登録業者一覧
2019年5月9日更新
登録業者名
住所
トレンドとなみ おもろまち店
沖縄県那覇市おもろまち4-14-18
アトム電器小禄店(ニューライフウエチ) 沖縄県那覇市宇栄原995-1仲村産業ハイツ 1F
有限会社ワイエス電気
沖縄県那覇市田原3丁目12番地14
株式会社新興電気
沖縄県豊見城市字高嶺610番地16南分譲J-25
有限会社 南城設備
沖縄県南城市玉城字愛地２３４
うえはら電気
沖縄県南城市大里字高平７５０
有限会社 吉岡通信設備
沖縄県南城市大里字古堅266-2
嶺井電化
沖縄県南城市佐敷字津波古306番地
良メンテナンス
沖縄県浦添市西原2-9-26呉屋アパート2-A
有限会社エレクトロニクスブレイン沖縄 沖縄県浦添市安波茶1丁目31-1伊波ビル101
我那覇電気店
沖縄県浦添市伊祖２-２４-２
ミヤギ電化
沖縄県宜野湾市野嵩1-45-13
株式会社システム日高
沖縄県宜野湾市佐真下６６－４
株式会社 サンエー エディオンテクノセ沖縄県宜野湾市大山７丁目1-2
ンター
有限会社なぎさ電器
沖縄県那覇市真地7番地

電話番号
098-863-0578
098-857-1418
098-858-3831
098-850-2799
098-949-7907
098-945-0595
098-944-0217
098-947-0115
098-894-8085
098-876-9195
098-877-5631
098-893-3819
098-897-4578

マスプロ電工株式会社 沖縄営業所
トレンドとなみ 首里店
有限会社システム協栄
アイソトープス株式会社
株式会社 Ｋくりえいと
パナハート宮里店
昭和システム電器株式会社
屋良産業
ヤスダ家電
なご電化
アトム電器宮古店
有限会社ダイセイ
小手川電機
マツシタ電器
マスプロ電工株式会社宮崎営業所
有限会社アパ
ソリューションネットワーク株式会社

沖縄県那覇市上間425ソフタックビル１階
沖縄県那覇市首里平良町１丁目５１番地
沖縄県読谷村字古堅482-2
沖縄県国頭郡金武町字金武５２４
沖縄県国頭郡金武町伊芸143番地
沖縄県沖縄市宮里２丁目21番1号
沖縄県うるま市赤道627-2久田ビル
沖縄県名護市字為又27番地の1
沖縄県名護市大南2丁目14-3-1
沖縄県名護市東江4丁目18番2号
沖縄県宮古島市平良字東仲宗根781-2
沖縄県石垣市登野城６２８−７ベストマンション１F
宮崎県宮崎市末広2丁目1番3号
宮崎県宮崎市和知川原2-131
宮崎県宮崎市西池町６－１０沼口ビル１０１
宮崎県宮崎市大字芳士3795番地
宮崎県宮崎市大字新名爪1743-1

098-854-2768
098-886-8676
098-956-3939
098-968-6302
098-968-6661
098-938-4231
098-979-1470
0980-43-8787
0980-43-0183
0980-52-1579
0980-73-6180
0980-83-0380
0985-22-3772
0985-28-2014
0985-25-3877
0985-39-0460
0985-83-0008

有限会社 宮崎テレビ共聴
てくのらいふカネマル
株式会社 白陽
株式会社 電工社
株式会社九電工 宮崎支店
セイコー電気
有限会社 大島家電サービス
株式会社てらだ
あかえ電化
有限会社宮崎総合通信システム

宮崎県宮崎市大字広原字広見４５５１－１１
宮崎県宮崎市広島2丁目12-30
宮崎県宮崎市高千穂通1丁目3-26
宮崎県宮崎市丸島町４－９
宮崎県宮崎市江平東町４丁目１九電工宮崎支店ビル
宮崎県宮崎市大島町南窪847-3
宮崎県宮崎市波島2丁目10-4
宮崎県宮崎市宮崎駅東2-3-10
宮崎県宮崎市田吉1806
宮崎県宮崎市恒久3丁目2-22

0985-74-1641
0985-24-2053
0985-27-6131
0985-24-6230
0985-26-9853
0985-86-7188
0985-28-2000
0985-27-4739
0985-50-7722
0985-54-4561
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登録業者名
有限会社国富電器
有限会社 寛電工業
有限会社橋光電設
有限会社 えとうサービス
三桜電気工業株式会社
有限会社 かたかべ電気
よしだでんき
上杉電器
矢野 ラジオ店
やまうちでんき
株式会社通信特機
やまだ電器
タイヨー電器商会
有限会社 尾鈴電化センター
(有)浅野電器 セブンプラザ高鍋店
株式会社 黒木電気工事店
合資会社 電明舎
株式会社 友電工

住所
宮崎県東諸県郡国富町本庄4588番地4
宮崎県宮崎市大字有田383-1
宮崎県宮崎市大字浮田26番地
宮崎県宮崎市大字小松3141-1
宮崎県宮崎市大字小松字下川原1158-11
宮崎県延岡市日の出町1丁目17-12
宮崎県延岡市富美山町２８０－５
宮崎県延岡市野田町5083-4
宮崎県延岡市出口町10-1
宮崎県延岡市恒富町3丁目10-1
宮崎県延岡市別府町3090-1
宮崎県延岡市愛宕町1丁目1番地27
宮崎県日向市江良町3丁目30番地
宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋1362-2
宮崎県児湯郡高鍋町大字持田5656-9
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江2034番地6
宮崎県都城市上町15-21
宮崎県都城市菓子野町１０７２２－４

電話番号
0985-75-2464
0985-47-7895
0985-73-8245
0985-48-1749
0985-47-4077
0982-32-1515
0982-32-6986
0982-33-2125
0982-32-5210
0982-33-3670
0982-31-2121
0982-33-2210
0982-52-5572
0983-22-1176
0983-22-4466
0983-23-0675
0986-24-1123
0986-77-1313

有限会社 釘田電機商会
宮崎県都城市関之尾町７０５０
有限会社 大栄電業
宮崎県都城市上水流町981
山本電工
宮崎県小林市細野637-8
樫原電機商会
宮崎県日南市中平野１丁目14-10
合資会社 泉屋
宮崎県日南市中央通１-１－２１
デンキ乃甲斐
宮崎県延岡市北浦町市振625-11
浜口電気
宮崎県延岡市 北浦町宮野浦431
スマイルテクニカルサービス
宮崎県延岡市南一ヶ岡４丁目１－１６
株式会社イーネットコム
宮崎県延岡市松原町1丁目１－２１
吉村電器商会
宮崎県東臼杵郡門川町南町2-55
田城電器商会
宮崎県日向市美々津町3029
有限会社クロキ兄弟商会 セブンプラザつ宮崎県児湯郡都農町大字川北1045-1
の店
鈴川電気商会
宮崎県児湯郡都農町大字川北4761-1
イワサカ電工
宮崎県児湯郡新富町大字上富田5431-1
有限会社 高栄設備
宮崎県宮崎市清武町今泉甲３０４６－１
フジイ 電器 株式会社
宮崎県北諸県郡三股町宮村2860-3

