登録業者一覧
2019年5月9日更新
登録業者名

住所
岩手県盛岡市三ツ割5丁目20－5
岩手県盛岡市愛宕町11-22
岩手県盛岡市愛宕町１７－１
岩手県盛岡市本町通３丁目８－１５
岩手県盛岡市本町通二丁目１７番１１号
岩手県盛岡市中央通3丁目3-1ジブラルタル中央ビル
岩手県盛岡市夕顔瀬町1-34
岩手県盛岡市上田3-5-25
岩手県盛岡市みたけ3丁目8-11
岩手県盛岡市みたけ６丁目１５－１６
岩手県盛岡市上堂１丁目１６－４８
岩手県盛岡市上堂3丁目16番26号
岩手県滝沢市葉の木沢山453-37

エイヴル通信
岩手ケーブルテレビジョン株式会社
日本アンテナ株式会社 盛岡営業所
でんき工房
トラストテック株式会社
DXアンテナ株式会社 盛岡出張所
有限会社 高橋無線商会
有限会社 柿沢電器
城北電機株式会社
マスプロ電工株式会社 盛岡営業所
有限会社 高研電気
盛岡総合ビルメンテナンス株式会社
株式会社 リヴテック
株式会社ケーエムサービスコーポレーショ岩手県滝沢市穴口４４２－１０
ン
共和電気株式会社
岩手県滝沢市平蔵沢２０７－３

6階

電話番号
019-661-9238
019-654-7711
019-625-3128
019-621-4001
019-656-9311
050-3851-2285
019-622-7789
019-622-0593
019-641-4185
019-641-1500
019-646-8281
019-648-9330
019-601-4377
019-687-2274
019-699-1006

有限会社吉野電設
株式会社技電工業
東北電話株式会社
相光電気株式会社
舘沢電気株式会社
有限会社浅沼電気商会
株式会社 奥村電気商会
ホーチキ株式会社 盛岡営業所
（有） エンゼル 家電
でんきのＳＧさいとう中ノ橋店
株式会社もりでん
電器のくまがい
株式会社アイデン
(有)ｻｳﾝﾄﾞﾘｱｽ大船渡
有限会社 フモトデンキ
電化プラザさかり
株式会社鈴木電気工業所

岩手県盛岡市山王町２番13号
岩手県盛岡市永井2－143－1
岩手県盛岡市津志田町２丁目８番４５号
岩手県盛岡市津志田南1-12-30
岩手県盛岡市津志田南三丁目8-22
岩手県盛岡市下飯岡１９－１９
岩手県盛岡市仙北3丁目14番60号
岩手県盛岡市本宮１-２－３
岩手県盛岡市本宮 ２丁目21-20
岩手県盛岡市中ノ橋通1-11-18
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南4丁目14-3
岩手県一関市山目字十二神１４５－２
岩手県一関市萩荘字小萩1-1
岩手県大船渡市大船渡町字地の森25-9
岩手県大船渡市大船渡町字明神前1番地18号
岩手県大船渡市盛町字宇津野沢３－３
岩手県大船渡市盛町字二本枠１６－１１

019-651-4403
019-637-4225
019-637-2205
019-638-9811
019-638-6607
019-638-3244
019-636-1231
019-635-5444
019-635-7711
019-653-3110
019-681-2945
0191-21-1630
0191-24-2177
0192-27-3677
0192-26-2991
0192-27-2148
0192-26-2216

有限会社古内電器商会
坂本電気
有限会社 田代電業
有限会社 千田電器
ヤワタ電器
及川電機商会株式会社
あべかでん
有限会社水電
有限会社 電化プラザ小田原店
合同会社 佐藤電化

岩手県大船渡市盛町字木町6-7
岩手県大船渡市立根町前谷地25-2
岩手県大船渡市赤崎町字山口80-21
岩手県奥州市水沢佐倉河字扇田94
岩手県奥州市水沢佐倉河字多聞坊３２番地
岩手県奥州市水沢区大町30番地
岩手県奥州市水沢羽田町小屋敷２７－２
岩手県奥州市水沢上姉体２丁目５－４
岩手県奥州市水沢真城字北塩加羅１３７－２
岩手県奥州市江刺岩谷堂字根岸８１

0192-27-8181
090-2360-5896
0192-27-5466
0197-25-3771
0197-24-5385
0197-23-2838
0197-24-2602
0197-26-2163
0197-25-2303
0197-35-4632
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有限会社岩谷堂電気工事
(有)ベルミマス
オザワデンキ
株式会社カワベ電化センター
有限会社 高文電設
瀬川電器株式会社
合同会社カネハラ
江釣子電業株式会社
有限会社北上プロパン
鴻鵠電気有限会社
株式会社 照井電機
島電気商会
株式会社ジョイスニッコ－
有限会社福岡商店
新高電気株式会社
株式会社 花電
株式会社 阿部電設
株式会社坂本電気

住所
岩手県奥州市江刺岩谷堂字耳取394-1
岩手県奥州市江刺西大通り3-16
岩手県奥州市江刺六日町７－２１
岩手県北上市常盤台一丁目２１－８
岩手県北上市川岸２丁目８－１８
岩手県北上市北鬼柳 19-42-4
岩手県北上市柳原町５丁目１８－２９
岩手県北上市さくら通り5丁目12番22号
岩手県北上市さくら通り三丁目1-25
岩手県花巻市矢沢7-130－6
岩手県花巻市上根子字中野37
岩手県花巻市上町４－２０
岩手県花巻市上町６番７号
岩手県花巻市東町9-3
岩手県花巻市大通り1丁目4番15号
岩手県花巻市材木町28－23
岩手県花巻市二枚橋町大通り1-78
岩手県釜石市只越町3-2-4

電話番号
0197-35-2359
0197-35-1727
0197-35-0124
0197-63-6781
0197-64-1014
0197-64-1144
0197-63-3165
0197-64-2310
0197-64-2321
0198-31-2325
0198-28-2216
0198-23-3823
0198-23-5126
0198-23-3435
0198-23-5211
0198-23-3801
0198-26-3004
0193-22-5737

有限会社荒井電気商会
三陸電業株式会社
ウインベルいわま
東海電業株式会社
有限会社 エムアール電気工事
ウィンベルたかはし
木村電気
有限会社福島電気
スガタ家電
有限会社 東都電気商会
株式会社 村山電機商会
土井電気
有限会社エルプラザあさみず
株式会社遠野電設
田中電気工事株式会社
有限会社 祝田電気工事
有限会社三陸電気

岩手県釜石市只越町３丁目４－１３
岩手県釜石市片岸町第9地割３０－４
岩手県宮古市高浜三丁目1-30
岩手県宮古市田鎖9-6-11
岩手県宮古市太田２丁目６－１３
岩手県宮古市田の神２丁目３ー２
岩手県宮古市田代第５地割９３番地５
岩手県宮古市五月町3-36
岩手県宮古市保久田8-26
岩手県宮古市向町7-17
岩手県宮古市新町２番１３号
岩手県宮古市田老三王3丁目１－４
岩手県遠野市中央通り8-4
岩手県遠野市松崎町白岩15-9-4
岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里2丁目8番28号
岩手県上閉伊郡大槌町小鎚第28地割117-12
岩手県下閉伊郡山田町豊間根第３地割１７２番地1

