登録業者一覧
2019年5月9日更新
登録業者名
遊ingユタカうしかわ店
パナステージわたなべ
エディオンハタノ電気
株式会社 富安電機商会
パナステージサントウ
朝日電化
株式会社ムラタ電気
(有)橋山電器商会
有限会社オールデイズ
株式会社フクモト電設
マスプロ電工株式会社 豊橋営業所
有限会社 村田電器サービス
有限会社ファーミイ
伸政富安通信特機株式会社
有限会社ユアーランド
パナランドオオスギ

住所
愛知県豊橋市東小鷹野四丁目1-12
愛知県豊橋市東岩田三丁目1番地の4
愛知県豊橋市御園町7丁目39番地
愛知県豊橋市下地町字天神32-1
愛知県豊橋市伝馬町224
愛知県豊橋市飯村町字茶屋１２２番地２
愛知県豊橋市三ノ輪町１-３６
愛知県豊橋市三ノ輪町５－１９
愛知県豊橋市東幸町字大山23-2
愛知県豊橋市東幸町字東明159-4
愛知県豊橋市前田中町２-１５クラスカ１F
愛知県豊川市伊奈町正庵89-124
愛知県豊川市赤坂町池河内１６４－２
愛知県豊橋市石巻平野町字張原113-1
愛知県豊橋市石巻町字間場50-4
愛知県豊橋市石巻本町北市場５３番地の１

電話番号
0532-63-1820
0532-62-6572
0532-55-6686
0532-54-5668
0532-61-7166
0532-62-1458
0532-61-3133
0532-61-7391
0532-61-7303
090-7617-5700
0532-57-2522
0533-72-5472
0533-87-5005
0532-88-0835
0532-88-1225
0532-88-0537

ニシダデンキ
PLAZAイノウエ
オジマヤ電気
ミカワムセン
五並電器
大石電器
スズキ電器
株式会社サイテックス
有限会社 山口電気
彦坂電機商会
株式会社大勝堂
株式会社フレミング
有限会社 ホーナン家電
ワークジー
株式会社 林電工
トミヤスデンキ
有限会社松下商店

愛知県新城市富岡字大屋敷１－１
愛知県新城市宮ノ前3番地
愛知県新城市長篠字段子2-9
愛知県豊田市桑原町鐘鋳場286番地
愛知県豊橋市細谷町北芋ケ谷30-47
愛知県豊橋市大岩町字西郷内２９番地
愛知県愛知県田原市田原町築出34-7
愛知県田原市田原町東馬洗３６－３
愛知県田原市野田町向海道28
愛知県田原市赤羽根町四貫目８５
愛知県田原市福江町原の島３４番地
愛知県豊橋市北山町37-6イーグル北山１Ｆ
愛知県豊橋市南大清水町字富士見736番地の2
愛知県豊橋市草間町平東115-9
愛知県豊川市小桜町８７－１
愛知県豊川市東光町3丁目13番地
愛知県豊川市桜木通り4丁目7

0536-26-0067
0536-23-0919
0536-32-0104
0565-82-3131
0532-21-1512
0532-41-0603
0531-22-5982
0531-23-0012
0531-25-0106
0531-45-2132
0531-32-0163
0532-29-8697
0532-25-3412
0532-48-6912
0533-86-5017
0533-84-5238
0533-86-3404

アダチ電気株式会社
有限会社 フジタデンキ
株式会社小林電機
エディオンきょうばし店
株式会社 石川電設
ナガシマテレビ株式会社
白川電器
株式会社 松下電機
エディオンたにやま
有限会社 さくらやデンキ

愛知県豊川市牛久保町大手33
愛知県蒲郡市大塚町西島125-1
愛知県蒲郡市三谷町若宮175
愛知県蒲郡市宝町１９－１４
愛知県蒲郡市緑町１７－５
愛知県蒲郡市中央本町12-16
愛知県蒲郡市本町8-13
愛知県蒲郡市形原町三浦町１２番地８
愛知県岡崎市大平町家下33
愛知県岡崎市中町５丁目８－１１

0533-85-2323
0533-59-8518
0533-68-3834
0533-68-3082
0533-68-0311
0533-68-4079
0533-68-3408
0533-57-5228
0564-23-8501
0564-21-4921
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2019年5月9日更新
登録業者名
清水電器
プラスでんき こが
プラスでんきイトウ 伊藤電気
株式会社ハローテック
みうらでんき
有限会社イシカワ通信
株式会社 アイライフ石川 岡崎南店
株式会社フカツ 一色店
株式会社中川でんき
サンエス南店
ユアーズすずき
有限会社 伊太利屋
葵無線サービス
プラスでんき ハシラ東
プラスでんき ハシラ
たけかわでんき
有限会社スズキ電器
株式会社 ライズ

住所
愛知県岡崎市伝馬通1丁目70番地店舗
愛知県岡崎市康生通東2丁目53番地
愛知県岡崎市能見町257
愛知県岡崎市稲熊町３丁目１０５－２フカツ稲熊店
愛知県額田郡幸田町芦谷仲田103
愛知県額田郡幸田町深溝西池田22－2
愛知県岡崎市土井町柳ヶ坪２５
愛知県西尾市一色町前野新田61-1
愛知県西尾市一色町酒手島東中通３２
愛知県西尾市一色町一色南屋敷56
愛知県西尾市吉良町吉田平ケ山3
愛知県西尾市鳥羽町八反田18-5
愛知県岡崎市緑丘３-１７-１２
愛知県岡崎市庄司田１丁目１１番地２
愛知県岡崎市柱町南屋敷117
愛知県岡崎市八帖北町１７番地4
愛知県安城市東町荒井55-7
愛知県岡崎市鴨田南町2丁目3