0986-37-1121
0986-36-1444
090-1571-5164
0987-22-3013
0987-22-2487
0982-45-3131
0982-45-2447
0982-37-5030
0982-29-3766
0982-63-1547
0982-58-0065

有限会社 富永電機商会
つかさ電器
有限会社 日南光通信
でんきの藤本
有限会社ギヤエム電気設備
有限会社 酒井電器商会
ミヤザキ電工
小柳電業株式会社
株式会社九電工 熊本支店
株式会社ミヤデン

0987-55-2076
0987-25-9562
0987-27-2727
0984-42-5390
096-324-6810
096-355-6652
096-323-8184
096-325-3320
096-366-2157
096-371-2311

宮崎県日南市北郷町郷之原乙2141
宮崎県日南市星倉1-2-4
宮崎県日南市大字下方587-5
宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田553-1
熊本県熊本市中央区魚屋町1丁目15番地
熊本県熊本市西区花園5丁目24-51
熊本県熊本市西区島崎3丁目２４－１５－１０２
熊本県熊本市北区高平1-16-36
熊本県熊本市中央区本荘6-17-21
熊本県熊本市中央区琴平本町１２番１４号
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0983-25-1168
0983-25-0238
0983-33-0408
0985-85-0081
0986-52-1750
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登録業者名
有限会社東電器
(有)ﾊﾟﾅﾗﾝﾄﾞﾐﾔﾀ
株式会社 セーフティライフシステム

野々デンキ
セルライン株式会社
栗原電気商会
有限会社岩野石油
エディオン南関店
丸山電気商会
株式会社でんきのサントップ
有限会社 宮本電気商会
有限会社 エイコー通信工事
大共電通ネットワークス株式会社
株式会社EDECO
有限会社デンキのもりやま
シリウス電工株式会社

住所
電話番号
熊本県熊本市中央区上林町3番49号
096-354-0552
熊本県熊本市中央区黒髪3丁目14-16
096-346-1865
熊本県熊本市中央区黒髪３丁目１４番３９号
096-341-3528
熊本県熊本市北区植木町舞尾６２０番地ショッピングプラザ096-272-5351
ウエッキー店内 でんきのゆうでんウエッキー店
熊本県山鹿市鹿本町来民1699
0968-46-2226
熊本県山鹿市方保田2820-1
090-5926-7357
熊本県山鹿市菊鹿町山内243-1
0968-48-9175
熊本県山鹿市鹿北町四丁1630-2
0968-32-3128
熊本県玉名郡南関町関町1290
0968-53-0264
熊本県合志市須屋2769-26
096-242-3418
熊本県合志市須屋364-5
096-344-3951
熊本県合志市御代志1524番地7
096-242-0046
熊本県合志市幾久富1656-625
096-273-6371
熊本県合志市幾久富1909-750
096-248-5411
熊本県合志市豊岡2030-90
096-295-5005
熊本県菊池市隈府434-1
0968-25-3217
熊本県熊本市東区秋津町秋田１７１－１
096-221-4540

エディオン秋津店
ぴかいちデンキ
株式会社 渡辺通信サポート
合資会社 美宝堂
日本アンテナ株式会社 熊本営業所
電興社
株式会社福通工
(有)田中電気通信
株式会社 村上電器
株式会社 西山電設
砂原電機商会
有限会社ブイアイティ
有限会社K企画
アシスト
エース電化
白鷺電気工業株式会社
アイエス電気システム株式会社

熊本県熊本市東区秋津町秋田3443-11
熊本県上益城郡益城町赤井1351
熊本県上益城郡益城町安永1051-8
熊本県上益城郡山都町馬見原794-8エディオン山都店
熊本県熊本市南区白藤２丁目２番４８号
熊本県玉名市天水町小天3875
熊本県熊本市北区大鳥居町618
熊本県熊本市北区梶尾町814番地1
熊本県熊本市北区下硯川町６１４－１
熊本県上天草市松島町合津4276番地の779
熊本県天草市有明町上津浦934-3
熊本県熊本市北区龍田６丁目5-80
熊本県熊本市東区上南部１丁目5-32
熊本県熊本市東区新南部6丁目3-28
熊本県熊本市東区八反田２丁目１５番１１号
熊本県熊本市東区御領8丁目3-38
熊本県熊本市東区御領8丁目8-53

096-367-5479
090-3661-0778
096-285-6271
0967-83-1755
096-358-6211
0968-82-2253
096-275-2925
096-201-4249
096-245-2855
0969-56-2681
0969-53-1213
096-339-9858
096-388-4045
096-221-8228
096-380-2772
096-380-7171
096-389-8017

小佐田電機商会
株式会社メディア・インターナショナル
有限会社福田防災工業
有限会社マスナガ産業
みやこ電器
さとだ電器商会
マスプロ電工株式会社 熊本営業所
合資会社正清電器
有限会社ヤマシン
田中電化

熊本県熊本市東区健軍2丁目23番1号
熊本県熊本市東区尾ノ上１丁目１０番１７号
熊本県熊本市東区尾ノ上1丁目18-1
熊本県熊本市東区尾ノ上２丁目5-8
熊本県熊本市東区花立５丁目1－８
熊本県熊本市中央区出水８丁目13-15
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目50-25中島ビル3F
熊本県熊本市南区田迎３丁目２番地３７
熊本県熊本市南区田迎6丁目5-10
熊本県天草市本渡町広瀬1588-83

096-369-9297
096-367-4934
096-382-1231
096-213-6810
096-367-7226
096-366-3853
096-381-7626
096-379-1234
096-334-1133
0969-24-3158

有限会社ヨシカワ
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タケモトデンキ
有限会社 草積電機
福田 電設
有限会社ナカハラ電子サービス
ふじかわ電気
サウンド牛深
有限会社久保電気
株式会社 長尾電工
坂田無線商会
山口電設
長田電気店
株式会社 有明電設
株式会社 未来
株式会社マルトク
株式会社 星翔電気商会
ヨコタ電工
有限会社クリエイト
ツノダ電器

住所
熊本県天草市今釜新町3716
熊本県天草市南新町4-23
熊本県天草市志柿町3111
熊本県天草市亀場町亀川1809-2
熊本県天草市新和町小宮地１１９２６－１
熊本県天草市二浦町亀浦3275
熊本県天草市牛深町２８８２番地１
熊本県天草郡苓北町坂瀬川1137
熊本県天草郡苓北町坂瀬川３８１５－１
熊本県天草郡苓北町内田701-2
熊本県天草郡苓北町都呂々18-1
熊本県玉名市大倉1467-13
熊本県玉名市伊倉南方1004-1
熊本県玉名市松木3-21
熊本県玉名市築地472
熊本県玉名市横島町大園759
熊本県玉名郡和水町江田69-1
熊本県八代市古城町2782-15

電話番号
0969-23-1532
0969-23-2525
0969-23-3724
0969-23-0124
0969-46-2270
0969-72-9748
0969-72-3534
0969-31-1005
0969-37-1221
0969-35-1672
0969-36-0827
0968-73-4146
0968-74-5445
0968-73-3339
0968-72-3778
0968-84-3605
0968-86-2054
0965-33-2750