0193-22-5247
0193-28-1950
0193-62-3452
0193-69-2333
0193-64-4373
0193-62-1773
0193-64-8133
0193-62-7103
0193-62-5156
0193-63-0171
0193-62-6159
0193-87-4005
0198-62-3655
0198-62-9193
0193-44-2218
0193-42-5228
0193-86-2526

畠電機商会
有限会社日詰電業
紫波電設有限会社
有限会社東北電気設備工事
有限会社ササショウ
リヒテック株式会社
株式会社 中村電化センター
株式会社ライブショップメイト
北光電機株式会社一戸営業所
パナデン いなば

岩手県花巻市大迫町大迫3-213
岩手県紫波郡紫波町北日詰字白旗１０７－１２
岩手県紫波郡紫波町東長岡字細工田47-2
岩手県紫波郡紫波町東長岡字柳田１０２－１
岩手県紫波郡矢巾町広宮沢10-501-11
岩手県紫波郡矢巾町室岡7-55-6
岩手県盛岡市好摩字夏間木84-39
岩手県岩手郡岩手町大字江刈内10-50-15
岩手県二戸郡一戸町高善寺字野田３１
岩手県二戸郡一戸町一戸字本町７８

0198-48-3420
019-672-2160
019-676-3419
019-671-2317
019-614-0123
019-697-4890
019-682-0155
0195-62-2357
0195-33-3201
0195-32-2659
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有限会社ジョイフル
目時電気
馬渕川電気株式会社
福岡電業株式会社
有限会社 米沢石油店
パナデン柳
堀閤電氣株式会社
昭和電気有限会社
有限会社 髙橋電器
有限会社ナイス
有限会社 日栄電気
東京電波商会
猪石電気商会
有限会社 北末
有限会社松本電気商会
株式会社プロ・フィールディング オヤマ
でんきのSG千厩店
スズキ電機

住所
岩手県二戸市金田一字八ツ長277-１番地
岩手県二戸市福岡字横丁16-7
岩手県二戸市福岡字五日町１５
岩手県二戸市石切所字前田５５－４
岩手県二戸市上斗米字小平46-1
岩手県九戸郡軽米町軽米8-105
岩手県九戸郡九戸村大字江刺家10-70
岩手県二戸市浄法寺町漆沢下モ前田７７番地１
岩手県八幡平市大更25地割64-14
岩手県八幡平市田頭36-56
岩手県八幡平市松尾寄木35-73-1
岩手県九戸郡洋野町種市23-25-143
岩手県九戸郡洋野町種市２３ー２５
岩手県九戸郡野田村野田第20地割122番地
岩手県一関市大東町摺沢字但馬崎１２－３４
岩手県一関市千厩町千厩字石堂３７－７
岩手県一関市千厩町奥玉字中日向236-15
岩手県陸前髙田市矢作町字大嶋部１１４－１

電話番号
0195-27-3121
0195-25-4536
0195-23-7511
0195-23-3153
0195-28-2221
0195-46-2924
0195-42-3343
0195-38-2808
0195-76-3323
0195-70-1714
0195-76-3587
0194-65-2319
0194-65-4411
0194-78-2481
0191-75-2420
0191-53-2721
0191-56-2204
0192-55-5310

桂電工合同会社
株式会社高田シャープ電化センター
大川原電機
紺野電業合同会社
有限会社 小林電設
小島電化
有限会社ハーネット
でんきのSG衣川店ごとうでんき
有限会社大潟電器
仙台ＣＡＴＶ株式会社
株式会社仙台放送L・E・Dソリューショ
ンズ
株式会社リーフテック

岩手県陸前高田市横田町字久連坪19-2
岩手県陸前高田市竹駒町字滝の里１０
岩手県陸前高田市気仙町字湊３６－３
岩手県陸前高田市高田町字法量２１－７
岩手県陸前高田市高田町字大隅112-1
岩手県陸前高田市高田町字鳴石25-4(T207-4)
岩手県気仙郡住田町世田米字川向12-1
岩手県奥州市衣川愛宕下28-2
宮城県仙台市青葉区中江２丁目３－５
宮城県仙台市青葉区本町1丁目１５番５号

0192-59-2601
0192-55-3935
0192-55-2847
0192-54-4007
0192-55-5450
0192-54-5454
0192-46-2363
0197-52-4126
022-265-9015
022-225-2211

サイトウ電工株式会社
尾形電気
デンキの新田
株式会社 志摩電機
アーバ・アサノ
株式会社さくま電設
株式会社山口電設
イトウデンキ
株式会社 デンコードー
有限会社永登電設
大和電気株式会社
有限会社幸洋電器
有限会社中村電気工事
株式会社システムランド

宮城県仙台市青葉区一番町3丁目7-1電力ビル3階
022-397-8371
宮城県宮城郡利府町神谷沢字塚元１９－３メゾンウィスタリ022-352-7593
ア利府B
宮城県宮城郡利府町菅谷字滝ノ沢17-1
022-349-0227
宮城県東松島市野蒜ヶ丘２丁目３３－４
0225-88-3854
宮城県東松島市大曲字貝田52-6
0225-82-8577
宮城県東松島市矢本字上新沼16-1
0225-82-2166
宮城県東松島市矢本字北浦16
宮城県仙台市青葉区旭ケ丘1丁目7-8
宮城県仙台市青葉区青葉町13-7
宮城県名取市美田園７丁目１－１閖上さいかい市場G棟
１－４
宮城県名取市上余田字千刈田308
宮城県名取市下余田字鹿島１５７－１
宮城県名取市植松１丁目７－５相澤ビル １階
宮城県名取市大手町５丁目11-9
宮城県伊具郡丸森町大張大蔵字寺前３７
宮城県仙台市泉区明石南３-４－３
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0225-82-6471
022-728-3066
022-233-5068
022-384-8220
022-382-8701
022-384-1812
022-382-5012
022-384-1951
0224-75-2211
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住所
株式会社 久幸電気通信
宮城県仙台市泉区鶴が丘４丁目１３番地６号
株式会社 ヴェレックス
宮城県仙台市泉区松森字新田154
株式会社アンドーデンキ コール泉店
宮城県仙台市泉区泉中央４丁目２４－１
(株) 藤光ネットワーク・デンキカン泉
宮城県仙台市泉区高森1-1-190デンキカン泉
株式会社東北アンテナ
宮城県富谷市明石原川戸50-6
エヌテック株式会社
宮城県富谷市成田8-4-2
アーバさとう富谷店
宮城県富谷市鷹乃杜３丁目１７－９
株式会社 八進
宮城県黒川郡大和町吉岡字東車堰36-2
オーエム電化サービス
宮城県黒川郡大和町吉岡南１-１－４
瀬戸電化サービス
宮城県加美郡加美町字南町１３９－２
遠藤電化サービス
宮城県加美郡加美町字大門１７５－１
タカヨシ時計店
宮城県加美郡加美町字町裏9番30-3
有限会社エムテック
宮城県仙台市太白区大野田2丁目1-48
イイダデンキ
宮城県仙台市太白区緑ヶ丘3丁目33-9
株式会社 ＵＭＤＳ
宮城県仙台市太白区土手内1丁目7-17
ＤＸアンテナ株式会社 東北支店システム宮城県仙台市太白区泉崎2丁目26-8
営業課
DXアンテナ株式会社 東北支店 商品営 宮城県仙台市太白区泉崎2丁目26番8号
業課