電話番号
0564-21-1361
0564-21-3378
0564-21-3081
0564-74-3678
0564-62-0331
0564-63-0959
0564-72-6231
0563-72-3945
0563-72-7471
0563-72-8131
0563-32-0418
0563-62-5828
0564-53-8900
0564-52-3818
0564-51-4308
0564-22-3467
0566-99-3800
0564-64-7717

鈴木電気
(有)高瀬電気商会
愛電館おがさわら
株式会社フカツ 西尾本店
株式会社シンワテック 西尾営業所
株式会社電化ショップ米津
エディオン エルカワムラ店
有限会社まるさん電気
株式会社 笠原ダイホー電気
有限会社 ナカガワ電気
株式会社アイライフ石川
株式会社岩間電気工事
株式会社アサヒデンキセンター
有限会社 アイユー
有限会社豊明電気商会
マツヤデンキ刈谷山田電気商会
株式会社 正音堂 刈谷店

愛知県豊田市押井町東之坂１８
愛知県豊田市島崎町築和合3076-2
愛知県西尾市熊味町西平角６２－１
愛知県西尾市寄住町洲田３８
愛知県西尾市八ツ面町後土１４－３
愛知県西尾市米津町宮浦３１－６
愛知県西尾市幸町5番地１
愛知県安城市里町出崎１４５
愛知県安城市法連町13-21
愛知県安城市安城町甲山寺56-7
愛知県安城市朝日町２２－７
愛知県安城市福釜町蔵前１９１
愛知県碧南市山神町2-92
愛知県刈谷市井ヶ谷町青木56-1
愛知県刈谷市井ヶ谷町井田８－１
愛知県刈谷市中手町2-112
愛知県刈谷市高松町3丁目63
愛知県名古屋市中村区名駅南四丁目１０番１８号松興ビル
４F
愛知県名古屋市西区香吞町5丁目73番地
愛知県名古屋市西区天塚町1丁目117
愛知県名古屋市西区城西４丁目18－8

0565-68-3558
0565-68-2604
0563-56-2608
0563-56-7330
0563-53-7155
0563-56-5005
0563-57-3589
0566-97-9492
0566-76-1030
0566-76-4708
0566-76-5377
0566-77-4166
0566-42-5550
0566-36-6218
0566-36-4850
0566-21-1165
0566-23-1248

株式会社

シンコーワ

有限会社 米本勝行電機商会
ユーハートクニイ
有限会社カガミ電器
サンワコムシスエンジニアリング株式会社愛知県名古屋市西区八筋町226
東海支店
株式会社東海エアーシステム
愛知県名古屋市西区平中町58
電化ワールド清洲店
愛知県清須市西田中長堀96番地
東芝ストアー松屋
愛知県清須市清洲2丁目3番地3
有限会社小林電機
愛知県清須市清洲田中町48-1
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052-533-5077
052-521-5744
052-522-2301
052-531-6850
052-325-6062
052-505-0050
052-409-4630
052-400-3538
052-400-1877

2019年5月9日更新
登録業者名
中京電化株式会社
宮島電器商会
有限会社 ナカイ
吉田電気設備工事株式会社
有限会社 富田電機商会
サン電子株式会社 名古屋営業所
株式会社タカマ

住所
電話番号
愛知県清須市春日川中１４０－１
052-409-5180
愛知県名古屋市中村区竹橋町31-12
052-451-4008
愛知県名古屋市中村区栄生町9-22
052-471-3573
愛知県名古屋市中村区大宮町３丁目２８番
052-481-2261
愛知県名古屋市中村区向島町4丁目14番地
052-411-9321
愛知県名古屋市中村区烏森町6丁目112
052-482-3651
愛知県名古屋市中川区西日置1-4-8
052-331-5608
愛知県名古屋市中川区西日置2丁目3番5号名鉄交通ビル
藤倉電気工業株式会社 名古屋営業所
052-339-2341
608号
シャープマーケティングジャパン株式会社愛知県名古屋市中川区山王3丁目5番5号シャープ名古屋ビル 052-332-2628
カスタマーサービス社
3階
株式会社ワンストップサポート 中部営業愛知県名古屋市中川区山王3丁目5-5シャープ名古屋ビル
052-332-3028
所
株式会社服部電器チェーン ＮＥＴＺハッ愛知県名古屋市中川区牛立町2丁目63番地の3
052-361-7688
トリ
有限会社 誠電
愛知県名古屋市中川区丸米町１-２４エディオン丸米店内
052-353-3080
株式会社TJ Sys-Tec
愛知県名古屋市中川区荒子町小城104番地6
052-363-2382
株式会社 陽光電気工業
愛知県名古屋市中川区中郷四丁目３８番地
052-362-2131
株式会社トーエネック 情報通信統括部 愛知県名古屋市港区千年3-1-32
052-659-1153
株式会社古田電機商会
愛知県名古屋市港区名港1-19-6
052-661-1798
タナカ電化センター
愛知県名古屋市港区 中之島通２－７
名鉄EIエンジニア株式会社
愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目3番36号
株式会社フナカタ
愛知県名古屋市熱田区一番二丁目24-3
有限会社佐々木ムセン
愛知県名古屋市南区外山2-12-23
パナホーンズほんてん
愛知県名古屋市南区城下町3丁目13番地ー１
メイデン東海
愛知県名古屋市南区中割町4丁目１１３
有限会社アワーズ道徳
愛知県名古屋市南区豊田一丁目１４番４号
長江電器商会
愛知県名古屋市南区道徳通1丁目1番地の5
ラヂオ桃山
愛知県名古屋市緑区桃山２-９－１
マコー電化
愛知県名古屋市緑区ほら貝1丁目100番地-1
愛電館なるみ （ （資）ナルミ無線商会愛知県名古屋市緑区六田１丁目85番地の2
）
株式会社 加賀コーポレーション
愛知県名古屋市緑区鳴海町字嫁ケ茶屋199番地の３
有限会社 エダ電器
愛知県名古屋市緑区松が根台２３０－５
株式会社千年電子
愛知県名古屋市緑区大清水東８２０番地
でんきのコンドウ
愛知県名古屋市緑区大高町江明36-2
合資会社 誠電社
愛知県名古屋市中区新栄一丁目６番８号
ケーブルシステム建設株式会社
愛知県名古屋市中区千代田二丁目２１番１８号