弘電社
有限会社よりふじデンキ
渕上電気商会
西本電気店
ノア・ノア電気センター
㈲オガタ電器
有限会社 電化サービス
アトム電器あさぎり町免田店
有限会社マキシマ電器
シュウテック
有限会社ウトデン
合資会社 秋田電器店
合資会社電化プラザナカヤ
フクシマラジオ
有限会社 杉電気
有限会社 アクト
江口設備

熊本県八代市高下東町426
熊本県八千代市荻原町2-6-44
熊本県八代市新町2番16号
熊本県八代市田中町1-2
熊本県八代市松崎町231-3
熊本県八代市上野町3591-1
熊本県人吉市 大工町２４
熊本県球磨郡あさぎり町免田東1496-17
熊本県玉名市岱明町西照寺658-1
熊本県宇土市松山町2129-35
熊本県宇土市松山町4146-1
熊本県宇土市城之浦町１８７
熊本県宇城市松橋町松橋820-2
熊本県宇城市松橋町両仲間1720-1
熊本県宇城市松橋町豊崎683-10
熊本県宇城市松橋町南豊崎572-4
熊本県宇城市松橋町砂川1422-1

0965-33-3806
0965-32-2119
0965-34-1489
0965-33-1273
0965-34-7356
0965-35-8428
0966-22-2666
0966-45-0135
0968-57-3335
0964-23-2855
0964-22-0996
0964-22-0074
0964-32-0009
0964-32-0222
0964-33-1936
0964-32-3670
0964-33-5769

九州太陽電池工業株式会社
有限会社 オ－ムライト熊本
株式会社 本田電気商会
有限会社ウエダ電器
有限会社杉田電器サービス
エレパル ウエムラ
有限会社 カワマタシステムズ
(有)早川家電
渕上電化綜合株式会社
ﾊﾟﾅﾗﾝﾄﾞ犬童

熊本県菊池郡菊陽町杉並台2丁目5-17
熊本県菊池郡大津町大字大津1495-5
熊本県菊池郡大津町大字室122番地３
熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽2873-1
熊本県阿蘇市内牧1076-1
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4549
熊本県八代郡氷川町宮原676-1
熊本県葦北郡芦北町花岡1665-8
熊本県葦北郡芦北町大字湯浦233-36
熊本県八代市坂本町坂本4095-1

096-232-6933
096-340-3980
096-293-2221
0967-67-0158
0967-32-3737
0967-22-0194
0965-62-2023
0966-82-5274
0966-86-0039
0965-45-3475
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2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社 黒田電気商会
木下デンキ
エディオン本村電器
ハラデンキ
興栄電気工業所
株式会社 九電工 佐賀支店
NR電気株式会社
広瀬電化
(有)加藤電気商会
株式会社ヤマコウ通建
横尾電気商会
ユーデンみやき店
ヤカベデンキ
有限会社 イシマル電器
大久保電器
有限会社 大栄電工
エレックス なかしま
㈲稲葉電気商会

住所
佐賀県佐賀市巨勢町牛島576-40
佐賀県佐賀市木原3丁目4-2
佐賀県佐賀市城内2丁目12-17
佐賀県佐賀市大和町尼寺８０６
佐賀県佐賀市大和町久池井1671-1
佐賀県佐賀市神野東２丁目６-26
佐賀県佐賀市成章町1-62F2号
佐賀県佐賀市呉服元町11-26
佐賀県佐賀市白山2丁目4-14
佐賀県佐賀市新栄東２丁目２－１６ユートクビル１Ｆ
佐賀県佐賀市新栄西1丁目4-23
佐賀県三養基郡みやき町大字市武897-4
佐賀県-佐賀市川副町南里2149-9
佐賀県佐賀市東与賀町大字田中１４９番地
佐賀県鳥栖市田代外町655-13
佐賀県鳥栖市田代大官町７８２－２
佐賀県鳥栖市田代本町１３９１
佐賀県鳥栖市本通町２丁目８７８－１

電話番号
0952-26-3241
0952-29-8065
0952-20-1218
0952-62-0132
0952-62-0145
0952-33-2024
0952-60-2039
0952-25-3302
0952-22-4784
0952-27-2091
0952-22-0685
0942-81-9100
0952-45-7212
0952-45-2118
0942-50-8687
0942-83-1437
0942-82-4113
0942-82-2293

徳渕電気商会
フジイテレビ
株式会社 鳥栖電器 リンクとすでんき
株式会社 松下デンキ
株式会社ソエジマ
有限会社岡電気
オブチ電気商会
株式会社ケーブルワン
一ノ瀬電器商会
岸川電気商会
パナパナ奥村
アトダデンキ
パナパナ大串
有限会社 原田電気
くま電気商会
有限会社 城屋
有限会社谷口電器ストア

佐賀県鳥栖市本町3丁目1312番地3
佐賀県鳥栖市宿町1252-1
佐賀県鳥栖市宿町1405
佐賀県鳥栖市蔵上町625-2
佐賀県鳥栖市村田町16-1
佐賀県三養基郡基山町宮浦187
佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２２５０－１
佐賀県武雄市武雄町昭和３６０
佐賀県武雄市西川登町大字小田志17793-1
佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙15-33
佐賀県西松浦郡有田町桑古場乙2309
佐賀県西松浦郡有田町本町丙992
佐賀県西松浦郡有田町本町丙1513-1
佐賀県小城市小城町布施ヶ里一角616-2
佐賀県唐津市呼子町呼子3676-8
佐賀県唐津市呼子町呼子4201-8
佐賀県唐津市山田3276-3

0942-82-3573
0942-82-2503
0942-48-7039
0942-83-3416
0942-82-2663
0942-92-2803
0952-51-1122
0954-23-7511
0954-28-2148
0954-42-1669
0955-42-2458
0955-42-3240
0955-42-3353
0952-72-6001
0955-82-3717
0955-82-5123
0955-78-1303

ミタカ電器商会
有限会社 カズタ電器商会
パナパナたけの
有限会社 能美電気
株式会社 昭栄電器
柴田電業
合同会社 共永電気
株式会社永電工
アカホ電器
やまだ電気工事

佐賀県唐津市二タ子2丁目2-47
佐賀県唐津市妙見町7059番地
佐賀県伊万里市南波多町井手野2168-1
佐賀県伊万里市大坪町丙1180-9
佐賀県伊万里市伊万里町甲３０４番地
佐賀県三養基郡みやき町大字簑原3970-1
佐賀県佐賀市久保田町大字徳万８７７－２
佐賀県小城市芦刈町浜枝川16-1
佐賀県杵島郡江北町山口１６５４番地５
佐賀県佐賀市兵庫町若宮1093-2

0955-74-4147
0955-73-1200
0955-24-2168
0955-23-8066
0955-23-5533
0942-94-5529
0952-37-6605
0952-66-0011
0952-86-3263
0952-29-7011

5/14

2019年5月9日更新
登録業者名
エディオンサカイ電器
山田デンキハウス
ミウラ電気産業
エディオンいとう電器
フジヤ電器商会
株式会社唐泉電機エンジニアリング
大坪デンキ
有限会社エコー無線
株式会社田中電機
有限会社
岩本電器商会
電化のいまふく
はなの電器
株式会社横村電機
鹿児島電気通信
マスダ電化
電新デジック株式会社
パステムソリューションズ株式会社
島西営業所
有限会社 九電通
株式会社システム電子
有限会社鹿児島アンテン工業

