登録業者一覧
2019年5月9日更新
登録業者名
住所
電話番号
東洋電気株式会社
愛媛県松山市花園町7-1
089-943-5263
タイヨー家電 室町店
愛媛県松山市室町2丁目5番27号
089-933-2167
株式会社シンデン
愛媛県松山市雄郡２-１－６
089-932-0111
新光通信工業株式会社
愛媛県松山市小栗6丁目1番31号新光小栗ビル2階
089-933-9583
福谷電器
愛媛県松山市小栗6丁目2-14
089-945-6652
有限会社アベ冷熱技研
愛媛県松山市築山町12番10号
089-941-8080
柴谷電機商会三町店
愛媛県松山市三町3丁目４－３１
089-976-7076
南海放送音響照明株式会社
愛媛県松山市束本１丁目５番４号
089-941-8333
渡辺家電販売株式会社
愛媛県松山市越智1丁目8-16
089-957-2434
山本電気工業
愛媛県松山市古川南１丁目１８－１９
090-7148-3049
マスプロ電工株式会社 松山営業所
愛媛県松山市市坪南１丁目６－３０シティーマンション１Ｆ089-905-7017
有限会社 コロナ音響社
愛媛県東温市横河原１３３４－２
089-964-2114
株式会社ヒメテック
愛媛県東温市南方2222-2
089-909-7868
有限会社ライフハウス
エディオン愛媛愛媛県東温市北方3126-18
089-966-3536
川内店
渡部電気
愛媛県西条市丹原町池田６６０－１
0898-68-7585
相原電器
株式会社ヨシケンコーポレーション
渡辺家電販売株式会社 とべ店
クリア企画
ライフテック松山
木村ミシン電器有限会社
黒田電器商会
DXアンテナ株式会社

松山営業所

南海ビデオセンタ－
株式会社 テクノSAYA
有限会社 モリス住環境整備社
イケデン
有限会社 光葉電器
プロめんどり
村尾電設
エルふたば東城
有限会社 新栄電工

愛媛県松山市久米窪田町６５５－１
愛媛県松山市北井門４丁目１９－３
愛媛県伊予郡砥部町宮内581-2
愛媛県伊予郡松前町北川原345-2
愛媛県伊予郡松前町大間79−6
愛媛県伊予市中山町出渕2番耕地139-1
愛媛県喜多郡内子町大瀬中央４５９６
愛媛県松山市山越４丁目７－５１シャンシュール山越
１０２号
愛媛県松山市山西町３番地
愛媛県松山市北斉院町260-12
愛媛県松山市別府町36番地5
愛媛県松山市由良町865-3
愛媛県新居浜市本郷３丁目4-23
愛媛県新居浜市平形町6-42
愛媛県新居浜市庄内町6-11-49
愛媛県新居浜市喜光地町１-１－２３
愛媛県西条市飯岡1241-20

有限会社 まる電
愛媛県西条市神拝甲276-1
エディオン常盤町店
愛媛県今治市常盤町7丁目１－４０
第一電化株式会社
愛媛県今治市北日吉町2丁目９－２９
カモザキデンキ
愛媛県今治市別名188-3
越智電気工事株式会社
愛媛県今治市クリエイティブヒルズ２―８
有限会社 渡部電化
愛媛県今治市延喜甲764-4
パルテ電総株式会社
愛媛県今治市五十嵐甲107-9
相原電機有限会社 エディオン大三島店 愛媛県今治市大三島町宮浦５１２６
金子電設
愛媛県今治市上浦町瀬戸3174番地2
東和無線有限会社 エディオン愛媛大島店愛媛県今治市吉海町仁江３１５４

1/5

089-976-8110
089-956-8709
089-962-5600
089-984-6760
090-8280-1110
089-967-0053
0893-47-0713
089-925-3826
089-924-0877
089-916-5570
089-927-5505
089-961-2036
0897-43-0660
0897-37-2294
0897-32-1883
0897-41-7120
0897-56-1418
0897-53-9331
0898-23-0954
0898-23-5111
0898-32-8710
0898-33-1166
0898-22-3818
0898-32-1962
0897-82-0024
0897-87-3972
0897-84-2688

