米沢ラジオ商会
中尾電器店
ミウラデンカ 名塩店

住所
兵庫県宝塚市清荒神3丁目2－20クワハラビル101
兵庫県川西市栄町1-16
兵庫県川西市見野３丁目１３番２２号
兵庫県川西市水明台1-2-3
兵庫県川西市丸山台2丁目6番地101号
兵庫県美方郡香美町村岡区村岡2516
兵庫県豊岡市森津79-1
兵庫県豊岡市中陰399-12
兵庫県豊岡市若松町４－１２
兵庫県豊岡市千代田町12-33
兵庫県豊岡市城南町3-23
兵庫県豊岡市九日市上町53-3
兵庫県豊岡市正法寺636-1
兵庫県豊岡市高屋1028-5
兵庫県豊岡市福田768-13
兵庫県豊岡市出石町本町47番地
兵庫県豊岡市引野１７９－１
兵庫県西宮市名塩２丁目２３－１５

電話番号
0797-86-4371
072-759-4977
072-794-0553
072-793-5701
0120-794-799
0796-94-0126
0796-22-5205
0796-23-0195
0796-22-3696
0796-23-1213
0796-22-4080
0796-24-2129
0796-23-3030
0796-23-2872
0796-22-1941
0796-52-2216
0796-23-3292
0797-63-2198

株式会社 北摂家電
兵庫県三田市つつじが丘南3丁目1-19
たなかでんき（アトム電器 丹南古市店）兵庫県篠山市波賀野新田160
有限会社もりでんき
兵庫県篠山市大沢483-7
オカダ電工
兵庫県篠山市般若寺189
イマイ無線電器
兵庫県篠山市郡家130-17
大野電気商会
兵庫県丹波市山南町上滝333
市橋電業
兵庫県丹波市山南町岡本107
株式会社デンテックス
兵庫県丹波市柏原町南多田143-1
株式会社酒井電気建設
兵庫県丹波市氷上町石生１７６３－８
ロータリーミシン電業株式会社
兵庫県丹波市氷上町成松３３２
オーケイ電設株式会社
兵庫県丹波市氷上町賀茂８１
キヌヤマ電気工事店
兵庫県丹波市氷上町絹山７８
ロータリーチェーン春日店
兵庫県丹波市春日町野村2468
和幸電気商会
兵庫県丹波市春日町鹿場７６８番地１
でんこうしゃ
兵庫県丹波市市島町上田530-1
太陽電機株式会社
兵庫県朝来市和田山町林垣523-8
ルミエールあかつき
兵庫県豊岡市日高町江原５９

079-568-0303
079-595-0063
079-594-0083
079-552-5243
079-552-3188
0795-78-0324
0795-77-0339
0795-72-3555
0795-82-3191
0795-82-1530
0795-82-3750
0795-82-7498
0795-74-0218
0795-75-1613
0795-85-2640
079-672-1411
0796-42-0250

ひかり電気商会
電テック
高橋電器商会
フクダ電器
本田電気設備
有限会社 長谷川デンキ商会
世良電気商会
株式会社美津和電器商会
株式会社清水電気設備
国光デンキ

0796-47-0105
0796-36-3218
0796-36-0623
0796-36-1205
0796-36-1445
079-281-6301
079-222-3656
079-282-2566
079-296-1185
079-294-0725

兵庫県豊岡市竹野町竹野438
兵庫県美方郡香美町香住区一日市５２９－７
兵庫県美方郡香美町香住区一日市235
兵庫県美方郡香美町香住区香住1670-3
兵庫県美方郡香美町香住区香住1564
兵庫県姫路市鍵町24
兵庫県姫路市本町６８（白鷺６６）
兵庫県姫路市本町68番地大手前第一ビル
兵庫県姫路市名古山町１２番２号
兵庫県姫路市南車崎２丁目３－４５
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2019年5月9日更新
登録業者名
キシモト家電サービス
LET’Sナニワ
有限会社ニシオデンキ
青田電機商会
有限会社丸晶電気
株式会社飯塚電機
ヒョウゴ電器株式会社
フジカワ電工
マスプロ電工株式会社 姫路営業所
株式会社 アイシー設備
有限会社 小野情報システム
株式会社 田中でんき
株式会社大西電工
株式会社Ｃ・ＳＹＳＴＥＭ
ソ二ーショップ ヒロハタ
クオリティライフ マルデン
株式会社カナイ
コエヅカ電機