住所
佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬1866-1サカイビル1F
佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝１２３８－１－４１１
佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝340-1
佐賀県佐賀市鍋島2-9-1
佐賀県杵島郡白石町福田2278-1
佐賀県嬉野市塩田町大字谷所乙1473
佐賀県杵島郡大町町大字福母２３１８番３
佐賀県武雄市北方町大崎2104-3
佐賀県唐津市相知町相知１４２８－３
佐賀県伊万里市山代町楠久８１７番地
鹿児島県鹿児島市伊敷１-２－４１
鹿児島県鹿児島市草牟田２丁目17-1
鹿児島県鹿児島市明和2丁目9-13
鹿児島県鹿児島市武岡4丁目39-6
鹿児島県鹿児島市西陵1丁目37-3
鹿児島県鹿児島市西別府町2794-36
鹿児鹿児島県鹿児島市西別府町3116-27

電話番号
0952-30-5272
0952-30-0418
0952-31-2239
0952-33-0056
0952-84-2337
0954-66-8800
0952-82-5156
0954-36-2585
0955-62-2727
0955-28-0016
099-229-3312
099-239-1000
099-281-1010
099-283-6322
099-282-5502
099-822-0707
099-202-0200
099-252-5852
099-282-3705
099-253-1887

オーケー電機株式会社
株式会社いとう電気
株式会社常電
南国情報サ－ビス株式会社
吉永電機株式会社
株式会社カコイエレクトロ
株式会社 緒方建設
有限会社愛電商
サンニューズ でんきのカガヤマ
堀田電気システム
サンニューズＭでんき南店
有限会社 ＳＨＯＥＩ
株式会社正一電気

鹿児島県鹿児島市田上4丁目4番26号
鹿児島県鹿児島市田上八丁目8-21
鹿児島県鹿児島市荒田２丁目３７－７
鹿児島県鹿児島市上荒田町１２－８Ｂｒｉｃｋｓビル
３０１
鹿児島県鹿児島市下荒田2-43-7
鹿児島県鹿児島市下荒田4丁目21-25
鹿児島県鹿児島市天保山町１５－４
鹿児島県鹿児島市鴨池新町14-10
鹿児島県鹿児島市郡元2丁目23番44号
鹿児島県鹿児島市宇宿2-2-18スクエアモール鹿児島宇宿2F
鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目28-16
鹿児島県鹿児島市紫原５丁目１５番２０号丸田ビル1F
鹿児島県鹿児島市皇徳寺台3丁目55-8
鹿児島県鹿児島市山田町２３７０－２
鹿児島県鹿児島市中山町2303-5
鹿児島県鹿児島市自由ケ丘2丁目23-3ＭＡＭビル １階
鹿児島県鹿児島市東谷山３丁目３２番２６号

株式会社 九州ケーズデンキ
日本アンテナ株式会社 鹿児島営業所
サトシ電器
でんきのオニマル
株式会社 ダイゴ
有限会社ダイチ
サンニューズ喜入店 赤崎電器
有限会社 今村電設
有限会社 湯ノ口空調
トップ電設

鹿児島県鹿児島市東開町4-12
鹿児島県鹿児島市東開町5-12
鹿児島県鹿児島市上福元町3564-1
鹿児島県鹿児島市平川町5388-6
鹿児島県鹿児島市谷山中央7丁目27-13
鹿児島県鹿児島市谷山中央7丁目2番2号
鹿児島県鹿児島市喜入町6970
鹿児島県指宿市西方190番地
鹿児島県指宿市東方２４６
鹿児島県指宿市開聞十町2415-2

099-263-5851
099-260-9666
099-268-2270
099-261-5093
099-268-7014
099-269-6366
099-345-3402
0993-25-5504
0993-22-4767
0993-32-5597

マスプロ電工株式会社

鹿児島営業所
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099-812-1200
099-251-0140
099-259-3303
099-252-1200
099-252-3232
099-253-6935
099-204-0710
099-230-0070
099-263-7117
099-275-6811
099-265-1275
099-800-3020
099-260-2671
099-201-3667

2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社 平内電器商会
早町放送社
エディオンマツヤマ電器
有限会社 元山電気商会
(有)玉里電化
ホリノウチ
(有)永野電器商会
株式会社馬場電機
平川アンテナサービス株式会社
有限会社 中原電業
（有）メディア電通サービス
有限会社 エイチ・エスたなか
株式会社Mでんき住設
小田電化システム
ネオプラスたしろ
有限会社アトム電器牧店
ネオプラス いわや
有限会社パナンきよやま

住所
鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間８－２
鹿児島県大島郡喜界町早町４２６番地３
鹿児島県大島郡徳之島町亀津7456-1
鹿児島県鹿児島市玉里団地2丁目24-26
鹿児島県鹿児島市玉里団地三丁目23-2
鹿児島県鹿児島市名山町２－１５
鹿児島県鹿児島市名山町2番2号永野ビル1階
鹿児島県鹿児島市中町3-5
鹿児島県鹿児島市錦江町２－８
鹿児島県鹿児島市吉野町3264-11
鹿児島県鹿児島市吉野町3316-10
鹿児島県鹿児島市大明丘2丁目17番6号
鹿児島県鹿児島市川上町817-1
鹿児島県鹿屋市西大手町10－6
鹿児島県鹿屋市札元１丁目２４－４４
鹿児島県鹿屋市寿7丁目4-24
鹿児島県肝属郡肝付町前田3910-9
鹿児島県鹿屋市串良町下小原２７８１－３

電話番号
0997-47-2302
0997-66-0121
0997-83-2430
099-228-5151
099-229-2964
099-222-2878
099-223-1228
099-813-7707
099-222-6177
099-244-6079
099-243-6406
099-295-7286
099-248-9639
0994-43-1515
0994-43-8415
0994-43-1411
0994-65-0951
0994-63-8395

中央電化株式会社
（有）コスモワーク
アーチ株式会社
EDIONコムラ電機
フクシマ電化
株式会社 配工トラスト
アトム電器合同会社
株式会社 田原電設
株式会社 永留電気工業
有限会社 田中電設
株式会社 昭電社
ファミリー電化
有限会社 松下電商
横須ラジオ店
有限会社 大興電設
通信情報コンサル
(有)山下電器商会

鹿児島県奄美市名瀬末広町18-12
鹿児島県奄美市 名瀬 平松町150番地
鹿児島県薩摩川内市平佐町3493
鹿児島県薩摩川内市平佐町3709-1
鹿児島県薩摩川内市白和町1-17
鹿児島県薩摩川内市尾白江町7474-1
鹿児島県薩摩川内市矢倉町-4500
鹿児島県薩摩川内市都町7371-4
鹿児島県薩摩川内市西開聞町17番4号
鹿児島県薩摩川内市五代町５４２－３
鹿児島県薩摩川内市大小路町１３-１８
鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野2850-1
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1592-5
鹿児島県いちき串木野市大原町89
鹿児島県いちき串木野市薩摩山13289-1
鹿児島県南さつま市加世田川畑3574-3
鹿児島県南さつま市加世田本町55番地14