電話番号
022-371-5687
022-796-2664
022-375-6050
022-378-8811
022-346-0310
022-351-8981
022-725-2100
022-345-1286
022-344-2566
0229-63-2344
0229-63-3272
0229-63-5425
022-246-5375
022-247-8263
022-282-3031

（株）東海サービスセンター仙台支社
信 和 電 気
株式会社ミヤツー
株式会社齋藤電化商会
有限会社 目黒電化

022-307-5535
022-244-2898
022-245-0240
022-245-1026
022-229-7431

マスプロ電工株式会社

仙台支店

宮城県仙台市太白区西多賀１丁目9-26
宮城県仙台市太白区ひより台29-32
宮城県仙台市太白区山田本町１６－１
宮城県仙台市太白区三神峯2-3-10
宮城県仙台市太白区青山２丁目3-3
宮城県仙台市宮城野区高砂2丁目１６－３ツインオフィス向
田
宮城県仙台市宮城野区田子１丁目１２－８
宮城県仙台市宮城野区田子新入3-1
宮城県仙台市宮城野区扇町1丁目5-6
宮城県仙台市宮城野区日の出町3丁目5-2
宮城県仙台市宮城野区宮千代1-33-1
宮城県仙台市宮城野区東仙台6丁目23-1
宮城県仙台市宮城野区二の森5-6
宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中3番地の４プラザ和光1階

022-243-2141
022-243-2141

022-786-5060

有限会社サイト
株式会社 ロボシステムサービス
株式会社オオエコーポレーションズ
株式会社クリエイト
サン電子株式会社 仙台システム営業所
東北テレビ工事株式会社
株式会社テクノコム
藤倉電気工業株式会社 東北支店
シャープマーケティングジャパン（株）カ宮城県仙台市若林区卸町東３丁目１－２７
スタマーサービス 東北ＣＳサービス部
株式会社ワンストップサポート 東北営業宮城県仙台市若林区卸町東3丁目1-27
所

022-258-0131
022-254-8501
022-349-5530
022-762-6206
022-236-1681
022-296-0701
022-295-4005
022-297-3663

日本アンテナ株式会社 仙台営業所
宮城県仙台市若林区六丁の目中町25-23
株式会社システムズ
宮城県仙台市若林区卸町二丁目5番4号
石川コーポレーション
宮城県仙台市若林区蒲町東17－2サンデュエルＢ106
ケーオー電気株式会社
宮城県仙台市若林区土樋７５ケーオー電気ビル
東電気商会
宮城県仙台市若林区若林2丁目２－９
有限会社 大橋電気商会
アーバ・おお宮城県仙台市若林区若林3丁目1－13
はし
吉田電気商会
宮城県仙台市若林区若林3丁目2-20
株式会社サン配送センター仙台営業所
宮城県仙台市若林区若林5丁目9-9静風荘105
有限会社太陽電化センター
宮城県仙台市若林区沖野６丁目３４番８号
株式会社エヌ・エス電工
宮城県仙台市若林区沖野6丁目36-16

022-390-0255
022-238-0041
090-3758-8802
022-222-4928
022-294-3889
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022-288-9147
022-390-6112

022-286-7035
022-286-2492
022-294-4266
022-282-1666
022-702-5435

2019年5月9日更新
登録業者名
かんの電気商会
株式会社 柳澤電気商会
株式会社つりふね電機サービス
宮城ケーブルテレビ株式会社
株式会社エイト
マコト電気商会
合同会社 星電器
有限会社マルリュウ
有限会社 ホシ電設
アーバ・おおいずみ
株式会社カトーエンジニアリング
株式会社ケーテクノ企画
AccesS
アーバ タカショウ
でんき倶楽部
有限会社山崎電気
有限会社 高橋電器
コンノデンキ

住所
宮城県仙台市若林区今泉２丁目４－１４
宮城県塩竈市北浜２丁目１－１
宮城県塩竈市舟入1丁目3-43
宮城県塩釜市尾島町２７番２３号
宮城県塩釜市母子沢町9-10
宮城県塩釜市今宮町2-17
宮城県宮城郡七ヶ浜町汐見台1丁目1－5
宮城県宮城郡七ヶ浜町境山２-９－２９
宮城県多賀城市大代５丁目１１－１０
宮城県多賀城市下馬3丁目２－１４
宮城県多賀城市下馬３丁目７－１３０５
宮城県多賀城市明月1-2-16
宮城県多賀城市新田字南関合13-5
宮城県多賀城市伝上山３丁目１０－４０
宮城県石巻市湊字大門崎275-3
宮城県石巻市相野谷字本屋敷3-3
宮城県石巻市成田字小塚宅地４－７
宮城県石巻市桃生町中津山字四軒前９-３

電話番号
022-289-4875
022-362-5195
022-364-2081
022-367-7711
022-365-0551
022-363-0822
022-357-4181
022-362-7453
022-366-4659
022-362-5606
022-353-5299
022-355-9081
022-369-3684
022-365-9206
0225-94-3979
0225-62-2322
022-562-3164
0225-76-1972

有限会社スガワラ電化
ライフページスズキ
髙橋電機商会
車田電気商会
有限会社ヤマト電設
株式会社佐藤電機
有限会社 ヒントランド小牛田
有限会社 畠山電気商会
桜井電設
株式会社ミヤギ電機
亀井電気株式会社
有限会社小畑電気工事
有限会社 五島電機
有限会社小堀電気
有限会社 北上電機
株式会社 髙橋電気工事
有限会社サトウ制御

宮城県本吉郡南三陸町志津川字新井田３４－１８７
宮城県石巻市中里2丁目12-15
宮城県石巻市泉町一丁目５番３号
宮城県石巻市鹿又字新八幡前49－2
宮城県石巻市沼津字入２４番地３
宮城県遠田郡美里町南小牛田仁170-2
宮城県遠田郡美里町北浦字待江１４
宮城県登米市米山町西野字西野前２２
宮城県登米市豊里町新田町157-1
宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼34
宮城県登米市迫町佐沼字大網７９－２６
宮城県登米市迫町佐沼字一本杉43-2
宮城県登米市中田町宝江新井田字荒谷60-1
宮城県登米市登米町寺池桜小路６８－１
宮城県登米市東和町米谷字越路100-18
宮城県石巻市和渕字新中江３９番地
宮城県栗原市高清水東善光寺５０－４９

0226-46-5458
0225-96-5183
0225-93-3381
0225-74-2507
0225-90-3141
0229-32-3874
0229-32-5126
0220-55-2034
0225-76-3359
0220-22-3037
0220-22-2250
0220-21-1266
0220-34-3349
0220-52-2543
0220-42-2214
0225-86-3001
090-9741-4256

有限会社 白鳥電機
石森電設
有限会社一迫電業社
株式会社Ｇ．Ｄ．Ｓ．
有限会社 仲電気
デンキのフジコウ
パナック・ささき
旭電機
中西電気商会
有限会社丸喜商事

宮城県栗原市築館薬師３丁目２－６
宮城県栗原市一迫字大川口中屋敷39
宮城県栗原市一迫真坂字町東１７５－２
宮城県気仙沼市田中前４丁目6-6
宮城県気仙沼市上田中２-４－３
宮城県気仙沼市赤岩泥ノ木32-29
宮城県気仙沼市赤岩泥ノ木6-6
宮城県気仙沼市本吉町長根１８６－１０８
宮城県本吉郡南三陸町歌津字長羽63-3
宮城県気仙沼市唐桑町神の倉115-30