052-651-2995
052-678-1511
052-652-2465
052-822-7077
052-821-8555
052-611-0412
052-691-6513
052-691-1853
052-877-2744
052-710-2805

株式会社 源
有限会社 三輝電気
有限会社ハヤシ家電
パナホーンズさとう
株式会社宮田電器商会
まさき電設株式会社
有限会社デジタルナゴヤ
DXアンテナ株式会社中部支店
合同会社 ヤナデン
パナライフ星ヶ丘

052-933-4777
052-936-4398
052-901-9648
052-901-7591
052-981-0650
052-914-8457
052-991-3004
052-919-6531
052-776-0018
052-781-3828

愛知県名古屋市東区芳野一丁目17番22号
愛知県名古屋市東区百人町30-3
愛知県名古屋市北区楠5-703
愛知県名古屋市北区東味鋺１丁目２２０８
愛知県名古屋市北区光音寺町字野方1919番地の63
愛知県名古屋市北区上飯田北町3-13
愛知県名古屋市北区大曽根4丁目８－６３
愛知県名古屋市北区柳原2丁目8番3号ダイゴビル２・3Ｆ
愛知県名古屋市守山区向台一丁目1807番地
愛知県名古屋市千種区井上町１２８番地
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052-623-0259
052-891-2869
052-891-5020
052-876-8862
052-621-2425
052-241-4131
052-242-7885
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登録業者名
パナライフ高見店
有限会社パナライフ岩本
三愛通信設備株式会社 名古屋支店
株式会社 丸山電気工事
有限会社 マキデンキ
株式会社ギガス
中央電気工事株式会社
でんきパル はない
有限会社ナカデン
日本アンテナ株式会社 名古屋支店
合資会社 パネット衆星堂
有限会社 電化サロンきとう
株式会社宮井電機商会
シラスナ原店
株式会社フナカタ一ツ山店
竹内浴槽株式会社
森山電気株式会社 天白営業所
株式会社ユーズてんぱく

住所
愛知県名古屋市千種区若水三丁目28-11
愛知県名古屋市千種区田代本通４丁目１番５号
愛知県名古屋市名東区香流３-１０１３
愛知県名古屋市名東区小池町462-2
愛知県名古屋市名東区高針１丁目１７０１番地
愛知県名古屋市名東区高社2-130
愛知県名古屋市中区栄三丁目１４番２２号
愛知県名古屋市瑞穂区釜塚町2丁目42番地の2
愛知県名古屋市瑞穂区北原町１-３
愛知県名古屋市瑞穂区塩入町18番1号
愛知県名古屋市瑞穂区大喜新町2丁目10番地
愛知県名古屋市瑞穂区平郷町1丁目16
愛知県名古屋市天白区鴻ノ巣2丁目1801番地
愛知県名古屋市天白区原３丁目805-2
愛知県名古屋市天白区山郷町７４
愛知県名古屋市天白区野並３-４１５
愛知県名古屋市天白区中坪町１９１
愛知県名古屋市天白区植田南1丁目204番地

株式会社日進山田電機
愛知県日進市南ヶ丘一丁目２７－４
(株)スズキ電化センター和合店
愛知県愛知郡東郷町和合ヶ丘1-3-12Let’s わごう
マスプロ電工株式会社 名古屋支店
愛知県日進市浅田町上納８０番地
（有）山田電機
愛知県豊田市平戸橋町太戸８－８
（有）パナステーションアオキ
愛知県豊田市青木町５-３－７
渡辺電気工事
愛知県豊田市東保見町薮下577番地の1
本藤デンキ
愛知県豊田市御船町洞口7番地4
プラスでんきいいの
愛知県豊田市藤岡飯野町池下５２８－１
ムトウ電工社
愛知県豊田市永太郎町惣作69-5
株式会社フカツ 前後店
愛知県豊明市新栄町4丁目113-5
有限会社 パナステ―ションハマデン
愛知県豊田市永覚新町３丁目６９番地１
成田商店株式会社
愛知県知多郡東浦町石浜青木５２番地
株式会社にいみ電気
愛知県知多郡東浦町藤江大坪48-27
モミヤマデンキ
愛知県知多郡武豊町六貫山一丁目８９番地
有限会社パナックスいちぎ
愛知県豊田市市木町岩本１７番地１２
株式会社加茂ホーエー家電 コスモスベリ愛知県豊田市宮上町８丁目２６番地
ーズ宮上店
スピード商会逢妻店
愛知県豊田市逢妻町2丁目39番地－４
一星電気株式会社
愛知県豊田市久保町２丁目2－9
第一家庭電器株式会社
愛知県豊田市美里5丁目1番地10
有限会社正音堂電化センター豊田店
愛知県豊田市丸山町10丁目58番地
ニッコウ電気
愛知県豊田市下市場町5丁目107番地
有限会社でんきハウス三輪
愛知県豊田市竹町宮下６５番地
文貴通信株式会社
愛知県豊田市若林東町棚田162-12
株式会社共栄
愛知県豊田市高岡本町中部348
愛知県大府市共和町1丁目2番地の1シーキューブ共和ビル
株式会社フィット・クリエイト
２階
株式会社スズキ電化センター
愛知県大府市共和町4丁目88-5
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電話番号
052-711-1321
052-364-9855
052-772-6265
052-771-7292
052-701-4787
052-726-9008
052-249-2713
052-837-6043
052-851-1367
052-822-3321
052-882-5528
052-881-8406
052-847-0181
052-801-7191
052-801-6722
052-892-5261
052-896-3123
052-805-9378
0561-72-2601
0561-38-0136
052-802-2233
0565-45-1129
0565-44-0707
0565-48-0417
0565-46-2626
0565-76-2676
0565-65-2072
0562-98-3054
0565-28-0130
0562-83-7857
0562-83-2366
0569-73-1811
0565-88-2024
0565-32-2250
0565-33-7002
0565-32-0533
0565-80-1713
0565-28-4866
0565-33-7801
0565-52-3146
052-626-4001
0565-52-0029
0562-85-5191
0562-47-8984