2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社ムラカミサービス
マイシン電業株式会社
有限会社 大洲電化センター

電話番号
0897-86-2358
0893-23-0133
0893-24-3032

松井電工
久保電気商会
日土電気設備
株式会社成見電気工事店
エディオン保内店
有限会社坂本電気
髙木電業社
株式会社デンカ
光映電工株式会社
株式会社 井上電化サービス
有限会社 藤田電器店
南予システム
南予システム

住所
愛媛県今治市宮窪町宮窪4746番地
愛媛県大洲市西大洲甲1005-1ケサラマンション1Ｆ
愛媛県大洲市中村228-7
愛媛県大洲市徳森２２４５－１２エヴァンス
ＦＵＪＩＴＡ205
愛媛県八幡浜市松柏乙1064番地10
愛媛県八幡浜市保内町喜木２－９７－９
愛媛県八幡浜市日土町８番耕地３２７番地２
愛媛県八幡浜市保内町宮内2-100-1
愛媛県八幡浜市保内町宮内5番耕地196-1
愛媛県西予市三瓶町朝立1-548
愛媛県西予市三瓶町朝立１-３１０－２８
愛媛県八幡浜市産業通１２番２０号
愛媛県八幡浜市郷4-370-9
愛媛県西予市宇和町上松葉590-1
愛媛県宇和島市丸之内5丁目８－４
愛媛県宇和島市保手2-3-12
愛媛県宇和島市保手2-3-12

南予通建テック株式会社
有限会社 ﾊﾟﾙﾃ あい
安藤電機
和田電工
有限会社カネユキ
坂上電業
タカハシ電機
(有)岡本
株式会社 村上電器
有限会社電化サロンシライシ
オカダ電化サービス
有限会社 重見ラヂオ店
有限会社関西通信E・S
有限会社 クマノ
株式会社パナ・ワールド
有限会社 旭電工
マナベ時計電器店

愛媛県宇和島市三間町元宗322-1
愛媛県北宇和郡鬼北町奈良４１１７－１
愛媛県北宇和郡鬼北町芝１０７－４
愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城2942-1
愛媛県四国中央市川之江町１１２４－２
愛媛県四国中央市三島宮川４丁目３－６
愛媛県四国中央市土居町蕪崎236-3
愛媛県西条市小松町新屋敷甲２０５７－１
愛媛県今治市松木377番地11
愛媛県今治市菊間町種147－1
愛媛県今治市菊間町浜1032番地
愛媛県松山市北条884-3
愛媛県伊予市下吾川1715番地
愛媛県大洲市長浜甲４３４−１
愛媛県宇和島市吉田町東小路甲84-5
愛媛県宇和島市吉田町裡町55
香川県高松市福田町13-15

0895-58-3711
0895-45-2542
090-3460-0275
0895-72-5447
0896-56-0186
0896-23-4601
0896-74-4497
0898-72-6215
0898-48-8500
0898-54-5418
0898-54-3938
089-992-0145
089-982-6555
0893-52-1159
0895-52-1532
0895-52-0552
087-821-6823

エディオン松縄店(デンキの香川)
タケヤ電機株式会社
有限会社 亀谷通信工業
森岡電機サービス
株式会社 山口電機
美濃電化サービス
有限会社 エムコム
福家電化サービス
有限会社 藤重電機
山本電気

香川県高松市松縄町50-2
香川県高松市春日町1655-1
香川県高松市新田町甲２１４７－２
香川県高松市屋島西町1417番地3
香川県高松市屋島西町２４９２－２９
香川県木田郡三木町大字朝倉136-1
香川県高松市香川町浅野219－4
香川県綾歌郡綾川町萱原2-80
香川県綾歌郡綾川町萱原８０３－３
香川県小豆郡土庄町柳甲２７２１－２