0228-22-2320
0228-52-4510
0228-52-2230
0226-24-6373
0226-22-1072
0226-22-7590
0226-22-1566
0226-44-2543
0226-36-2720
0226-32-2364
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2019年5月9日更新
登録業者名
気仙沼電機
でんきのヨシタケ
有限会社 三栄電機商会
株式会社 岩間光熱店
アベック電器
株式会社畑山電気工業所
みなと通信株式会社
有限会社エイステイ
有限会社 鎌田電機
アーバ・ヨシナリ
マルモ電機
株式会社 メイビッグ
本宮ラジオ店
カケチ電器商会
齋藤電気
くさのでんきpanabou164
栗駒ソニック
株式会社 藤電気

住所
宮城県気仙沼市西中才162-10
宮城県気仙沼市松川41-1
宮城県白石市本町９７番地
宮城県柴田郡大河原町大谷字末広１０１－２
宮城県柴田郡大河原町字新南２４-１アベック電器
宮城県柴田郡柴田町船岡新栄2丁目3-3
宮城県亘理郡亘理町荒浜字西木倉108-3
宮城県岩沼市館下2-1-7
宮城県岩沼市土ヶ崎３丁目6-9
宮城県仙台市青葉区上愛子字松原２５－１６
宮城県仙台市青葉区落合1-18-33
宮城県仙台市青葉区愛子中央4丁目１４－３
宮城県大崎市鹿島台平渡字東銭神１－２９
宮城県大崎市田尻沼部字塩加良４６-８
宮城県大崎市田尻字町128
宮城県栗原市瀬峰新田沢153番地
宮城県栗原市栗駒岩ケ崎六日町47番地
宮城県栗原市栗駒猿飛来上野原東148-5

電話番号
0226-29-5066
0226-22-2030
0224-26-3403
0224-52-1675
0224-52-1543
0224-54-3088
0223-35-2500
0223-22-0222
0223-22-2362
022-392-0906
022-392-3868
022-399-8506
0229-56-2425
0229-39-1428
0229-39-7295
0228-38-4326
0228-45-2712
0228-45-3228

株式会社栄進電気
有限会社 鈴木電気
カサハラデンキ
菅原電化設備株式会社
株式会社 シュウワ
株式会社 ヒシヌマ
大泉電機株式会社
マツダ電気販売株式会社
株式会社レクト
有限会社 鈴川イトウ電器
和田電器
峯田電器株式会社
佐藤無線
株式会社オクヤマ電気工事
阿部無線
有限会社 五十嵐吉蔵商事
株式会社須藤電機

宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1-1
宮城県大崎市古川李埣字前田210-3
宮城県大崎市古川米倉字中田１０－２
宮城県大崎市古川北町３丁目４－２１
宮城県大崎市古川小野字須賀31-1
宮城県大崎市岩出山字通丁32-1
山形県山形市十日町3丁目1-4大泉電機ビル1Ｆ
山形県山形市本町1-２－２１
山形県山形市円王寺町１-２
山形県山形市鈴川町３丁目１－１１
山形県山形市大野目四丁目１番２号
山形県東村山郡山辺町大字山辺1272-4
山形県寒河江市大字白岩110-15
山形県西村山郡西川町大字間沢３０６－１
山形県西村山郡西川町大字吉川２２８－８
山形県山形市桧町2-9-3
山形県山形市城西町四丁目7-18

0228-32-6653
0229-22-2696
0229-23-7157
0229-22-1559
0229-87-3075
0229-72-0147
023-622-3626
023-642-3350
023-631-1919
023-623-3952
023-641-5809
023-664-7912
0237-87-1605
0237-74-2166
0237-74-3019
023-681-4709
023-644-4316

アトム電器山形南店
ナカムラ電器
株式会社 山照電工
山形パナソニック株式会社
桜田電器センター
東北電化工業株式会社
システムエンジニヤリング株式会社
有限会社 齋藤電気
株式会社石山真空
株式会社カイノ電器

山形県山形市大字黒沢２８７－７
山形県山形市蔵王成沢289-67
山形県山形市蔵王松ヶ丘一丁目1番地10
山形県山形市平清水１丁目１番７５号
山形県山形市松山一丁目1-40
山形県山形市青田三丁目９-18
山形県山形市青田三丁目９番１８号
山形県寒河江市大字西根1738-1
山形県寒河江市本町２丁目１０番３号
山形県寒河江市大字寒河江字塩水5番地

023-688-4141
023-688-4816
023-688-8061
023-622-5603
023-623-9935
023-623-0612
023-642-8808
0237-86-6553
0237-86-3233
0237-86-7771
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2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社月岡でんき
尾形電器
多喜電気
有限会社 マルタキ電機商会
有限会社南部電気商会
（有）鈴木デンキ
ワタナベ電器
(有)須貝デンキ
高忠電器
鈴木電気
カラス電機株式会社
パナライフたけうち
有限会社双葉電機商会
株式会社サン配送センター 本社営業所
（有）伊藤電工
黒坂ラジオ店
株式会社新栄
中村電機商会

住所
山形県米沢市金池５-１１－４６
山形県米沢市通町8丁目2-29
山形県米沢市太田町5-1477-3
山形県米沢市門東町2丁目3-26
山形県米沢市門東町２丁目３番１７号
山形県米沢市矢来2丁目5-53
山形県南陽市宮内576-5
山形県西置賜郡白鷹町鮎貝1038
山形県西置賜郡白鷹町浅立３８４１
山形県長井市歌丸１０３７番地
山形県天童市東本町1-2-20
山形県天童市三日町1-5-34
山形県天童市三日町２丁目６－３
山形県天童市東芳賀二丁目11番5号
山形県天童市東長岡4丁目5－35
山形県新庄市金沢1578-1
山形県新庄市大字本合海1053-5
山形県鶴岡市大東町４－３６

電話番号
0238-22-1420
0238-21-5762
0238-38-3233
0238-23-9240
0238-23-1862
0238-21-4047
0238-47-3588
0238-85-2131
0238-85-2373
0238-88-9277
023-654-2255
023-653-2413
023-654-2868
023-655-5970
023-655-4549
0233-22-7018
0233-26-2126
0235-22-2118

株式会社長谷川電器商会
アールあだち
８７デンキ
有限会社ライトグリ－ンショップ
株式会社三立
有限会社ハヤシ電化ショップ
あい電ダイワ・一番館店
株式会社セフティ両羽
パネットあべでんき
有輝電気有限会社
東北電機鉄工株式会社
株式会社イツキ
株式会社ニコ電気
荘内防災工業株式会社
有限会社菊池電気
有限会社 日出輝無線サービス
大津電機店

山形県鶴岡市泉町5-72
山形県鶴岡市城北町２１－３２
山形県鶴岡市伊勢横内字伊勢郷61番地
山形県鶴岡市日枝大塚5番地
山形県鶴岡市白山字興野146-7
山形県鶴岡市友江町19-29
山形県酒田市東泉町3-1-1
山形県酒田市船場町１丁目５－１２
山形県酒田市若宮町2-14-2
山形県酒田市南新町２丁目３番２２号
山形県酒田市大浜１-４－５７
山形県酒田市大宮町三丁目２６－１３
山形県酒田市若竹町２丁目12－17
山形県酒田市亀ヶ崎四丁目２０番１１号
山形県酒田市東町１丁目7番地の１
山形県酒田市東町１丁目9-1
山形県西置賜郡小国町大字小国町156-23