0997-52-1322
0997-53-7310
0996-20-2202
0996-22-4047
0996-22-3454
0996-21-1902
0996-20-7377
0996-22-3309
0996-22-3967
0996-22-3420
0996-22-4731
0996-38-1192
0996-53-0051
0996-32-2577
0996-32-8885
090-4393-0080
0993-52-2074

有限会社でんきのアップル
鹿児島県南さつま市加世田地頭所737-1
プロエイト
鹿児島県南九州市川辺町平山5992-1
マルニシ電機有限会社
鹿児島県枕崎市折口町36番地
（有）セブンプラザタバタデンキ
鹿児島県枕崎市別府西町322
有限会社 船電
鹿児島県出水市明神町４８２番地
有限会社セブンプラザながぞの
鹿児島県出水市緑町４２－４１
有限会社 出水合同電設
鹿児島県出水市中央町１３１９
有限会社 高尾野電設
鹿児島県出水市高尾野町下水流２１６３－７
ドコデンいちき店
鹿児島県いちき串木野市湊町2-216
有限会社ふじた エディオンふじたでんき鹿児島県日置市東市来町湯田3360-8
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0993-52-2418
0993-56-5333
0993-72-0164
0993-72-6400
0996-67-3484
0996-62-1643
0996-62-0676
0996-82-0106
0996-36-3671
099-274-2005

2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社 映通商会
ミドリ電化
有限会社 下登電機
株式会社遊電舎
有限会社松崎電器商会
有限会社福永電気商会
吉松電器
大和電機株式会社
株式会社宮原電設
有限会社 三和電機
有限会社 セブンプラザキユナ電器
有限会社 有村電気商会
エディオン重富店
メディア通信
エデイオンでんきのオオタオ
有限会社江上電機
有限会社セブンプラザ牧園店
トリオ電気サービス

住所
鹿児島県日置市吹上町中原2850-1
鹿児島県日置市吹上町湯之浦2588
鹿児島県霧島市霧島大窪176-16
鹿児島県霧島市国分広瀬２丁目２２－５２
鹿児島県霧島市国分広瀬４丁目７－３
鹿児島県霧島市国分広瀬二丁目１１番２２号
鹿児島県霧島市国分姫城南7丁目14-1
鹿児島県霧島市国分下井2297番地10
鹿児島県霧島市隼人町真孝１５１０番地９
鹿児島県姶良市加治木町本町403
鹿児島県姶良市東餅田2323-1
鹿児島県姶良市下名1042
鹿児島県姶良市平松4381-1
鹿児島県姶良市西姶良１丁目１１－３
鹿児島県姶良郡湧水町中津川546-9
鹿児島県姶良郡湧水町木場54-3栗野リバーサイドモール内
鹿児島県霧島市牧園町高千穂3864-47
鹿児島県霧島市牧園町高千穂3620-77

電話番号
099-296-2894
099-296-2348
0995-57-0106
0995-45-6356
0995-45-0730
0995-46-2139
0995-45-5608
0995-46-6160
0995-43-6533
0995-63-3478
0995-67-3988
0995-65-2373
0995-65-7272
090-8919-8363
0995-75-2100
0995-74-2100
0995-78-3562
0995-78-3857

米元電器商会
ネオプラスふくなが
有限会社 セブンプラザフクダ
有限会社のせ電器
まきのデンキ
吉成電機株式会社
有限会社ティーエスエス
エディオン坂ノ市店 (松岡電業社)
有限会社石井電機
株式会社大分サービス
株式会社 九電工 大分支店
（有）総合家電
株式会社アポロエンジニアリング
有限会社 九大電設工業
株式会社オーケーデンキウチダ
トキワ電気工事株式会社
(有)白石電気商会

鹿児島県志布志市志布志町志布志３丁目5-10
鹿児島県志布志市志布志町安楽177
鹿児島県曽於郡大崎町永吉5826-2
鹿児島県志布志市有明町野井倉4862-1
鹿児島県曽於市大隅町岩川7244-1
大分県大分市金池町１丁目９番４７号
大分県大分市猪野957-16
大分県大分市坂ノ市中央3丁目11-18
大分県大分市庄の原2-4
大分県大分市西新地１丁目３２番１号
大分県大分市原新町６-１５さくらビル
大分県大分市日吉町５番１２号
大分県大分市牧上町１１番２７号
大分県大分市大字片島1380番地の3
大分県大分市片島409番地
大分県中津市沖代町１丁目４－２８
大分県中津市中殿町３丁目２４－１２

099-472-0473
099-473-1295
099-476-4061
099-474-1658
099-482-5199
097-533-1171
097-523-5478
097-592-1210
097-545-9790
097-551-9150
097-553-2554
097-551-1121
097-551-0040
097-567-2601
097-568-3851
0979-22-4386
0979-22-0724

有限会社 坂本電気サービス
有限会社垂水電気
有限会社 日ノ出電気商会
平田ラジオ店
（有）吉崎電気商会
でんき館ユタカ
電化ショップヨシノ
岬無線電機商会
有限会社 電工業ウイング松本
便利館

大分県中津市中殿町４丁目１－２
大分県中津市島田424-6
大分県中津市日ノ出町３丁目
大分県中津市上博多町1961
大分県中津市豊田町3丁目10-9
大分県中津市三光原口６２４－３
大分県宇佐市院内町原口531-10
大分県豊後高田市 香々地４０６９番地１
大分県国東市国見町鬼籠1773-1
大分県国東市国見町櫛海1302

0979-22-4380
0979-22-2155
0979-22-4125
0979-22-2016
0979-22-0923
0979-43-5060
0978-42-5108
0978-54-2007
0978-84-0343
0978-84-0408
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2019年5月9日更新
登録業者名
マツシマカデン
有限会社川田電気商会
萱島電化販売有限会社
有限会社ササキ電器
シュトー電器
鈴電
やまなみ電器
オオツカ電器
亀井電器
パナランド イノウエ
有限会社カデンのエトウ
武石電器
アンテナサポート株式会社
株式会社 川上家電サービス
でんき館タカハシ
有限会社カワムラ電器
株式会社 藤電設工業
有限会社キムラデンキ宇佐店

住所
大分県杵築市大字南杵築２９５番地
大分県国東市安岐町瀬戸田１０４４－２
大分県国東市国東町綱井436-1
大分県別府市馬場1-3
大分県別府市馬場2組3
大分県別府市扇山13組1
大分県別府市扇山15組
大分県別府市上野口町２４-１５
大分県別府市石垣西１０丁目７番地２３号
大分県臼杵市野津町大字原1479-2
大分県佐伯市長谷10808番地
大分県日田市城町２丁目237-1
大分県日田市大字三和（財津町）1009-1
大分県竹田市大字会々3641番地18
大分県中津市大字植野１９８１－４
大分県中津市野依927-1
大分県宇佐市大字富山512-1
大分県宇佐市大字畑田1041番地の1

電話番号
0978-62-2036
0978-67-0021
0978-72-0366
0977-21-2232
0977-21-6096
0977-25-2444
0977-24-3908
0977-22-2452
0977-22-0988
0974-32-2377
0972-22-1155
0973-24-2820
0973-28-5431
0974-62-4808
0979-32-0512
0979-32-6506
0978-32-6386
0978-33-0298