087-867-3434
087-843-7768
087-899-5105
087-841-3259
087-843-6151
087-899-6560
087-888-1444
087-876-2820
087-876-1489
0879-62-2554

イッサン電気通信建設
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090-2788-0690
0894-24-7978
0894-36-0628
0894-26-0192
0894-36-0543
0894-37-3775
0894-33-0056
0894-33-1329
0894-23-1900
0894-24-5363
0894-89-5053
0895-22-1482
0895-24-4710
0895-24-4710

2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社フジモト電器
株式会社坂手屋商店
有限会社 小柳電気商会
有限会社 友澤電設
ナイスくぼ
セイロ四国
藤村電気
株式会社 LightBulb
日本アンテナ株式会社 高松営業所
有限会社三条シャープ電化センター
DXアンテナ株式会社 高松営業所
マスプロ電工株式会社 高松営業所
ひなた電設
四国ノーミ株式会社
株式会社ビッグ・エス
中央電機工業株式会社
四国メインテナンス株式会社
川久運輸株式会社

住所
香川県小豆郡小豆島町安田甲６５２－２番地
香川県小豆郡小豆島町馬木甲８８−１
香川県高松市生島町343-1
香川県高松市中山町823-11
香川県高松市香西本町441-1
香川県高松市鬼無町藤井692-2
香川県高松市飯田町333-2
香川県高松市飯田町810番地2
香川県高松市東ハゼ町5番3号
香川県高松市伏石町2028-20
香川県高松市伏石町2078番地10
香川県高松市太田下町3031-1
香川県高松市多肥下町130-1ＹＭハイツＣ102
香川県高松市多肥下町１５１６番地１
香川県高松市多肥上町1210
香川県高松市多肥上町３０９番地５
香川県高松市仏生山町甲381番地
香川県高松市成合町６２７－６

電話番号
0879-82-3980
0879-82-2139
087-881-3327
087-882-2349
087-881-2247
090-3180-5755
087-881-3868
087-887-5876
087-865-0945
087-865-5267
087-868-1222
087-865-3666
087-880-2171
087-813-5602
087-888-7733
087-889-5120
087-889-1588
087-886-7155

株式会社四電工 情報通信技術部
坂出住電株式会社
ウィッティ近藤
近藤デンキ
松電サービス
牛尾電気
株式会社 香川電業
タドツ電気工業
有限会社杉屋電機商会
三豊ヤンマー株式会社
森電業株式会社
株式会社 久保電機
有限会社豊田電機商会
有限会社
土山電機商会
有限会社川西電機
もりでん
多賀無線

香川県高松市花ノ宮町2丁目3番9号
香川県坂出市江尻町191-430
香川県坂出市加茂町1109番地10
香川県坂出市府中町6069-21
香川県丸亀市中府町4-13-35松電ビル2F
香川県丸亀市田村町1634
香川県丸亀市土器町西4丁目197番地
香川県仲多度郡多度津町元町８番２５号
香川県仲多度郡琴平町７３３-１
香川県三豊市高瀬町上高瀬３９１番地１
香川県三豊市高瀬町新名９００－１
香川県観音寺市観音寺町甲2645
香川県三豊市詫間町松崎2780-19
香川県三豊市仁尾町仁尾丁１４５２番地５２
香川県三豊市豊中町上高野２０９６－１
香川県さぬき市志度５００６－４５
香川県東かがわ市三本松７１６番地１

087-840-0215
0877-45-8007
0877-48-1776
0877-48-0758
0877-24-3688
0877-22-6715
0877-24-4461
0877-33-2543
0877-73-2136
0875-72-5841
0875-72-5032
0875-25-2340
0875-83-2210
0875-82-2275
0875-62-4911
087-894-0647
0879-25-3416

有限会社マルエデンキ
株式会社 引田電化
株式会社 ウィッティなかうえ
メック平石電器
オウデン
土佐通信システム株式会社
(株)第一電器ライフサービス
有限会社 熊沢テレビサービス
四国家電株式会社
有限会社 タナノ電気