0235-23-3231
0235-24-8435
0235-33-8387
0235-24-2304
0235-24-7226
0235-33-2104
0234-23-5732
0234-23-8290
0234-31-1738
0234-21-9611
0234-33-3440
0234-23-7269
0234-22-6651
0234-24-4334
0234-24-1387
0234-22-3600
0238-62-2329

株式会社ヤマテレ
前田無線
株式会社エスト
スギハラ株式会社
株式会社 河北電気工業
株式会社岸電気商会
高橋なか商店
有限会社キクチテレビ店
奥山電器店
マツヤデンキ

山形県上山市金瓶字石田1-5
山形県上山市南町4-6
山形県上山市十日町６－１６
山形県上山市御井戸丁4-8
山形県西村山郡河北町谷地所岡2丁目9-7
山形県西村山郡河北町谷地所岡三丁目１－７
山形県最上郡真室川町大字大沢908
山形県最上郡最上町大字向町555
山形県最上郡最上町冨澤1354
山形県酒田市字新町３０

023-673-2611
023-672-0968
023-672-2525
023-672-0754
0237-72-7152
0237-72-2172
0233-63-2010
0233-43-2083
0233-45-2513
0234-62-2065
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2019年5月9日更新
登録業者名
あい電まつやま店
平和堂電気部
有限会社トラスト電建
有限会社 伝智屋電化
サイキ電設
阿部家電
あい電 こんの店
伊藤電機商会
アイ・通信株式会社
有限会社鎌一電信建設
秋田家電販売有限会社
株式会社 城南だいでん
神尾電設
有限会社共栄無線
合同会社 鶴田電機商会
株式会社 山徳
たまでん
マスプロ電工株式会社 秋田営業所

住所
山形県酒田市山田26
山形県鶴岡市湯温海甲77番地
山形県鶴岡市上藤島六所畑１０－１０
山形県東田川郡庄内町余目字上朝丸13-1
山形県東田川郡庄内町松陽1丁目2-1
山形県酒田市庭田字西久祢添１０番地
山形県飽海郡遊佐町江地字出戸１８８
秋田県秋田市中通6丁目3-30
秋田県秋田市南通築地１０－３
秋田県秋田市南通築地１０－３５
秋田県秋田市牛島東4丁目1-3
秋田県秋田市牛島東5-5-17
秋田県潟上市天王字北野322-108
秋田県男鹿市船川港船川字外ヶ沢126-3
秋田県男鹿市船川港船川字船川95
秋田県秋田市外旭川字三後田87-6
秋田県秋田市外旭川字大谷地35-2
秋田県秋田市外旭川水口１６０

電話番号
0234-62-2149
0235-43-3165
0235-64-5108
0234-42-3247
0234-42-0888
0234-28-3358
0234-75-3308
018-832-6493
018-893-3509
018-832-4348
018-832-7154
018-833-2040
018-872-2001
0185-23-3612
0185-24-3013
018-868-5606
018-807-7511
018-862-7523

菅原サービス
黒木電器
秋田ディエックス株式会社
株式会社サテライトオフィス秋田
ライト電器有限会社
株式会社日生電機商会
株式会社TEAM CNA ENGINEERING
株式会社サン配送センター 秋田営業所
有限会社 サンカワ
株式会社 八島電機
石上電気商会
菊地電気店
菅原電気工事店
デンカプラザ わたなべ
株式会社とみや
有限会社トップデンキ
電器の尚生

秋田県秋田市手形字扇田３１－１１
秋田県秋田市手形字中台５９－１１０
秋田県秋田市泉北一丁目７番１８号
秋田県秋田市川尻新川町6-15
秋田県秋田市高陽幸町11-24
秋田県秋田市八橋本町３丁目１４－１１
秋田県秋田市八橋南一丁目1-3CNA秋田ケーブルテレビ内
秋田県秋田市新屋天秤野3-7
秋田県秋田市新屋元町22-14
秋田県秋田市将軍野南4丁目1-61
秋田県秋田市将軍野南5丁目１１番１号
秋田県湯沢市森字大屋敷９４－１
秋田県湯沢市山田字田ノ沢５０
秋田県湯沢市前森4-6-8
秋田県湯沢市大町1丁目2-24
秋田県横手市四日町６－１０
秋田県横手市田中町２丁目２０番地

018-832-9841
018-832-6086
018-862-6808
018-863-2718
018-865-1188
018-862-7336
018-811-0690
018-883-1863
018-828-1364
018-853-5081
018-845-2215
0183-73-1424
0183-73-7089
0183-73-3076
0183-73-3148
0182-32-8291
0182-33-6228

電器の柴田
宝電器株式会社
田口デンキ
有限会社欣成電器商会
小西電器修理センター
小松電化
有限会社 小野電気
加賀谷電気
ライフスペースコマツ
電気屋のさとう

秋田県横手市朝倉町6-15
秋田県横手市駅前町3-3
秋田県横手市神明町2-22
秋田県横手市杉目字村後７８-１３
秋田県横手市雄物川町今宿字鳴田125-1
秋田県横手市大雄字上田村東１－４
秋田県横手市大森町大森281
秋田県横手市金沢本町字荒町２７
秋田県大仙市朝日町2--14
秋田県大仙市大曲丸子町１３－３－１１

0182-33-2021
0182-32-2859
0182-32-3414
0182-33-1504
0182-56-2100
0182-52-2602
0182-26-2814
0182-37-3235
0187-63-0980
0187-63-1912
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2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社エレホーム角電
阿部電機
有限会社 ササヤ
有限会社 むつ電器
有限会社石井電気工事
有限会社 共栄電気工事
株式会社 ワカバヤシ
タムラ電気商会
(有)でんきハウスごとう
有限会社ケーテック
日景電機センター
菊広電気商会
有限会社 桂電気工事
カジハタデンキ
芳賀電気うえの
株式会社工藤米治商店
ビデオサウンド
株式会社 タクミ電機工業

住所
秋田県仙北市角館町岩瀬町36
秋田県由利本荘市薬師堂字谷地１８１-－８
秋田県由利本荘市矢島町七日町字七日町15
秋田県由利本荘市小人町26-2
秋田県能代市落合字上前田１３９番地
秋田県能代市浅内字中谷地６２－１
秋田県能代市住吉町10-16
秋田県能代市中和１-４－１１
秋田県能代市青葉町42
秋田県大館市花岡町字七ッ館14-3
秋田県大館市有浦４丁目９－３４
秋田県大館市東台3丁目7-18
秋田県大館市東台五丁目1-49
秋田県大館市柄沢字狐台2-35
秋田県大館市常盤木町12-31
秋田県大館市常盤木町８－９
秋田県大館市常盤木町13-2ビデオサウンド 1ｆ
秋田県大館市櫃崎字大道下１４－３

電話番号
0187-55-1544
0184-23-3963
0184-56-2161
0184-23-0053
0185-55-0973
0185-54-3039
0185-54-5555
0185-52-2867
0185-52-2446
0186-47-1211
0186-42-9618
0186-49-1590
0186-42-4720
0186-42-2702
0186-42-1366
0186-49-3311
0186-49-4388
0186-59-6811