住所
兵庫県姫路市辻井７丁目１－５
兵庫県姫路市辻井8丁目15-20
兵庫県姫路市田寺１丁目２－６
兵庫県姫路市田寺３丁目11-22
兵庫県姫路市西新在家2丁目2-23
兵庫県姫路市神屋町4-92
兵庫県姫路市城北新町2-14-14
兵庫県姫路市北平野６-９－６８
兵庫県姫路市安田１丁目６８－１ＪＫ姫路南ビル２Ｆ
兵庫県姫路市手柄1丁目33番地
兵庫県姫路市玉手１丁目180
兵庫県高砂市北浜町西浜392-5
兵庫県姫路市広畑区蒲田3丁目５３－１
兵庫県姫路市広畑区蒲田一丁目７４番地
兵庫県姫路市広畑区東新町2丁目46
兵庫県姫路市網干区高田267-1
兵庫県姫路市網干区新在家645
兵庫県たつの市御津町中島１４２７

電話番号
079-292-5094
079-292-3665
079-296-1147
079-297-2438
079-297-3520
079-282-0121
079-285-1805
079-224-2272
079-283-2300
079-287-1208
079-235-1791
079-254-2516
079-295-4120
079-236-3562
079-236-2255
079-273-8812
079-272-0588
079-273-5555

株式会社 小川電工
小澤電気
植田電工
稲葉電器
もりさわ電器
株式会社フジデン
株式会社タケデン
岸本電機株式会社
有限会社白井電化
加藤電気株式会社
株式会社岡田電器商会
株式会社 藤井電工
Pit英賀保(有)矢庭電器
マツイ電器有限会社
有限会社 藤井電機
有限会社 ﾆｭｰﾗｲﾄﾑｾﾝ
株式会社第一家電ミドリ店

兵庫県揖保郡太子町太田1563-5
兵庫県揖保郡太子町東出３０６－２９１
兵庫県揖保郡太子町東保206
兵庫県たつの市揖保川町神戸北山145-7
兵庫県姫路市書写1277-6
兵庫県姫路市白鳥台２-２０－１３
兵庫県宍粟市山崎町山崎200
兵庫県姫路市家島町真浦２３７５番地
兵庫県姫路市東山６８５－１６
兵庫県姫路市飾磨区妻鹿東海町1-11
兵庫県姫路市飾磨区清水120
兵庫県姫路市飾磨区英賀春日2-53
兵庫県姫路市飾磨区山崎87-8
兵庫県明石市西明石南町2丁目12-17
兵庫県三木市府内町2-45
兵庫県三木市志染町御坂535
兵庫県三木市緑が丘町中１丁目１１－２４

079-276-3952
079-275-2266
079-276-2490
0791-72-5180
079-266-4537
079-266-3434
0790-62-0669
079-325-0085
079-246-2677
079-246-0341
079-234-1270
079-236-1488
079-237-1195
078-923-1744
0794-82-1145
0794-87-7325
0794-85-1735

株式会社 コスモ家電
タケダ電器
ホッタ電機
岡本電器
株式会社神明電機
安井無線電器商会
ウェル・カナイ
やしろ電化
冨田電氣株式会社
N・A 電気工業所

兵庫県三木市緑が丘町東１丁目１－１７
兵庫県三木市緑が丘町東4-13-14
兵庫県明石市荷山町1855-70
兵庫県明石市北朝霧丘2丁目7-3
兵庫県明石市桜町１４番２４号
兵庫県明石市本町1丁目２－２０
兵庫県明石市材木町3-26
兵庫県加東市社1487-1
兵庫県加東市松尾562-1
兵庫県加古川市神野町石守646-222

0794-85-0777
0794-85-8010
078-912-0256
078-918-3025
078-912-7661
078-911-3172
078-918-0135
0795-42-4819
0795-42-2323
090-5062-1047
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2019年5月9日更新
登録業者名

つじばやし電器
キリヤマテクノス
武田電気商会
さくら合同会社
コフネデンキ設備
株式会社富田電機
αデンキ
有限会社三栄設備
株式会社電化センター
有限会社ハタヤ電設
有）進藤ラジオ電機店
株式会社 三栄電器
桂電機
株式会社 まえだ
有限会社 ナカウ電化センター