2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社 尾前電気工事
五月堂
有限会社 吉田電気商会
山本電器商会
有限会社 原辰電化センター
くわやま むせん
青海でんき
パナショップ扶桑
株式会社ＢＢＳ アイシン電気本店
天野電気商会
有限会社 電化のキモト空港店
有限会社 ナショナルヤガタ東山
パナショップ品野
パナショップ北名古屋
株式会社丸一電気工事
電化ワールド西春店
パナショップ春日
パナショップ岩倉栄

住所
愛知県半田市大池町2-35
愛知県半田市栄町３丁目１２０番地
愛知県半田市本町５丁目２０番地
愛知県東海市富貴ノ台４丁目１３５番地
愛知県知多市巽が丘２丁目１６８番地
愛知県常滑市金山字会下前2番地の4
愛知県常滑市大野町3-38
愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字中郷7
愛知県丹羽郡扶桑町柏森中島４０１
愛知県丹羽郡扶桑町柏森辻田8-1
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場伊勢山１８５番地
愛知県長久手市久保山1503番地
愛知県瀬戸市品野町4丁目２８番地
愛知県北名古屋市弥勒寺東2丁目275
愛知県北名古屋市西之保神ノ戸122番地
愛知県北名古屋市九之坪天神49-1
愛知県北名古屋市中之郷諏訪85
愛知県岩倉市栄町二丁目72番地

有限会社古田電機
愛知県江南市宮後町砂場西144
酒井電気工事株式会社
愛知県江南市赤童子町良原161-1
秦電化センター合資会社
愛知県江南市布袋町南164番地
岩田燃料株式会社
愛知県江南市布袋町西178
エディオンヒラキ
愛知県江南市中奈良町本郷東１
有限会社タキデンキ
愛知県江南市前飛保町河原３３ピナ２Ｆ
有限会社丸美電気商会
愛知県犬山市大字五郎丸字下前田６０－１
有限会社仙石電気工事
愛知県犬山市丸山天白町３６番地
(有)中川電化センター
愛知県犬山市犬山薬師3-10
吉野電化ショップタガタ店
愛知県小牧市久保一色1181-2
株式会社 玉置電器
愛知県小牧市岩崎７２番地
株式会社 イトデン
愛知県小牧市郷中2-7-1
電化ワールド小牧店
愛知県小牧市常普請2丁目193-1
丹羽電化サービス
愛知県小牧市大字村中１２１７－２
千葉電化株式会社
愛知県春日井市中央通２丁目４番地
佐久間無線
愛知県春日井市鳥居松町１丁目１７７
パナホーンズざんま
愛知県春日井市稲口町4-4-7
株式会社ジョイフル設備 パナショップ味愛知県春日井市西本町1丁目8-4
美
パナショップほった
愛知県春日井市出川町2丁目10-11
杉浦電器春日井店
愛知県春日井市白山町8丁目4番地5
有限会社ドリームワン柴田
愛知県尾張旭市新居町今池下2904番地
有限会社 スズデン
愛知県瀬戸市新郷町１３６
有限会社池田電気 でんきＰＡＬ池田瀬戸愛知県瀬戸市幡野町321-1
店
有限会社 春日屋商店
愛知県瀬戸市石田町139番地
ＮＤＳ株式会社 社会インフラ事業本部 愛知県あま市下萱津替地1056
パナショップ両郷
愛知県一宮市両郷町5丁目15番地3
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電話番号
0569-28-0286
0569-21-0550
0569-21-0766
052-603-1426
0562-34-8125
0569-42-1314
0569-42-0923
0587-93-0469
0587-50-8787
0587-93-2438
0568-28-6127
0561-62-6131
0561-41-0351
0568-21-1530
0568-70-3214
0568-22-0455
0568-22-8958
0587-37-6846
0587-56-3636
0587-56-2561
0587-56-3250
0587-55-0118
0587-54-4526
0587-54-5767
0568-61-0086
0568-62-1617
0568-61-0700
0568-73-6035
0568-76-4578
0568-72-2791
0568-72-8740
0568-72-7250
0568-81-2788
0568-81-4684
0568-34-4433
0568-31-8498
0568-52-3725
0568-51-8756
0561-54-7078
0561-85-5001
0561-83-7100
0561-82-5552
052-445-2192
0586-72-7059