伊藤電気工事
村上 電気
有限会社ホーム電器
サンライトチェーン湖東店
株式会社ワタナベデンキ
水木電気工事店
エルポートシロキ
石川デンキ
有限会社 寺田電気工事
カサミ デンキ
有限会社 北秋電気工事商会
御所野電気商会
有限会社 魚住電器商会
コスモ電化サービス
電器倶楽部やまびこ
電化クリニック
菅原電気株式会社

秋田県大館市片山町三丁目2-23
秋田県にかほ市象潟町浜山126-75
秋田県にかほ市金浦字十二林83-7
秋田県南秋田郡五城目町馬場目字町村98-1
秋田県山本郡三種町志戸橋字新田3-36
秋田県山本郡八峰町峰浜塙字長漕８４－４
秋田県山本郡八峰町八森字中浜３５－１
秋田県能代市常盤字魔面8番地
秋田県大館市岩瀬字下軽石野3-27
秋田県大館市早口字深沢岱5-64
秋田県北秋田市増沢字小瀬渡場３１番地
秋田県北秋田市鎌沢字新屋布49
秋田県北秋田市阿仁銀山字下新町１０１
秋田県鹿角市花輪字下タ町117-18
秋田県鹿角市花輪字下タ町14－7
秋田県鹿角市花輪字小坂1-2
秋田県鹿角市花輪字新田町19番地5

0186-42-3252
0184-43-2931
0184-38-2732
018-852-9889
0185-83-3639
0185-76-2354
0185-77-2323
0185-59-2832
0186-54-2260
0186-54-2212
0186-78-2596
0186-78-2083
0186-82-2053
0186-23-7956
0186-22-1856
090-3363-3745
0186-23-2551

有限会社 小舘電気商会
フォーラムゆぜ
宮忠デンキ商会
合名会社 十文字電化センター
小松電器商会
みうらでんか
アイタックたかはし
イサム電気
オリエント商会株式会社
有限会社清藤電気

秋田県鹿角市十和田毛馬内城ノ下57-9
秋田県鹿角市十和田大湯字上ノ湯28-50
秋田県大館市比内町扇田字下扇田14
秋田県横手市十文字町十五野新田字増田道東83-1
秋田県横手市十文字町上佐吉開83-12
秋田県横手市増田町増田字中町79-2
秋田県大仙市太田町横沢字堀ノ内109ｰ2
秋田県大仙市太田町中里字二十町130-9
青森県青森市第二問屋町三丁目六番八号
青森県青森市四ツ石字里見２７－１

0186-35-3070
0186-37-2203
0186-55-0211
0182-42-2213
0182-42-0022
0182-45-3166
0187-88-1328
0187-88-1065
017-739-0163
017-738-0698
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2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社電器屋ＩＫＯ
株式会社 北洋電設
モリピアみかみ (有）リビングプラザみ
かみ
モリピアすごう
株式会社あおでん
モリピアあべ
平田でんき
有限会社電化プラザヤマザキ
株式会社ディ・システム
（有）ヤマザキ家電
あおでん ひがし店
丸新フジタ電機工業株式会社
有限会社 伊藤通信工業
マスプロ電工株式会社 青森営業所
株式会社 みやにし電化ショップ
やまもと電器
有限会社 朝日電器

住所
青森県青森市新町１-9-22
青森県青森市大字浜田字豊田３７４

電話番号
017-722-3352
017-774-2363

青森県青森市浜田字豊田１２８－２７

017-729-1500

青森県青森市旭町２丁目１－２５
青森県青森市大野前田66-22
青森県青森市千富町1丁目9-5
青森県青森市茶屋町３２番地５号
青森県青森市小柳2丁目1-43
青森県青森市小柳６丁目２４－２２
青森県青森市筒井１丁目11-13
青森県青森市虹ヶ丘1丁目１４－１６
青森県青森市浪打一丁目5番10号
青森県青森市南佃2丁目16-3
青森県青森市松森１-２－８
青森県青森市花園2-17-4
青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田22-9
青森県東津軽郡今別町今別７４－１

017-775-3815
017-729-2866
017-722-9909
090-2950-2261
017-741-0902
017-718-3293
017-741-0901
017-744-1511
017-741-8637
017-743-0143
017-742-4227
017-741-2443
0174-22-2385
0174-35-3672

株式会社アトミック
有限会社サンドーチェーン
フレンドショップ正和
パナデン橋本電器
サンリツ株式会社
金沢電機
サービスセンター小森
有限会社角田通信工業
有限会社 佐々木電気工事
二部電器
有限会社 フナデン
有限会社東北家電
東北家電岬台店
有限会社 アキハバラ電器
浪岡電設有限会社
東興電気株式会社
太洋電設株式会社

青森県八戸市類家五丁目１８－３
青森県八戸市類家五丁目２－１７
青森県八戸市吹上３丁目９－２３
青森県八戸市是川4丁目7-1
青森県八戸市売市2丁目１－３
青森県八戸市南郷字市野沢24-1
青森県八戸市江陽５丁目21-3
青森県八戸市江陽五丁目6-16
青森県八戸市江陽二丁目8-13
青森県八戸市白銀３丁目５－７
青森県八戸市白銀台３丁目２－５
青森県八戸市大字鮫町字上鮫53
青森県八戸市岬台2丁目5番地3号
青森県三沢市幸町1-9-5
青森県三沢市大字三沢字園沢219-4
青森県三沢市大字三沢字前平２８－２９
青森県三沢市大字三沢字中平50-1

0178-38-9086
0178-22-7079
0178-22-5508
0178-96-5270
0178-44-6131
0178-82-2131
0178-46-1589
0178-43-8211
0178-45-9262
090-7074-4845
0178-34-3717
0178-33-1517
0178-34-6255
0176-53-2741
0176-57-1567
0176-58-5570
0176-57-3271

有限会社藤崎電気商会
株式会社 河野電気工業
株式会社新川電気
伊沢電器
株式会社電化堂
有限会社相坂電気
有限会社谷島電気
株式会社大竹電化センター
サカモト電器
株式会社 パナデン杉山電気

青森県三沢市東岡三沢1-79-3ふじさきでんき
青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保１－２４３
青森県十和田市元町西一丁目13-31
青森県十和田市東二十二番町10-41
青森県十和田市東十二番町８－２７
青森県十和田市東五番町１２－２０
青森県十和田市大字藤島字小山35－1
青森県十和田市にし西十三番町26-7
青森県十和田市西三番町１５－５
青森県十和田市西一番町１７－１３

0176-53-8105
0176-55-4662
0176-23-3430
0176-23-8708
0176-23-3866
0176-23-9348
0176-28-3148
0176-23-2302
0176-24-1310
0176-23-3233
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2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社佐々木電気工事
芋田電気株式会社
竹内テレビ修理店
むつテレビ商会
Life・Stage からたち
株式会社 鹿内電機商会 平賀支店
シンデンキ
有限会社アート電気企画
株式会社村岡電気商会
マル山電商
有限会社 稲部電気商会
管電工業株式会社
㈲ささでんき
パナデン佐藤 佐藤でんき店
青弘電業社
嶋津電気 株式会社
有限会社パナプラザおだぎりでんき
有限会社弘伸電器