有限会社 コウノデンキ
株式会社吉成電気商会
株式会社次郎丸商店
野村電機商会
有限会社 池辺電工
電化の森月
丸万電器有限会社
佐藤電器有限会社
キムラ電工
有限会社三重電設
パナポート片山
髙山電化サービス
河野電器
松尾電気工事株式会社
小島デンキ
ササ電機
株式会社安心電気

大分県豊後高田市玉津105-7
大分県豊後高田市中央通698番地
大分県豊後高田市新町2002番地２次郎丸ビル１階
大分県豊後高田市新町965番地
大分県津久見市高洲町８番１０号
大分県玖珠郡玖珠町森38-151階
大分県玖珠郡玖珠町大字塚脇133番地
大分県玖珠郡玖珠町大字塚脇457番地20ｻﾄｳﾃﾞﾝｷﾋﾞﾙ1F
大分県由布市挾間町下市８６４－１３
大分県豊後大野市三重町赤嶺１１２６番地
大分県豊後大野市三重町市場５４３麻生ビル
大分県豊後大野市三重町市場611-3
大分県豊後大野市三重町市場29-1
長崎県壱岐市勝本町大久保触字山坂1797-4
長崎県対馬市美津島町大船越８０３－２
長崎県長崎市上町 1-19
長崎県長崎市福田本町1430-5

0978-24-3586
0978-22-2320
0978-22-2090
0978-24-2673
0972-82-3562
0973-72-0312
0973-72-4828
0973-72-0183
097-583-1539
0974-22-0769
0974-26-4059
0974-22-1810
0974-22-0723
0920-42-2073
0920-54-4550
095-823-3449
095-865-1912

有限会社 大門
カサ電機
森内電気商会
有限会社 東陽システムサービス
株式会社 きたじま
有限会社エムオーディオ
有限会社あすか電機
株式会社 本多電気商会
株式会社九電工 長崎支店
有限会社 中村電器商会

長崎県長崎市小江町2734-40
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷１３７
長崎県長崎市神浦江川町741
長崎県長崎市琴海村松764-3
長崎県長崎市梁川町6番10号
長崎県長崎市江里町７－７
長崎県長崎市若竹町１８－１９
長崎県長崎市高尾町16-10
長崎県長崎市平野町22-40
長崎県長崎市三原三丁目497-2

095-842-7750
095-883-4313
0959-24-0109
095-884-0392
095-861-1022
095-848-3356
095-847-0555
095-848-0302
095-840-0809
095-844-7572
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2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社 昭光電機
北高電機株式会社
五島家電サービス
でんきのアクト
株式会社ワカデン
諫早ケーブルテレビ株式会社
株式会社 三恵電業
有限会社 緒方電器
デンキのふじおか
有限会社 ライフステーションヤヒロ
有限会社森田電気
ムラサト電器
有限会社 中央電話設備商会
(有)アオバラジオ商会
株式会社井澤電気
有限会社エイデン
有限会社川下電機商会
有限会社 深江商会

住所
長崎県長崎市文教町6-21
長崎県長崎市大橋町6番15号
長崎県五島市幸町6-7
長崎県南松浦郡新上五島町若松郷236-1
長崎県南松浦郡新上五島町若松郷４５６番地２
長崎県諫早市福田町18-23
長崎県諫早市貝津町１４２６－２
長崎県諫早市久山町1751
長崎県諫早市白岩町5-9
長崎県雲仙市千々石町戊193番地３
長崎県雲仙市小浜町富津5058番地1
長崎県島原市栄町8641
長崎県大村市上諏訪町１５９２－５
長崎県大村市東本町604コレモ大村内
長崎県佐世保市俵町22番20号
長崎県佐世保市城山町6－14
長崎県佐世保市矢峰町119-1
長崎県佐世保市田原町１５－５

電話番号
095-844-3714
095-844-1583
0959-72-1336
0959-46-3591
0959-46-2371
0957-22-1193
0957-26-6099
0957-25-3844
0957-26-9634
0957-37-2741
0957-74-2580
0957-63-4608
0957-53-2313
0957-52-6151
0956-23-2385
0956-23-2358
0956-49-6231
0956-49-4638

有限会社 鶴電気商会
長崎県北松浦郡佐々町本田原免194-2
有限会社太田電機
長崎県北松浦郡佐々町市場免6-3
でんきのアズ サンコウ店
長崎県佐世保市峰坂町５ー１５
有限会社でんきや
長崎県佐世保市日宇町2542
タケトミ電機
長崎県佐世保市日宇町734１F
親和電機株式会社
長崎県佐世保市大塔町1916-20
株式会社ジャパネットロジスティクスサー長崎県佐世保市大塔町1916-25
ビス フィールドサポート部
㈱佐世保通信システム
長崎県佐世保市白岳町100-4
合同会社 石田時計店
長崎県南松浦郡新上五島町有川郷899番地3
株式会社 南松堂
長崎県南松浦郡新上五島町青方郷2326
まつい電器
長崎県佐世保市踊石町６９８
合同会社 アリヤマ電気
長崎県佐世保市中里町328
有限会社 つつみ商会
長崎県佐世保市愛宕町１３７
東洋電機
長崎県佐世保市日野町1285
末次電気
長崎県諫早市正久寺町528－2番地
エディオン喜々津店
長崎県諫早市多良見町化屋1047-6

0956-63-2368
0956-62-2020
0956-24-1055
0956-33-3887
0956-32-2811
0956-31-7116

株式会社 みずほ電設
小林電気工事
有限会社 巧電設
松嶋デンキ
イツキ電器
有限会社 ミツオカ電器
でんきやパナサン
有限会社 山口電気商店
有限会社島田電器ラジオ店
田口電装

0957-77-4151
0957-68-3729
0957-68-3557
0957-82-4735
0957-82-2358
0956-38-1504
0956-39-0506
0956-82-2224
0956-85-2158
0950-28-1590

長崎県雲仙市瑞穂町古部乙８１９番地１
長崎県島原市有明町大三東丙643-1
長崎県島原市有明町大三東戊639-3
長崎県南島原市有家町久保5-7
長崎県南島原市有家町久保196-4
長崎県佐世保市権常寺町893番地6
長崎県佐世保市重尾町113-8
長崎県東彼杵郡川棚町栄町8-3
長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷２２４２
長崎県平戸市深川町346番地1
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0120-502-555
0956-33-6790
0959-42-0145
0959-52-2045
0956-49-7582
0956-48-4012
0956-47-3204
0956-28-7235
0957-23-9052
0957-43-0905

2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社 佐々木無線
でんきのアズこんどう店
株式会社座小田電気
有限会社 吉松電気工事
株式会社 ニュ－ライフなかむら
株式会社MDS
平岡電気設備
有限会社 協大電気設備商会
パナ倶楽部 いわた
九州電波工業株式会社
株式会社リズ・トーチク
株式会社 遠光
株式会社リズ・トーチク 砂津店
有限会社でんきはうす
有限会社 木本電機システム
有限会社 オール電器
株式会社ウチダデンキ
（有）しのはら電化
株式会社枝光プロパン電気商会
株式会社名門電化
徳永電設株式会社
株式会社ジュネック
スリーエイチ電気
まちでん
西田電器
杉木電気サービス
小川電器
デンキの髙畠
ナイス電気
コーダデンキ
フジタデンキ
有限会社宮本電気
パナプラザ トミヨシ
マスプロ電工株式会社