2019年5月9日更新
登録業者名
住所
株式会社蘇東電機商会
愛知県一宮市浅井町西浅井弐軒家27
株式会社エフコム
愛知県一宮市佐千原字天神31番地２
秋田電器有限会社
愛知県一宮市高田字井川１９
パナショップ奥町
愛知県一宮市奥町字下口西34-2
ゴトームセン
愛知県一宮市奥町貴船前８１番地
株式会社コスモ電機
愛知県一宮市萩原町萩原字古井溝１４６９－１
パナショップ千秋
愛知県一宮市千秋町佐野３１００－１
電化サロン NICEITO
愛知県一宮市伝法寺6丁目15番地２サンハイツイトー１階
盛光電気
愛知県一宮市森本３丁目６番８号
株式会社アイ・シー・シー
愛知県一宮市栄４丁目６番８号一宮商工会議所ビル６階
五藤電化センター
愛知県一宮市馬見塚字郷内３２番地２
パナショップ昭和
愛知県一宮市昭和2丁目11-6
有限会社 東電
愛知県一宮市大和町馬引字南正亀15-3
浅井秀波堂
愛知県一宮市竹橋町２９－１
有限会社ウシダ電器 エディオン稲沢奥田愛知県稲沢市東緑町1-43-1
店
ニシガキ電機
愛知県一宮市木曽川町黒田南新開77-5
Star Antena
愛知県一宮市木曽川町黒田字山36

電話番号
0586-53-6777
0586-85-9997
0586-78-0016
0586-62-5774
0586-62-3625
0586-69-5546
0586-76-6123
0586-76-8077
0586-72-7765
0586-26-2766
0586-76-3290
0586-44-1963
0586-45-5401
0586-45-5922

シバデンキ
一宮愛電館コクリュウ
宮田電気商会
株式会社 電化のホッタ
有限会社 NKシステム
株式会社 ヨシヅヤストアー
有限会社ワタナベデンキ
(有)東松電器七宝店
コヤマ電化センター
株式会社 港南テック
パナショップ弥富
エディオン弥富中六店 早川電機
株式会社後藤無線商会
アルファーデンキ
株式会社グリーンサービス
有限会社 加茂電設
マスプロ電工株式会社 岐阜営業所

愛知県一宮市開明字馬保里68-1
愛知県一宮市祐久字十間城38番地
愛知県稲沢市祖父江町祖父江南方60-1
愛知県稲沢市祖父江町山崎鶴塚８１番地
愛知県津島市愛宕町6丁目30-1
愛知県津島市新開町1丁目6番地
愛知県あま市七宝町遠島萱苅島海田1948-6
愛知県あま市七宝町川部折戸62番地1
愛知県海部郡蟹江町大字今字二之坪５５
愛知県弥富市鯏浦町気開167番地
愛知県弥富市鯏浦町南前新田28-2
愛知県弥富市鯏浦町中六５１－７
岐阜県岐阜市金園町８丁目10番地
岐阜県岐阜市月丘町2丁目28番地
岐阜県岐阜市北一色10-4-11
岐阜県岐阜市蔵前2丁目10番1号
岐阜県岐阜市茜部寺屋敷１丁目３２

0586-45-4537
0586-69-5271
0587-97-0139
0587-97-4360
0567-22-2726
0567-23-7100
052-443-1501
052-442-8777
0567-95-0317
0567-67-5222
0567-65-0213
0567-67-0327
058-245-5356
058-246-8911
058-216-5522
058-246-6440
058-275-0805

アプロ通信株式会社
株式会社東光電工社
三協電子工業株式会社
弘中電機株式会社
ホームパートナーたかはし
小塩通信株式会社
有限会社 宇野電化センター
マンスケパネレクト
テクスえんどう
武藤電機

岐阜県岐阜市茜部菱野４-１３４
岐阜県岐阜市茜部菱野二丁目113-1
岐阜県岐阜市加納矢場町１丁目３７番地
岐阜県岐阜市茜部大川1-97-1
岐阜県岐阜市宇佐東町１-１７
岐阜県岐阜市敷島町７丁目３４番地
岐阜県岐阜市加納西広江町１丁目１４番地
岐阜県岐阜市加納本町６-１６
岐阜県岐阜市加納愛宕町13番地
岐阜県岐阜市真砂町5-22

058-272-3016
058-273-8855
058-271-8843
058-275-6881
058-274-7821
058-253-0117
058-272-1324
058-271-5334
058-272-0318
058-251-8519
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0587-32-5368
0586-87-0852
0586-58-1698

2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社昭和電機
片岡デンキ
有限会社エヌケー
有限会社電気のフジタ
糸貫電化センター
ワカハラデンカ株式会社
株式会社からっぽ
電化メイト・まつやま
加納無線
電パークタカトノ
電パークヒラツカ
ホームパートナーエサキ
ニューライフ明電
TECS きたむら
ホームパートナーおおの
サワダ電化センター
家電サポートオゼキ
パナショップ こばやし

住所
岐阜県岐阜市昭和町１丁目１７番地
岐阜県岐阜市鏡島２０６３
岐阜県瑞穂市別府９８－６
岐阜県瑞穂市稲里364-2
岐阜県本巣市仏生寺882
岐阜県本巣郡北方町春来町2-60
岐阜県本巣郡北方町高屋太子1丁目1-2
岐阜県揖斐郡大野町黒野650-12
岐阜県揖斐郡大野町下方３４０－２
岐阜県揖斐郡揖斐川町清水１５８４－２
岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永400-3
岐阜県岐阜市秋沢2-66
岐阜県山県市高富1681-1
岐阜県山県市岩佐９８９－１９
岐阜県岐阜市山県岩６３６－１
岐阜県岐阜市福富146
岐阜県岐阜市北山３丁目１－１
岐阜県岐阜市大洞柏台3-62

電話番号
058-252-1515
058-253-2748
058-326-3313
058-327-5354
058-324-2404
058-324-2973
050-5436-4717
0585-32-0116
0585-34-3011
0585-22-4665
0585-22-4702
058-239-9423
0581-22-4973
0581-52-2711
058-229-2893
058-229-2089
058-241-8339
058-242-2075

杉浦電機
有限会社 今井電工
TECSモリテレビ
やすだでんき
株式会社エイト企画
有限会社 家電サポートさかい
松木電機商会
ドリーム家電タチバナ
井上電器藍見店
ウインドのむら
家電サポートまつおか
佐藤電器商会
株式会社小島電業
加藤電化
株式会社 美並電気商会
有限会社エレキ社フクテ店
ウインド八幡ムセン