住所
青森県十和田市大字深持字長根尻９０－１
青森県十和田市大字洞内字後野21-1
青森県むつ市大曲2-2－20
青森県むつ市新町8-22
青森県むつ市新町8番7号
青森県平川市柏木町藤山25-10
青森県平川市新山岡部149-7
青森県平川市猿賀明堂１３５－１
青森県黒石市八甲６９－１
青森県黒石市緑町2丁目105-1
青森県黒石市松原85-3
青森県黒石市緑ヶ丘１０１
青森県弘前市高屋字本宮498-1
青森県つがる市森田町森田月見野104-1
青森県弘前市北横町４５
青森県弘前市大字八幡町2丁目7番地6
青森県弘前市神田一丁目7-8
青森県弘前市境関富岳88-4

有限会社みちのく電気工業
青森県弘前市新里字西里見139-4
城東電気株式会社
青森県弘前市大字城東五丁目１２番地３
なりたでんき
青森県弘前市大字乳井字岩ノ上４５－１
サウンドＢＯＸ
青森県弘前市大字千年３丁目3-20
株式会社 三栄商会
青森県弘前市中野1丁目１３－４
有限会社コアニックス
青森県弘前市泉野三丁目１０－３
株式会社 花正電気商会
青森県弘前市一番町16
有限会社 弘前イレブン
青森県弘前市富士見町３-10
有限会社 青森雪国科学
青森県弘前市桜ケ丘4丁目1-1
ヒロデン株式会社
青森県弘前市大開1-6-23
まるきでんき
青森県弘前市高杉字神原267の8
有限会社 堀川電機商会
青森県弘前市浜の町東5丁目29番地１
渡辺電器店
青森県弘前市浜の町東1丁目3-10
パナデンきくち
青森県弘前市浜の町東3-3-11
有限会社あおもり家電
青森県五所川原市字一ッ谷544-1
山田電器
青森県五所川原市みどり町1丁目1番地
株式会社丸英でんき マルエーデンキ一番青森県五所川原市末広町30-43
館
あおでん富田店
青森県青森市富田1丁目20-45
北都通工株式会社
青森県青森市富田４丁目２９番１０号
モリピア フクシ
青森県青森市千刈4-5－20
松江電機
青森県青森市浪館前田2丁目32-53
株式会社 北電
青森県青森市大字三内字里見92番地4
モリピアナガイ 株式会社
青森県青森市羽白沢田302-5
電化サービス タザワ
青森県南津軽郡田舎館村諏訪堂字村元６
天内電気
青森県青森市浪岡徳才子早稲田２
株式会社 鹿内電機商会
青森県青森市浪岡大字浪岡字細田19番地
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電話番号
0176-23-9701
0176-27-2221
0175-22-2610
0175-22-6406
0175-22-8848
0172-44-3838
0172-57-3353
0172-57-3397
0172-55-6161
090-7564-3947
0172-52-3758
0172-53-1155
0172-82-2803
0173-26-6330
0172-32-6635
0172-34-3736
0172-35-1510
0172-28-3650
0172-26-4333
0172-27-2055
0172-92-3113
0172-87-5806
0172-34-6161
0172-87-6145
0172-32-4261
0172-34-2099
0172-88-2361
0172-88-0343
0172-95-2250
0172-36-5706
0172-32-3460
0172-33-2118
0173-34-3343
0173-34-8822
0173-35-0101
017-781-1384
017-782-5611
017-777-4999
017-766-7352
017-766-7818
017-788-5656
0172-58-4178
0172-62-1360
0172-62-3333

2019年5月9日更新
登録業者名
ヨシマチデンキ
前田でんき
株式会社 星光電器
有限会社 成弘電機
株式会社 長尾商店
松橋電器商会
丸兼電気工事店
パナデン
じん
有限会社エフテップ
CMS おおだいら電気商会
有限会社 協栄設備
木村電気商会
あさひデンキ
有限会社寺沢電器
有限会社イレブン八戸家電
でんきの修理屋
山崎電気商会
大嶋でんき

住所
青森県青森市浪岡本郷岸田5-2
青森県青森市浪岡大字女鹿沢字東種本13-13
青森県つがる市柏稲盛幾世９
青森県つがる市木造藤田61-2
青森県つがる市車力町若林２３
青森県北津軽郡板柳町大字五林平字三宅１７－１９
青森県北津軽郡板柳町大字灰沼字東176-39
青森県北津軽郡板柳町三千石 字 木賊63－17
青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字舘岡３１
青森県三戸郡三戸町川守田字沖中6-21
青森県三戸郡田子町大字田子字田子66-12
青森県三戸郡南部町上名久井字上町8
青森県三戸郡南部町大字福田字あかね2-97
青森県八戸市南白山台2丁目20-1
青森県八戸市高州２丁目2－19
青森県三戸郡階上町道仏字耳ヶ吠3-363
青森県上北郡おいらせ町瓢47-4
青森県上北郡おいらせ町若葉七丁目140-1212

電話番号
0172-62-4413
0172-62-2019
0173-25-2488
0173-42-5569
0173-56-3008
0172-77-3234
0172-72-0148
017-273-5980
0172-75-2211
0179-22-1100
0179-32-3246
0178-76-2106
0178-84-2117
0178-23-4103
0178-38-8797
090-4551-9086
0178-56-3535
0176-57-2875

有限会社 佐々木時計電器
昭和電気株式会社
株式会社 佐々木商店
フジサワでんき
田中テレビ店
船橋電器
モリピアサイトウ
電化プラザたて
有限会社きたやま
ハマダ電気
有限会社 テックニシボリ
六洋電気株式会社
株式会社ナカオ
ワタナベ電器
でんき倶楽部ささや
株式会社サン配送センター
有限会社 大芝

青森県上北郡おいらせ町上明堂86-11
青森県上北郡七戸町字荒熊内149-5
青森県上北郡六ヶ所村倉内字道ノ下115
青森県東津軽郡平内町小湊字小湊163-1
青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊１２５－６
青森県東津軽郡平内町大字藤沢字竹達1-23
青森県青森市浅虫蛍谷87-115
青森県上北郡六ヶ所村泊焼山５４７
青森県むつ市大畑町新町9
青森県むつ市大畑町南町14番地1
青森県むつ市川内町川内310
福島県福島市南矢野目字向原２２
福島県福島市南矢野目字道下43-11
福島県福島市北矢野目字原田67-10
福島県福島市笹谷字南田16－3
福島県福島市笹谷字北田13-17
福島県伊達市梁川町字大町一丁目１番地

0178-52-3169
0176-62-2506
0175-75-2039
017-755-3522
017-755-3141
017-755-2788
017-752-2420
0175-77-2579
0175-34-5586
0175-34-5044
0175-42-2429
024-553-6478
024-557-5250
024-557-6643
024-558-5331
024-558-8704
024-577-3505

福島県伊達市霊山町掛田字新町２
福島県伊達市霊山町掛田字町田6-2
福島県伊達郡川俣町飯坂字六枚２８－２
福島県伊達郡川俣町字後田17
福島県福島市森合町3-18
福島県福島市森合字高野16-12
福島県福島市森合字小松原15-8
福島県福島市森合川前1-2
福島県福島市笹木野字日井古屋41-1
福島県福島市西中央4丁目95

024-586-2684
024-586-2443
024-565-3936
024-565-3451
024-534-3090
024-558-0377
024-557-8225
024-534-8845
024-597-6531
024-531-5211