福岡支店

岡本電気商会
株式会社ウイル

西日本支店

有限会社ロフティー
エコデンキ合同会社
有限会社フジ電気
天草電気工業(有)
岩橋電気
ナカシマ電機
入江電気

住所
電話番号
長崎県佐世保市江迎町長坂119
0956-66-3106
長崎県佐世保市鹿町町深江潟58-5
0956-65-2100
福岡県北九州市門司区大里東2丁目15-17-107
093-391-0931
福岡県北九州市門司区下馬寄13-9
093-381-8948
福岡県北九州市小倉南区下貫２丁目1-1
093-472-2167
福岡県北九州市小倉南区津田1丁目5-17
093-383-8015
福岡県京都郡苅田町与原1丁目3-17
0930-23-8101
福岡県京都郡苅田町与原２丁目１－２２
0930-22-9055
福岡県京都郡苅田町京町1-9-12
093-434-5525
福岡県北九州市門司区丸山吉野町1-2
093-331-1385
福岡県北九州市小倉北区魚町1丁目2-5
093-531-6785
福岡県北九州市小倉北区大田町1番23号遠電ビル
093-541-1188
福岡県北九州市小倉北区下富野１丁目４－５２
093-531-0045
福岡県北九州市小倉北区黒原１-２－２０
093-931-5289
福岡県北九州市小倉南区企救丘１丁目２７－２
093-962-1371
福岡県北九州市戸畑区境川2丁目9-2
093-861-3354
福岡県北九州市戸畑区菅原３丁目１－９
093-882-6000
福岡県北九州市戸畑区千防2-6-29SAS千防 （有）しのは 093-871-6680
ら電化
福岡県北九州市八幡東区諏訪1丁目３番３号
093-671-4015
福岡県北九州市八幡東区大蔵2丁目3－19
093-651-4897
福岡県北九州市八幡東区祇園３丁目11-3
093-661-0198
福岡県北九州市八幡西区東川頭町1丁目21番
093-681-3370
福岡県遠賀郡水巻町伊左座４丁目５−１１いさざハイツ
080-4578-6996
２０１
福岡県北九州市八幡西区御開３丁目１５番１号コーポファミ093-603-6693
リー本城1Ｆ
福岡県北九州市八幡西区日吉台３丁目１９番１５号
093-601-3568
福岡県北九州市若松区宮前町6-18
093-771-8225
福岡県北九州市若松区栄盛川町10-15
093-761-1605
福岡県北九州市若松区北浜１丁目１－２７
093-751-1510
福岡県北九州市若松区中川町２－１１
093-751-0845
福岡県北九州市若松区中畑町１６－２１
093-751-7205
福岡県北九州市若松区修多羅２-６－２２
093-751-1946
福岡県北九州市若松区東二島２-１－２９
093-791-0941
福岡県北九州市若松区二島5丁目10-7
093-791-2068
福岡県福岡市中央区白金２丁目１１－９ＣＲ福岡ビル４Ｆ 092-524-7600
福岡県福岡市中央区大名１-２－３０
092-714-7625
福岡県福岡市中央区六本松２丁目３－１３コアライフ六本松092-771-8880
１０１号
福岡県福岡市東区和白東１丁目40-18
092-606-1181
福岡県福岡県福岡市早良区東入部２丁目5-12
092-803-2723
福岡県福岡市早良区四箇６丁目２８－３４
092-811-3838
福岡県福岡市早良区内野6丁目1－57
092-804-1421
福岡県福岡市早良区内野8丁目1-8
092-804-2112
福岡県筑紫郡那珂川町中原5-52
092-951-2007
福岡県那珂川市道善1丁目77-4
092-953-2707
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2019年5月9日更新
登録業者名
モチダ電器
有限会社 寿電材
株式会社AKS 福岡営業所
デンキのモトムラ
有限会社ＡＢＣ電器
立石電器
電器センターFUKUMA
有限会社 あゆでん
マツカワデンキ
大一電気
吉田電器
パナランドいとう
有限会社 響電器
DXアンテナ株式会社

福岡支店

小松電気商会
東洋電気通信工業株式会社
株式会社ヤマダエコソリューション

住所
福岡県福岡市南区曰佐2丁目28-28
福岡県福岡市南区長住１丁目９番２５号
福岡県糟屋郡須恵町植木1363-1
福岡県糟屋郡宇美町宇美中央3丁目１-３
福岡県粕屋郡粕屋町原町２-７－１６
福岡県古賀市中央4丁目4-6
福岡県福津市中央６丁目２２番１号
福岡県福津市津屋崎4丁目20-1
福岡県福津市宮司１-6-20
福岡県宗像市日の里８丁目３－１９
福岡県宗像市田熊５丁目２－１１
福岡県宗像市自由ヶ丘5丁目18-23
福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前12-5
福岡県福岡市博多区東比恵3丁目12-16東比恵スクエアビル
5階
福岡県福岡市博多区東比恵4丁目１－１８
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目15番19号KS－Ｔ駅東ビ
ル6階
福岡県福岡市博多区比恵町2-24ロックシャローズ博多204

電話番号
092-572-2349
092-561-7197
092-410-7301
092-932-0158
092-938-2753
092-943-6927
0940-43-1100
0940-52-8040
0940-52-4500
0940-36-4075
0940-36-6535
0940-32-2801
093-282-0171
092-235-5498
092-411-4618
092-409-1145
092-434-5588

株式会社西日本電波サービス

福岡県福岡市東区筥松1丁目11-3
092-621-6060
福岡県福岡市博多区西月隈３丁目８－４７レインボー板付
パナランドレインボー
092-411-6873
101号
シャープマーケティングジャパン ＣＳ社福岡県福岡市博多区井相田２丁目１２－１シャープ福岡ビル092-572-4655
ＣＳ推進部
２階
株式会社ワンストップサポート 九州営業福岡県福岡市博多区井相田２丁目１２番１号
092-572-1133
所
塚本電化設備
株式会社フクシン
有限会社旭商行
大谷デンキ
日本アンテナ株式会社

株式会社ベストサービス
拓磨電設株式会社
溝上電機
有限会社ソバックス
有限会社 三和電子
有限会社しんえいでんき

福岡県福岡市博多区麦野1-26-11
092-591-7706
福岡県福岡市博多区板付4丁目9-30
092-582-7724
福岡県福岡市博多区板付5-7-60
092-501-5570
福岡県福岡市博多区板付５丁目2-33
092-572-3500
福岡県福岡市博多区板付6丁目12-58
092-584-1751
福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目２番１号日本生命博多駅092-441-6310
前ビル２階
福岡県福岡市博多区千代６丁目２-３３
092-641-1228
福岡県福岡市東区松島５丁目１７番３２号
092-626-9662
福岡県福岡市早良区小田部4-11-28
092-843-0667
福岡県福岡市早良区有田7丁目18-22
092-843-3816
福岡県福岡市城南区茶山５-２２－１３
092-871-5557
福岡県福岡市城南区片江２－１２－１８
092-871-4188