岐阜県岐阜市岩滝東1丁目85番地
岐阜県岐阜市静が丘町３６
岐阜県岐阜市岩田坂2丁目７－７
岐阜県関市西神野６２４番地
岐阜県関市巾2-62
岐阜県関市下之保２３５５－１
岐阜県美濃市東市場町2557-3
岐阜県美濃市段町２０２－２
岐阜県美濃市中央１０丁目１７０番地
岐阜県美濃市片知458-7
岐阜県美濃市小倉17-1
岐阜県関市東新町二丁目74-108
岐阜県関市本町3丁目4番地
岐阜県郡上市美並町上田１５９１－１
岐阜県郡上市美並町白山1588番地4
岐阜県郡上市八幡町小野2丁目3-11
岐阜県郡上市八幡町島谷1467-18

058-241-2260
058-241-1821
058-243-5568
0575-29-0808
090-3566-5549
0575-49-3112
0575-35-1236
0575-35-1117
0575-35-1157
0575-34-0041
0575-37-2717
0575-22-3393
0575-22-0779
0575-79-2377
0575-79-2067
0575-65-2780
0575-65-2415

ヤマト電機
畑中家電
有限会社 サンセイデンキ
みのでん
有限会社サンユーデンキ
株式会社 瀬上電機
有限会社 エア・マート
株式会社 伴電気商会
野々村電化

岐阜県郡上市大和町徳永655番地1
岐阜県郡上市大和町剣1343-16
岐阜県郡上市白鳥町為真１５９－１
岐阜県郡上市高鷲町大鷲2413-1
岐阜県羽島郡岐南町八剣９-１２６
岐阜県羽島郡岐南町みやまち1-217
岐阜県各務原市川島緑町3-6エア・マート
岐阜県羽島郡笠松町米野309番地1
岐阜県羽島郡笠松町西金池町６

0575-88-2820
0575-88-2245
0575-82-3053
0575-72-5395
058-245-4533
058-271-1149
0586-89-5886
058-374-1808
058-388-0203

株式会社服部電器チェーン

NETZハット 岐阜県羽島郡笠松町緑町113-1
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058-388-0566

2019年5月9日更新
登録業者名
リ笠松店
竹市電気 株式会社
パナショップ仁木
シノダナショナルショップ
有限会社 ウインドごとう
ウインドなかしま
フクモトデンキ株式会社
でんき屋スエナミ
共和通信株式会社
さぎやま電気設備株式会社
有限会社 山中電器
有限会社市川電器北店
和光通信株式会社
おがわ電化
電パーク うすい
株式会社大垣ケーブルテレビ
（有）ナショナルヤガタ大垣
ホクシン

住所
岐阜県岐阜市柳津町東塚４丁目５２番地
岐阜県岐阜市柳津町丸野２-６８－２
岐阜県羽島市福寿町本郷６４４－１
岐阜県岐阜市長良94-2
岐阜県岐阜市長良子正賀３０－２
岐阜県岐阜市八代２-９－１８
岐阜県岐阜市福光西３丁目8-21
岐阜県岐阜市早田東町6丁目28番地
岐阜県岐阜市鷺山１２８０－１
岐阜県岐阜市早田大通2-12
岐阜県岐阜市白菊町2-67
岐阜県岐阜市菅生7丁目3番24号
岐阜県大垣市坂下町５７番地６
岐阜県大垣市八島町2552-1
岐阜県大垣市中野町3丁目３１
岐阜県大垣市笠木町４５３
岐阜県大垣市熊野町５-１２３ドリーミー山中Ｄ１０２

058-388-1422
058-387-3201
058-391-3651
058-231-8252
058-232-1451
058-232-5745
058-233-1325
058-231-6212
058-232-2668
058-232-5270
058-231-9888
058-233-1763
0584-74-6680
0584-78-2796
0584-82-1200
0584-92-2467
0584-47-9953

電器のワタベ
アクティアダチ
電パークきたじま
伊藤電気商会
有限会社牧野電気
マスダ電気
TECSタカハシ
電パークカワムラ
H.E.C.タカギ電気
ウインド中部
大垣ソニック アンテナ堂
(株)電化ｼｮｯﾌﾟ起明堂
ウインド原田
株式会社のはら家電
米山電器
(株)パナシーズン
ＴＥＣＳフクタ

岐阜県大垣市墨俣町墨俣127－2
岐阜県大垣市墨俣町墨俣４３３－２
岐阜県大垣市墨俣町下宿589-3
岐阜県海津市平田町今尾4417
岐阜県海津市南濃町奥条287-1
岐阜県大垣市上面2-51
岐阜県大垣市上面４丁目８３番地
岐阜県大垣市二葉町２丁目３番地
岐阜県大垣市魚屋町28番地
岐阜県大垣市俵町１７
岐阜県大垣市高屋町2-2
岐阜県大垣市船町3-38
岐阜県大垣市今町１丁目１２番地
岐阜県大垣市静里町１２２１－１
岐阜県大垣市綾野5-53
岐阜県大垣市長松町1095-4
岐阜県大垣市長松町７１２

0584-62-5308
0584-62-5357
0584-62-3583
0584-66-2717
0584-55-0577
0584-75-3665
0584-74-9131
0584-78-3424
0584-78-7784
0584-78-3876
0584-78-4465
0584-78-5644
0584-78-5798
0584-91-5311
0584-91-8866
0584-92-1850
0584-91-8108

スマイルみずほ株式会社
はらだでんき
エディオン養老高田店 渡辺でんき
株式会社 西脇電器
株式会社北村電化センター
でんかのテクスこやま
エリス原
広瀬電機
錦声堂
赤坂無線株式会社