福島営業所

オオカワラ家庭電器
ヒグチ電器
藤サービス
有限会社せっけんや
株式会社ハッピー商会
有限会社ピックアップタイヨー
株式会社日栄福島店
プラネットヒロノ
株式会社ゴダイ電気
有限会社 近野電器店
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2019年5月9日更新
登録業者名
住所
有限会社 松田電機商会
福島県福島市北町１番５号
有限会社 山田電器
福島県福島市豊田町1-6
プラネットササキ（有限会社ササキ家電）福島県福島市御山字稲荷田３５－１プラネットササキ
有限会社 日栄電気
福島県福島市御山字稲荷田58番地
有限会社ノーステック
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字後原230
有限会社 レッツななうみ
福島県須賀川市茶畑町39
有限会社 アラテック
福島県郡山市安積町笹川吉田28-164
有限会社 山内電設
福島県郡山市大槻町字牛道2-31
有限会社 イシザワデンキ
福島県郡山市大槻町字針生前田１５４－３
岩通東北株式会社
福島県郡山市柏山町2番地
富士家電サービス
福島県郡山市逢瀬町多田野字宮南66-1
光栄電気通信工業株式会社
福島県郡山市待池台一丁目55－33
情報コネクト株式会社
福島県郡山市喜久田町字双又39-1
株式会社遠藤電気通信
福島県郡山市田村町金屋字上川原299
中田電化センター
福島県郡山市中田町柳橋字町527番地
浮金電化サービス
福島県田村郡小野町大字浮金字羽柳４２の１番地
イワフネ電器
福島県田村市船引町大倉字鐇田９８
松本電機商会
福島県東白川郡矢祭町東舘字舘本45

電話番号
024-521-3344
024-522-5414
024-535-8917
024-533-9010
0248-25-5551
0248-75-1019
024-947-1871
024-931-8871
024-923-9194
024-951-1050
024-957-2638
024-963-1028
024-963-1001
024-941-5868
024-973-2032
0247-73-2814
0247-84-2713
0247-46-2064

（有）ましこデンキ
プラネット クマタ
株式会社 タツミ電工
有限会社橋本ラヂオ商会
マスプロ電工株式会社 郡山営業所
株式会社バンダイ通信
株式会社あさか電機
有限会社 福長電器
東北サンエス株式会社
A電気株式会社
株式会社でんきの日栄
DXアンテナ株式会社郡山出張所
株式会社 下山電工
でんきのやまや
有限会社 オーディオ・レオ
でんき倶楽部ひぐち
星電機商会

福島県東白川郡矢祭町東舘字石田1-10
福島県東白川郡矢祭町下石井字駒橋78-1
福島県田村郡三春町山田字戸之内88
福島県田村郡三春町字大町30
福島県郡山市冨田町墨染８－１
福島県郡山市富田東二丁目８２番地
福島県郡山市富久山町久保田字久保田２２１番地
福島県郡山市富久山町久保田字三御堂１２２番地の８
福島県郡山市方八町二丁目7-1
福島県郡山市開成２丁目４０－９
福島県郡山市菜根2丁目11-10
福島県郡山市深沢1丁目8-23大槻ビル1階
福島県二本松市大壇１２１番地－２
福島県会津若松市東千石２-３－３１
福島県会津若松市米代２丁目８－９
福島県喜多方市西四ツ谷281
福島県大沼郡金山町中川字大田面1508

0247-46-2172
0247-46-3822
0247-62-8215
0247-62-2818
024-952-0095
024-923-4661
024-922-5741
024-932-4946
024-944-3250
024-934-1121
024-922-3823
024-921-7131
0243-22-0738
0242-26-6828
0242-28-0154
0241-23-1441
0241-55-3030

株式会社富士久
株式会社デジソンヒナタ
株式会社ロード
本芝
株式会社ケーアイエンジニア
有限会社高橋電器
株式会社パナレイク
株式会社サトーデンキ
松永商会
有限会社 山田電気

福島県南会津郡只見町黒谷御蔵前1107
福島県岩瀬郡鏡石町中央１５８
福島県本宮市荒井字長山70番地
福島県本宮市本宮字仲町２１－２
福島県本宮市糠沢字礼堂323-25
福島県伊達郡桑折町大字谷地字南５－２
福島県耶麻郡猪苗代町字芦原９２－１
福島県耶麻郡猪苗代町字本町14
福島県喜多方市塩川町字中町1930
福島県喜多方市塩川町東栄町2-5-6

0241-84-2121
0248-62-3797
0243-24-5107
0243-33-3821
0243-24-1557
024-582-6222
0242-62-4881
0242-62-3318
0241-27-2131
0241-27-3255
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2019年5月9日更新
登録業者名
おおば家電
一般社団法人西会津ケーブルネット
有限会社 五十嵐電気商会
デンキのムロイ
有限会社 佐藤電気商会
有限会社 長田電気工業
有限会社 坂本総合防災メンテナンス
ヨシダラジオ合同会社
有限会社 塩電機商会
有限会社エルグ
株式会社ネモトムセン
伊藤ミシン電機店
株式会社平成
でんきプラザおかだ
株式会社東明電設
大平電気工業株式会社
(有)カナザワ電器
株式会社稲元電気

住所
福島県喜多方市塩川町会知字深町67-3
福島県耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙３２３１
福島県南会津郡下郷町湯野上五百地乙193-10
福島県南会津郡下郷町大字中妻字大百刈56-1
福島県大沼郡会津美里町字高田3234-1
福島県河沼郡会津坂下町字石田１５１５－６
福島県いわき市折戸字岸浦68-2
福島県いわき市平字仲間町79
福島県いわき市平字作町一丁目１０－１
福島県いわき市平上荒川桜町１８―４
福島県いわき市郷ヶ丘1丁目３－６
福島県いわき市中央台高久1丁目２６－８
福島県いわき市小名浜林城字塚前２３－１
福島県いわき市小名浜住吉字道下32
福島県いわき市小名浜南君ヶ塚町21番地の２４
福島県いわき市泉町1丁目17-2
福島県いわき市泉町2-13-6
福島県いわき市泉町5-10-1

電話番号
0241-27-7705
0241-45-4461
0241-68-2547
0241-67-2104
0242-54-3795
0242-83-2536
0246-55-5638
0246-23-4754
0246-25-4258
0246-51-6234
0246-28-3739
0246-38-6005
0246-58-0047
0246-58-4078
0246-53-2486
0246-56-4714
0246-56-4017
0246-38-7322

有限会社 中村電気工事
三幸電気
有限会社 名和電器商会
株式会社メディアいわき電設
小池電気通信
相双地区電気工事協同組合
小丸電気有限会社
小田電機
株式会社トウゲン
（有）渡辺電気商会

福島県いわき市桜ヶ丘一丁目65
福島県いわき市内郷御厩町番匠地１６
福島県いわき市内郷内町磐堰24-4
福島県いわき市内郷御台境町御台1-9
福島県いわき市金山町東台２６０
福島県南相馬市原町区高見町二丁目７番地
福島県南相馬市原町区大木戸字八方内９４
福島県いわき市勿来町窪田町通4-67
福島県双葉郡富岡町中央1丁目１４６
福島県双葉郡浪江町権現堂字町頭２

0246-44-4884
0246-26-7040
0246-26-1681
0246-26-2443
0246-63-3262
0244-22-1951
024-422-0271
0246-64-7361
0240-22-7355
090-1937-4320
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