住所
電話番号
兵庫県加古川市尾上町安田173-22
079-427-1524
兵庫県加古川市加古川町本町２１－５アルファステイツ加古070-5043-8648
川本町１１０２
兵庫県加古川市東神吉町神吉823－274
079-432-6448
兵庫県加古川市加古川町中津891-7
079-421-4943
兵庫県加古郡播磨町北本荘2丁目6番地の13
079-435-0158
兵庫県加古郡播磨町北古田1丁目15-6
079-441-4010
兵庫県小野市育ヶ丘町1475-587
0794-62-5107
兵庫県小野市神明町202-3
0794-63-2728
兵庫県小野市大島町89
0794-62-2508
兵庫県小野市敷地町1582-3
0794-62-5256
兵庫県小野市黒川町１６８７
0794-63-7888
兵庫県小野市本町647-3
0794-62-2303
兵庫県小野市上本町76
0794-62-2565
兵庫県小野市上本町9-1
0794-63-1441
兵庫県加西市北条町古坂一丁目77-1
0790-42-0168
兵庫県加西市北条町横尾１０７９－２
0790-43-1149
兵庫県加西市北条町北条11-7
0790-42-0608

酒見電機株式会社
有限会社松尾電気
クマクラ電機株式会社
MK電気株式会社
マナベ電機
加西電機
イケダ電工株式会社
堀江電機
有限会社 梶原電器
株式会社 柏原電機高砂店
岸本電機産業有限会社
いわくに電器
株式会社ウノ
株式会社田中電器
ハシデンキ
有限会社平田ラジオ
ヒラタデンキ

兵庫県加西市北条町北条28-1アスティアかさい1階
兵庫県加西市北条町東高室706-1
兵庫県加西市北条町東高室７４
兵庫県加西市北条町東南112-9
兵庫県加西市鎮岩町238-1
兵庫県加西市谷町90-3
兵庫県加西市河内町516-1
兵庫県加西市上野町415-1
兵庫県加西市殿原町８２６
兵庫県高砂市高砂町北本町1114－２
兵庫県高砂市伊保崎2丁目２１－１１
兵庫県高砂市阿弥陀町生石22-5
兵庫県西脇市西田町261番地の1
兵庫県西脇市西脇２０６番地
兵庫県西脇市小坂町228
兵庫県西脇市寺内37-4
兵庫県西脇市大垣内320-2

0790-42-0850
0790-42-2325
0790-42-0189
0790-35-9750
0790-46-0319
0790-43-0678
0790-45-0008
0790-44-1108
0790-44-0476
079-442-1544
079-448-7008
079-455-7649
0795-22-1261
0795-22-5550
0795-22-7196
0795-22-5588
0795-22-0436

株式会社 丸電
(株)和田電波
株式会社 ヤマノデンキ
有限会社室井電機
キノシタデンキ
松末電気商会
株式会社 井上デンキ
株式会社鐵デンキ
中町電業株式会社
定本電設

兵庫県西脇市上野423-1
兵庫県相生市大島町3-26
兵庫県赤穂市尾崎3910
兵庫県赤穂市加里屋2201
兵庫県赤穂市東有年295
兵庫県加西市別府町甲１５９０
兵庫県加東市河高2482
兵庫県多可郡多可町中区中村町271
兵庫県多可郡多可町中区中村町２３
兵庫県多可郡多可町中区坂本１６

0795-23-3321
0791-23-3636
0791-43-8388
0791-43-6000
0791-49-3407
0790-47-0415
0795-48-2167
0795-32-2255
0795-32-2245
0795-32-3090

大高電気設備
アロー電工
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2019年5月9日更新
登録業者名
こてらでんき
ラクティーおおふじ
永光電設
有限会社 藤花電器
有限会社 ダルマヤデンキ
庄坪電機店
ホップデンキ
有限会社天野屋ラジオ商店
株式会社坪内電気
有限会社イグチデンキ
株式会社山根電器商会
宝山電気商会
株式会社内海電化ハウス
ホリヨシ電器
門元電機
カクタニ電器
有限会社ターキ商会
株式会社きのした