株式会社 アイシーエスシステム
株式会社クラフトエンジニアリング
サン電子株式会社 福岡営業所
有限会社 濱地電器商会
株式会社九電工 福岡情報通信営業所
株式会社関屋電設
株式会社 ホーマンでんき
たけもり電器
株式会社翼デザインシステム
有限会社 工田電気工業

福岡県福岡市早良区野芥6丁目57-15
福岡県福岡市早良区田村3丁目4-3
福岡県福岡市南区清水3-20-27
福岡県福岡市南区南大橋１-１８－２４
福岡県春日市日の出町５丁目１５番２号
福岡県大野城市川久保3丁目1-10
福岡県太宰府市高雄5-4-19
福岡県太宰府市大佐野5丁目６－１５
福岡県福岡市西区能古457番地14
福岡県福岡市西区今宿青木100-4

福岡支店

積和不動産九州株式会社
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090-9603-9224
092-874-0555
092-512-6781
090-3015-2607
092-592-1508
092-504-3551
092-980-5910
092-923-6061
092-400-1012
092-807-1783

2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社南松堂
ハルタ電気
エレトップカツキ
株式会社 福田電気商会
でんきのパワフル相田店
ふくまDENKI
有田電器情報システム株式会社
豊栄電工社
有限会社 パナックス カトー
須山電気
エディオン頓野店
シバタデンキ
有限会社 川端電工
香春電器商会
電気のマツムラ
永進電器株式会社
株式会社テクニカルワークス
（有）真洋電気店

住所
福岡県糸島市前原中央三丁目18番25号
福岡県糸島市篠原東２丁目１－５８
福岡県糸島市二丈吉井4137
福岡県飯塚市上三緒1-23
福岡県飯塚市相田3-38
福岡県飯塚市中335-1
福岡県嘉麻市山野875-2
福岡県嘉穂郡桂川町吉隈34-10
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野4053-6
福岡県直方市大字感田2215-31
福岡県直方市上頓野２０３０－１
福岡県直方市山部１３０５－５
福岡県田川郡香春町大字中津原1888-1
福岡県田川郡香春町香春290
福岡県行橋市中央2丁目2-15グレイス行橋
福岡県行橋市宮市町１－２５
福岡県行橋市南大橋1-4-8
福岡県行橋市南大橋４-8-25

1階

電話番号
092-322-3551
092-322-5870
092-326-5449
0948-25-7680
0948-24-0192
0948-22-3965
0948-42-1570
0948-65-3426
0949-62-0065
0949-26-6469
0949-52-6026
0949-28-8406
0947-45-2760
0947-32-2143
0930-22-0346
0930-23-0123
0930-23-6292
0930-22-3356

白川電気
福岡県京都郡みやこ町光冨1056
0930-33-3749
株式会社クリデン
福岡県京都郡みやこ町勝山黒田872-1
0930-32-6026
有限会社 フローラ シンゲン電器
福岡県田川市夏吉194
0947-45-8040
株式会社ティピーエル
福岡県田川市大字弓削田1736番地4
0947-45-8992
でんき館むらぐち
福岡県豊前市八屋423番地
0979-82-5292
末永電気設備
福岡県久留米市東櫛原町14-6
0942-34-9444
駅前管理システム株式会社
福岡県久留米市東櫛原町2851-1駅前本社ビル3階
0942-39-0777
有限会社 タカラ電化
福岡県久留米市西町1096-7
0942-33-5056
キョウドウシステム株式会社
福岡県久留米市小頭町11-2クラウンⅢ六ツ門 ２F
0942-37-5300
ＥＢＩＳＵエンジニアリング株式会社
福岡県久留米市本山1丁目13-35サンライズ本山２ ２０７ 0942-27-9615
株式会社 村上電設
福岡県久留米市津福今町307-2
0942-35-6589
有限会社なかむら電器 アクティブ・ワン福岡県久留米市荒木町白口2375-8
0942-27-1064
なかむら
有限会社富松テレビラジオ店
福岡県久留米市三潴町高三潴1264-3
0942-64-3128
福音堂デンキ
福岡県久留米市三潴町玉満２３４４－４
0942-64-3026
デンズ かねしま
福岡県久留米市北野町八重亀188-7
0942-78-2414
クローバー電機
福岡県久留米市北野町今山862番地３８
0942-41-3600
エコ電SBQ有明店
エコ電ＳＢＱ上宮永店
エコ電ＳＢＱ沖端店
株式会社荒巻電気
エディオン三橋店
株式会社マツウラ
九州システム産業株式会社
井上電気商会
有限会社 なかじま屋
エディオン忠見店

福岡県柳川市有明町1490-13
福岡県柳川市上宮永町299-4
福岡県柳川市沖端町１２９
福岡県柳川市吉原269
福岡県柳川市三橋町百町193-2
福岡県柳川市三橋町江曲137-2
福岡県筑後市中折地293-1
福岡県筑後市西牟田3817-5
福岡県筑後市大字西牟田6393-9
福岡県八女市忠見１０８７
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0944-72-4317
0944-72-8181
0944-72-3739
0944-85-0224
0944-72-0120
0944-73-3964
0942-53-3820
0942-52-3650
0942-52-5211
0943-30-2030

2019年5月9日更新
登録業者名
住所
アズ八女店
福岡県八女市本町519-1
ナカシマデンキ
福岡県八女市立花町北山1346-3
野口電器
福岡県八女郡広川町一條791
有限会社 村口電工
福岡県八女市上陽町久木原１９８６－１
有限会社 ニューメディアエンジニアリン福岡県大牟田市本町５丁目２－１２
グ
アズ 大牟田店
福岡県大牟田市新勝立町5-4-1
株式会社 永田でんき
福岡県大牟田市宮部２５５－１
田代電気商会
福岡県大牟田市歴木1807－86
でんきのアズ朝倉店
福岡県朝倉市三奈木2756-1
（資）荒牧電機商会
福岡県朝倉市甘木２００９－１
樋口電器
福岡県小郡市二森1568-4
有限会社 高田商会
福岡県小郡市祇園１丁目17-18
有限会社 小川電機設備
福岡県朝倉市杷木池田663-6
株式会社 アイエムシー
福岡県朝倉市杷木久喜宮9-1
木下電器商会
福岡県柳川市大和町中島８７７
株式会社デンクウシステム
福岡県久留米市東合川7丁目5-8
株式会社九州ＡＶ
福岡県久留米市山川神代１丁目１－６

電話番号
0943-24-1101
0943-24-5436
0942-53-3841
0943-54-2278

株式会社でんきのサントップ久留米支店
でんずサトウ
株式会社でんきのアズ
ワイズ浮羽店
でんき館おくの

0942-27-5951
0942-43-6789
0943-72-0019
0943-77-5998
0979-72-4107

福岡県久留米市山川野口町16-50ベル大島101
福岡県久留米市御井町494-12
福岡県久留米市田主丸町豊城１７５５－５
福岡県うきは市浮羽町山北1661-3
福岡県築上郡上毛町宇野1048-11
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0944-57-1881
0944-53-7260
0944-54-9330
0944-53-7126
0946-22-1832
0946-22-2518
0942-72-8974
0942-72-2865
0946-62-0455
0946-62-0611
0944-76-1936
0942-48-1405
0942-44-1516