香川県東かがわ市 帰来530-1
香川県東かがわ市引田2323番地
高知県高知市西秦泉寺385-17
高知県高知市三園町262-2
高知県高知市愛宕町3丁目13-35
高知県高知市江陽町10-24
高知県高知市高埇4-17
高知県高知市一ツ橋町二丁目127
高知県高知市知寄町2丁目1-29
高知県高知市若松町1413

0879-25-1178
0879-33-2115
088-823-5839
088-872-2412
088-822-9050
088-883-0250
088-884-2380
088-873-2040
088-885-5757
088-882-8880
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2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社城南電化チェーン
有限会社アイテック アイテック上町店
株式会社弘田電器
アトム電器高知旭店 フジタデンキ
植田電気設備
有沢電気
住まいる工作所
株式会社フジムラ
山岡電気
株式会社ソ－デン社高知
ムラカミ電設
有限会社 高栄電産
つついでんき
アドおおはら
アトム電器 朝倉店
株式会社 南海ケーブルビジョン

住所
高知県高知市はりまや町３丁目７－６パームサイドビラ
２Ｆ北
高知県高知市本町5-3-4
高知県高知市上町5丁目5番36号
高知県高知市旭町２丁目２番地
高知県高知市南元町3
高知県高知市一ツ橋町1丁目130
高知県高知市土居町11番地8
高知県高知市土居町8-12
高知県高知市役知町4-4星の森ｺｰﾎﾟ1F
高知県高知市北竹島町370-17
高知県高知市神田２３８４－６
高知県高知市神田1049－10
高知県高知市神田141
高知県高知市鴨部１丁目２０番１３号
高知県高知市朝倉丙2159-1
高知県高知市朝倉丁326
高知県高知市針木本町38-3-1号

株式会社 エレメンテ高知
電化工事株式会社
株式会社愛光電設
梶原電機
有限会社ナカイテレビ
高知ライフシステム
株式会社土佐シャープ電化センター
テクノライフハカタ
有限会社 フジタ電器
益田電器
株式会社デンカショップフジ
エイデン
第一電器株式会社
株式会社シンニチ 高知支店
有限会社 エウチ
第一電器 香南店
有限会社パルテシヨウエイ

高知県高知市高須新木2-38
高知県高知市薊野南町28-33
高知県高知市十津3-18-6
高知県高知市十津5丁目10－8
高知県高知市春野町弘岡下3434-1
高知県高知市春野町南ヶ丘4丁目6-22
高知県土佐市高岡町甲2085番地
高知県土佐市本村452-5
高知県土佐市家俊１０７３－１
高知県土佐市宇佐町宇佐１７５７
高知県高知市介良442
高知県高知市介良乙1000-36
高知県高知市介良乙1060－9
高知県高知市介良字二ツ岩乙3729-27
高知県香南市赤岡町463
高知県香南市夜須町坪井２９２
高知県安芸郡奈半利町乙1175－2

088-855-5287
088-846-2711
088-803-5341
088-847-3275
088-821-6756
090-7623-5288
088-852-2404
088-855-1080
088-855-0007
088-856-3295
088-860-0163
088-860-0555
088-860-2121
088-860-5811
0887-54-2360
0887-54-1308
0887-38-7666

株式会社みなみ
株式会社岡林電気店
パレットコマツ
有限会社 テクノ田原（マツヤデンキ
佐山田店）
株式会社 敬尚電気山田店
谷相電気
株式会社はまでん
たけうちでんき
三共電器 安芸店
松電サービス

高知県安芸郡奈半利町乙1673-8
高知県室戸市室津2662番地12-13
高知県室戸市浮津2番町62番地

0887-38-4811
0887-22-0180
090-8977-5554

マスプロ電工株式会社

高知営業所

土高知県香美市土佐山田町西本町5丁目1-9
高知県香美市土佐山田町旭町１丁目４番３５号
高知県香美市土佐山田町326番地25
高知県南国市大そね甲１６５２－１
高知県南国市里改田502-1
高知県安芸市本町３-４－２６
高知県安芸市穴内乙165-3
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電話番号
088-882-0991
088-875-3191
088-873-5586
088-822-4356
088-823-2365
088-855-8448
090-4333-0632
080-1995-1611
088-833-8163
088-831-9657
088-832-6551
088-832-9403
088-844-4874
088-843-4861
088-843-9545
088-840-0543
088-840-2072