住所
兵庫県多可郡多可町加美区寺内９８－７
兵庫県姫路市山田町北山田294-3
兵庫県姫路市香寺町犬飼636
兵庫県姫路市香寺町中仁野150-3
兵庫県姫路市香寺町溝口511-6
兵庫県神崎郡市川町上田中147-2
兵庫県神崎郡神河町粟賀町312－1
兵庫県朝来市生野町口銀谷586
兵庫県朝来市桑市２２－１
兵庫県たつの市揖西町清水127-2
兵庫県たつの市神岡町東觜崎３８５－１
兵庫県たつの市龍野町本町４５－３
兵庫県たつの市新宮町新宮789-10
兵庫県たつの市新宮町井野原301-1
兵庫県佐用郡佐用町多賀５６６－３
和歌山県和歌山市西庄８４５番地
和歌山県和歌山市奥須佐５１－２
和歌山県海草郡紀美野町下佐々212-1

電話番号
0795-35-1212
079-263-3131
079-232-7887
079-232-1096
079-232-0208
0790-26-0127
0790-32-0476
079-679-2143
079-678-0304
0791-66-1771
0791-65-0291
0791-62-0494
0791-75-0128
0791-75-0595
0790-78-0753
073-455-0138
073-478-0022
073-489-2508

ジョイフル・ニシダ
おかでんき本店
オオタ電化
なかでんき
有限会社いづみや辻商店
株式会社 吹上デンキ
田口電気
ひらい電設
だるまやデンキ秋月店
有限会社ミヤタケ
有田屋電器商会
株式会社 小川電器商会
株式会社寺本電器商会
峠電器店
松田電器商会
有限会社 平岡電器商会
タキモト電化サービス

和歌山県海南市溝ノ口30－1
和歌山県和歌山市広瀬通丁3丁目10
和歌山県和歌山市湊本町2丁目12
和歌山県和歌山市湊本町2丁目２３番地
和歌山県和歌山市東長町1丁目40番地
和歌山県和歌山市金龍寺丁67
和歌山県和歌山市松島262-24
和歌山県和歌山市神前37-38
和歌山県和歌山市秋月374-2
和歌山県和歌山市田中町4丁目119番地
和歌山県和歌山市美園町5丁目4ー4
和歌山県和歌山市黒田279-1
和歌山県和歌山市吉田688番地
和歌山県和歌山市畑屋敷円福院西ノ丁16
和歌山県和歌山市中之島939
和歌山県和歌山市松江北7丁目10-11
和歌山県和歌山市向80番地

073-487-1329
073-423-5618
073-433-3131
073-423-4600
073-422-9848
073-422-7720
073-473-0481
073-463-6003
073-472-3388
073-422-2327
073-423-1602
073-473-3911
073-422-4412
073-422-5432
073-431-6459
073-451-0140
073-452-7671

株式会社和歌山弱電設備
株式会社イーワンエルコ
光電気工事
ひらいデンキ
メディアライフ鳴滝家電
平山電器
株式会社イーワンエルコ
松野電機
アップルランド・ワダ
有限会社さのでんき

和歌山県和歌山市中２９６－４
エコー木ノ本店和歌山県和歌山市木ノ本36-3
和歌山県和歌山市船所85-5
和歌山県和歌山市粟４５－１６
和歌山県和歌山市善明寺430-2
和歌山県和歌山市大谷207-31
エコー園部店 和歌山県和歌山市園部1429-1
和歌山県和歌山市小雑賀６０
和歌山県和歌山市和歌浦東2丁目４－５４
和歌山県和歌山市和歌浦中1丁目3-16
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073-452-3513
073-453-5481
073-452-3395
073-452-9196
073-452-0088
073-452-4113
073-462-3696
073-436-0655
073-444-0313
073-444-0323

2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社 渋谷電器商会
有限会社ミヤタ
有限会社宇野電器店
海瀬デンキ
有限会社カンコー電化センター
有限会社 さのでんき和歌川店
ひがしはま 前岡電器
アトム電器 海南店
有限会社パル・シンケ
はやし電器
株式会社交響堂
中芳電器工房株式会社
株式会社パナトップ UGパナトップ水尻
店
松本電気工事
UG パナトップ本店
エデイオンニシサコ
株式会社スギキ電化チェーン

住所
和歌山県和歌山市和歌浦中２丁目１０－９
和歌山県和歌山市松ヶ丘３丁目１－２８
和歌山県和歌山市宇須2丁目4-15
和歌山県和歌山市打越町1-12
和歌山県和歌山市塩屋4丁目6－28
和歌山県和歌山市和歌川町９－１６
和歌山県海南市船尾186-69
和歌山県海南市日方971-4
和歌山県有田郡湯浅町湯浅１９７７－２
和歌山県有田郡湯浅町湯浅324
和歌山県有田郡湯浅町湯浅844-6
和歌山県有田郡湯浅町湯浅1586-1