岐阜県養老郡養老町瑞穂1123
岐阜県養老郡養老町瑞穂477
岐阜県養老郡養老町高田188番地
岐阜県養老郡養老町下笠1176-1
岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原２０８７
岐阜県不破郡関ヶ原町大字野上1250番地
岐阜県不破郡垂井町新井687-2
岐阜県不破郡垂井町綾戸348-2
岐阜県不破郡垂井町1550番地の11
岐阜県大垣市赤坂町２５８

0584-35-3358
0584-37-2226
0584-32-0278
0584-35-2062
0584-43-0133
0584-43-2019
0584-23-2179
0584-22-0544
0584-22-0231
0584-71-0263
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電話番号

2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社ニシカワ
林ラジオ店
株式会社 高木電機
ハウスライフ
安江電機商会
エディオン坂祝店 (有)電器屋ほそえ
ウインドいのうえ
トーホー家電ワークみたけ
ウインド岩井
有限会社粟原電気
有限会社ウシマル電器
川崎電気工事株式会社
東邦家電有限会社
桜井電器
有限会社ファイブエム
株式会社HIDAアイテック
株式会社 柳瀬電気
電化ショップＳＵＭＩ

住所
岐阜県揖斐郡池田町本郷1708-2
岐阜県揖斐郡池田町池野459-6
岐阜県各務原市蘇原柿沢町１-３３
岐阜県美濃加茂市本郷町１-3-22
岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉１０１７
岐阜県加茂郡坂祝町黒岩207-5
岐阜県加茂郡坂祝町黒岩615
岐阜県可児郡御嵩町中2433-3
岐阜県加茂郡八百津町八百津3942-2
岐阜県高山市冬頭町５７７番地１
岐阜県高山市桐生町５丁目１８７番地１０
岐阜県高山市七日町２丁目１３５番地３
岐阜県高山市初田町１丁目４８番地
岐阜県高山市名田町4－45
岐阜県高山市中山町6番地
岐阜県高山市下岡本町１８８４番地１
岐阜県高山市松之木町２８６０－７
岐阜県高山市三福寺町45-12

電話番号
0585-45-8181
0585-45-2624
058-382-0814
0574-48-8826
0574-25-6974
0574-25-8754
0574-25-6180
0574-67-5461
0574-43-0104
0577-32-8900
0577-33-0233
0577-32-1632
0577-33-1155
0577-34-3492
0577-33-7708
0577-33-0157
0577-33-1318
0577-34-3972

池田電工
株式会社甚五郎電化センター
有限会社カワデン
松下電建株式会社
神工電気株式会社
わたなべラジオ
宝興建設株式会社
トーホー家電ワーク小名田
フカオでんき
トーホー家電ワーク池田
有限会社ミツコマ
ﾏﾂｻｶでんき㈱
トーホー家電ワーク美坂
トーホー家電ワーク市之倉
有限会社フュージョン三和
株式会社ヨシダデンキ
有限会社加藤電気

岐阜県高山市塩屋町５５１－４１６
岐阜県高山市石浦町6丁目11番地
岐阜県飛騨市神岡町東町５１１－２
岐阜県飛騨市神岡町船津1478番地
岐阜県飛騨市神岡町船津1945番地5
岐阜県飛騨市神岡町朝浦563
岐阜県高山市上宝町在家1538番地
岐阜県多治見市小名田町1-57-2
岐阜県多治見市上野町4丁目１４－３
岐阜県多治見市廿原町306-1
岐阜県多治見市宝町8-6
岐阜県多治見市松坂町１－８６
岐阜県多治見市美坂町7丁目57番地
岐阜県多治見市市之倉町8丁目188
岐阜県多治見市広小路1-1三和ビル1階
岐阜県多治見市錦町２-２
岐阜県多治見市笠原町２１７０－１１

0577-34-2633
0577-34-3855
0578-82-0834
0578-82-0417
0578-82-0245
0578-82-0064
0578-86-2046
0572-22-8404
0572-23-9290
0572-23-2529
0572-22-3469
0572-27-2701
0572-22-8447
0572-22-5668
0572-22-6529
0572-22-6368
0572-43-2455

株式会社 原電気商会
株式会社西尾電器
株式会社大平電化センター
株式会社ナカデン
株式会社 石田電工
株式会社 クンダ無線
有限会社 鈴村電気
ホームパートナーのだ
有限会社 メイツおくむら
徳和電化

岐阜県中津川市中津川837-15
岐阜県中津川市花戸町1-28
岐阜県中津川市駒場1589
岐阜県中津川市本町3丁目1番5号
岐阜県中津川市苗木4276-2
岐阜県各務原市鵜沼山崎町２-１８－１
岐阜県各務原市鵜沼大伊木町４-９８－１
岐阜県各務原市鵜沼朝日町3丁目187-2
岐阜県可児市川合276
岐阜県可児市中恵土2062番地1

0573-65-2093
0573-66-4048
0573-66-5533
0573-66-1038
0573-66-5385
058-384-0226
058-370-3251
058-384-8292
0574-62-2500
090-3853-2893
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2019年5月9日更新
登録業者名
カワムラ電化
有限会社一光電通
ヤマニデンキ
ウイズオクムラ
愛電館かすみ
トーホー家電西可児有限会社
電機工事２・６・９
上村電機
杉浦電気工事株式会社
(有)鎌倉電器下呂店
有限会社マシタラジオ
有限会社 明電器センター
電化のマツシマヤ
共栄電気株式会社
有限会社 朝日電気工事商会
有限会社三木デンキ商会
株式会社 カネカ電化センター
有限会社アルプス電機