0887-52-3966
0887-53-5191
0887-52-2569
088-864-3027
088-865-1414
0887-35-3463
0887-35-7686

2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社 でんき家
でんき館コピア
I・愛・heart くにもと
（株）中平電粧社
有限会社 清水電気工事店
岬屋商店
テクノショップ フクドメ
合資会社 程岡電器
株式会社 川崎電気
有限会社すぎもと電気店
平田電業有限会社
有限会社 芝﨑電器
クボタデンキ
よしもとでんき
有限会社美馬電器商会
テクニカルサウンド
有限会社美木電器商会
エアコン激安センター 三森電気

住所
高知県須崎市新町１丁目３番６号
高知県須崎市緑町58-2
高知県高岡郡四万十町本堂404-4
高知県高岡郡四万十町十川270-6
高知県土佐清水市元町10-1
高知県土佐清水市足摺岬404-9
高知県土佐清水市栄町8-15
高知県土佐清水市汐見町4-16
高知県四万十市西土佐江川崎2333番地
高知県宿毛市萩原2番19号
高知県宿毛市平田町戸内１６６７
高知県幡多郡黒潮町佐賀８４０番地
高知県幡多郡黒潮町入野1429-1
高知県幡多郡黒潮町下田の口822-124
徳島県徳島市佐古四番町5ー21
徳島県徳島市上助任町三本松370-19
徳島県徳島市幸町１丁目４２
徳島県徳島市城東町1丁目3番15号市営城東団地6棟204号

電話番号
0889-42-0135
0889-43-2220
0880-24-0505
0880-28-4420
0880-82-0537
0880-88-0036
0880-82-2463
0880-82-0232
0880-52-1136
0880-79-0391
0880-66-0254
0880-55-2067
0880-43-2077
0880-43-1932
088-622-5244
088-635-8646
088-625-2688
0886-23-1950

ウィッティ まさお
有限会社 スターネット
ファイブ電器商会
株式会社 宏真
吉岡電設
株式会社 ライフプロデュースTAGplus
タウラデンカ
オク電機商会
有限会社ナッティーミマデン南館
りぴいとイワサ電器

088-654-6560
088-699-6541
088-678-6681
088-696-5688
0884-62-2989
088-660-5321
0885-32-7506
0885-37-3015
0885-35-7171
0884-28-1067

マナベ電機株式会社
株式会社 タツミ
合同会社岩崎ミシン電器
安田電気
丸共電化

徳島県徳島市昭和町8丁目103
徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵203-3
徳島県板野郡藍住町勝瑞字幸島１１８－３
徳島県阿波市吉野町五条字市ノ本756番地
徳島県那賀郡那賀町和食郷字南側１３５－３
徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜140サンビレッジ105
徳島県小松島市田浦町岩金１０８－２
徳島県小松島市櫛渕町字間町24番地の2
徳島県小松島市赤石町5-72
徳島県阿南市橘町江の浦7０－８
徳島県吉野川市鴨島町西麻植字中筋180-1中筋第三団地
133号
徳島県三好市池田町シマ713-1
徳島県阿南市羽ノ浦町中庄梶島84-7
徳島県阿南市羽ノ浦町中庄やたけ２７－７
徳島県徳島市国府町桜間字宮ノ本４３
徳島県徳島市国府町南岩延749-5戸建

マナベ電機株式会社

徳島県美馬郡つるぎ町貞光字大須賀５１－１

0883-62-2017

篠原電気

貞光店
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090-1328-8931
0883-72-3232
0884-44-2138
0884-44-2155
090-7576-3562
088-642-1760