電話番号
073-444-0066
073-445-2301
073-422-9774
073-446-1834
073-446-2521
073-445-0317
073-482-0604
073-482-3993
0737-62-2500
0737-63-4455
0737-63-1105
0737-62-4425

和歌山県有田郡有田川町水尻98-1

0737-52-2511

和歌山県有田郡有田川町小川13-1
和歌山県有田郡有田川町徳田185
和歌山県有田郡有田川町垣倉３４２－４
和歌山県御坊市薗207

0737-32-2690
0737-52-3247
0737-53-1133
0738-22-0273

エル・アート 柳原電化
畑崎電機商会
株式会社 アジールマツヤマ
株式会社UGタバタ
コヤブデンキ
紀洋電化チェーンヤマガミ店
株式会社イーワンエルコ エコーみなべ
谷本電機
尾田電器店
有限会社新万電器
デンキのタナカ
元町電気
稗田無線
有限会社エフディフック
有限会社中村電気店
日栄電気商会
越智電気service

和歌山県御坊市薗247
和歌山県御坊市薗５１４－８
和歌山県御坊市塩屋町南塩屋81-1
和歌山県日高郡美浜町田井193-1
和歌山県日高郡印南町川又708
和歌山県日高郡みなべ町芝448番地
和歌山県日高郡みなべ町芝491-7
和歌山県日高郡みなべ町北道120-5
和歌山県日高郡みなべ町東本庄268-1
和歌山県田辺市新万4-10
和歌山県田辺市 高雄1丁目22-12
和歌山県田辺市天神崎17-34
和歌山県田辺市稲成町５３３
和歌山県田辺市芳養松原１丁目１３番地１１号
和歌山県新宮市新宮７６４０
和歌山県橋本市市脇1-1-22
和歌山県橋本市御幸辻252-5

0738-22-1565
0738-22-0364
0738-22-4469
0738-24-1311
0738-46-0078
0739-72-4689
0739-72-1145
0739-72-2334
0739-74-3297
0739-24-2068
0739-22-8138
0739-24-2269
0739-25-3168
0739-26-4729
0735-22-2689
0736-33-1515
0736-34-0021

有限会社 菅田電気
有限会社アクティ
デイズ電化サービス
株式会社 楠林箕島電化センター
株式会社 オザキ
有限会社フォース
株式会社イーワンエルコ エコー上富田
ツジモト電器店
株式会社 大江デンキ
堀周電気大水崎店

和歌山県海南市下津町上１１４７－１
和歌山県有田市箕島730-８
和歌山県有田市野５３６－１
和歌山県有田市宮崎町７
和歌山県日高郡由良町里247-6
和歌山県日高郡日高町荊木１６９４－３
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来2450-1
和歌山県西牟婁郡白浜町985-3
和歌山県西牟婁郡白浜町内ノ川２９３－５
和歌山県東牟婁郡串本町串本2147

073-492-5202
0737-83-2978
090-1449-7266
0737-83-3247
0738-65-1150
0738-63-3788
0739-47-3051
0739-42-4761
0739-45-2135
0735-62-3921
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2019年5月9日更新
登録業者名
オカモトデンキ
おかでんき岩出店
株式会社アイチ電器
昌和無線株式会社
高橋電装
中谷電気工事株式会社
森本電子エンジニアリング
株式会社田中電気工事
株式会社 まつや
シンワ電器住設
小西電機
株式会社森下電機

住所
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満830－16
和歌山県岩出市桜台139
和歌山県岩出市吉田380番地
和歌山県紀の川市西大井84
和歌山県紀の川市上田井1016-2
和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺126-36
和歌山県伊都郡かつらぎ町西渋田１６９－１
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東６９９
和歌山県伊都郡かつらぎ町高田93-7
和歌山県橋本市高野口町伏原1192
和歌山県橋本市高野口町名倉３９８－７
和歌山県橋本市高野口町名倉17
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電話番号
0735-52-5347
0736-69-2175
0736-62-1526
0736-77-3033
0736-73-6146
0736-22-7777
0736-22-0430
0736-22-2267
0736-22-1232
0736-43-0024
0736-42-4055
0736-42-3006