住所
岐阜県可児市中恵土2371番地309
岐阜県可児市今渡706-1一光ビル１F
岐阜県可児市広見826-1
岐阜県可児市広見844-6
岐阜県可児市久々利1551-2
岐阜県可児市長坂2丁目107番地
岐阜県可児市若葉台5丁目139番地
岐阜県下呂市金山町金山1926番地の5
岐阜県下呂市森2324
岐阜県下呂市森391-1
岐阜県下呂市森９０６－４６
岐阜県下呂市湯之島294-1
岐阜県下呂市宮地４６６
岐阜県下呂市萩原町上呂４１６
岐阜県高山市朝日町万石191
岐阜県高山市一之宮町3392-3
岐阜県飛騨市古川町金森町12-2
岐阜県飛騨市古川町金森町11-7

電話番号
0574-63-1661
0574-60-4162
0574-62-0066
0574-62-7677
0574-64-1150
0574-65-3635
090-1410-9062
0576-32-2630
0576-25-2141
0576-25-3035
0576-25-2428
0576-25-2583
0576-26-2003
0576-54-1337
0577-55-3061
0577-53-2059
0577-73-2040
0577-73-3630

古川電気株式会社
サワ電気株式会社
道電機
有限会社 ボイス
トーホー家電ワーク土岐
伊藤電気
トーホー家電ワーク泉
加藤電気株式会社
トーホー家電ワークオロシ
有限会社マツイデンキ
エディオン大山ラジオ
トーホー家電ワークすえ
エディオンアンドー電器
株式会社ホケンドー
丸田屋商店
植田電気商会
マツイ電器 岩成店

岐阜県飛騨市古川町新栄町5-6
岐阜県飛騨市古川町増島町11-24
岐阜県飛騨市古川町貴船町１０－１
岐阜県飛騨市古川町幸栄町６－５
岐阜県土岐市肥田浅野元町2丁目８－２
岐阜県土岐市肥田町肥田１５８０－２
岐阜県土岐市泉島田町1丁目17-5
岐阜県土岐市泉町久尻35-2
岐阜県土岐市下石町888番地
岐阜県瑞浪市土岐町６６９１－２
岐阜県瑞浪市日吉町655-1
岐阜県瑞浪市陶町水上１７６－２５
岐阜県恵那市岩村町飯羽間2704-3
岐阜県恵那市明智町100-10
岐阜県中津川市蛭川2179-5
岐阜県中津川市千旦林１７０９－２４５
岐阜県中津川市茄子川１２１６番地の3

0577-73-6188
0577-73-3155
0577-73-3994
0577-73-3663
0572-54-2947
0572-55-4502
0572-54-6452
0572-54-3937
0572-57-7825
0572-68-3232
0572-69-2511
0572-65-2856
0573-43-4064
0573-54-3206
0573-45-2030
0573-68-2431
0573-68-2285

株式会社 伊藤電機
有限会社 赤坂電器商会
たつみや電機商会株式会社
株式会社 豊神堂
有限会社たじまでんき
有限会社 パナハートかねうち
ファミックスさとう
エム・ステップナカヤ
原田電器株式会社
有限会社メトロ電器

岐阜県中津川市茄子川2077-564
岐阜県中津川市坂下845-14
岐阜県中津川市坂下１７２２-２
三重県四日市市新浜町17-4
三重県四日市市堀木２丁目７－７
三重県四日市市元新町７－４
三重県四日市市中町4-12
三重県四日市市楠町北五味塚２０４９－４
三重県四日市市楠町南五味塚１７７－３
三重県四日市市楠町南五味塚１番地

0573-68-5469
0573-75-2260
0573-75-3175
059-331-6380
059-353-2657
059-351-3344
059-351-5110
059-397-3587
059-397-2043
059-397-8080
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2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社浅野デンキ商会
有限会社ひかり
株式会社 西邦家電
後藤電器
彩電館あまかわ
株式会社ケイエヌシステム
イチオカ電化センター
(有)天野電機工業所
有限会社大野電気工業所
株式会社 サンロック
株式会社ストックハウス
有限会社 内藤電機
三栄でんきヒシキ
松岡電気株式会社
株式会社 旭南堂員弁店
有限会社髙橋ラジオ店
三栄ナショナル株式会社いとう
株式会社 東松電器 さかくら

住所
三重県鈴鹿市岸岡町３１４５－２
三重県鈴鹿市秋永町507-1
三重県四日市市日永西3丁目1-24
三重県四日市市西日野町5035
三重県三重郡菰野町大羽根園青葉町22-6
三重県三重郡菰野町潤田655番地2
三重県三重郡菰野町杉谷1377-1
三重県四日市市住吉町１５－１０
三重県四日市市松原町-6-14
三重県三重郡朝日町大字縄生1817番地7
三重県三重郡川越町豊田２６９－４
三重県桑名市外堀 １６４
三重県桑名市萱町70
三重県桑名市寿町2丁目20
三重県員弁郡東員町六把野新田501番地4
三重県いなべ市北勢町阿下喜１４３６
三重県桑名市東方398-5
三重県桑名市桜通り51-3

電話番号
059-383-1655
059-387-7699
059-346-2758
059-322-0503
059-394-0130
059-320-3520
059-396-0222
059-365-0400
059-365-3208
059-377-5081
059-364-2606
0594-23-5555
0594-23-6757
0594-22-0470
0594-76-6569
0594-72-2232
0594-21-1558
0594-21-3366

有限会社 加納電気
三重県桑名市江場3丁目382番地
株式会社 益生富士
三重県桑名市西正和台2丁目13-2
株式会社三栄ナショナルシマダ 三栄でん三重県桑名市大字島田524-17
きミズタニ
有限会社ニワデンカ
三重県四日市市生桑町字桑花132-6
平野通信
三重県四日市市三重1丁目19番地
株式会社たなかでんき
三重県四日市市高角町2528
株式会社 日本総合施設
三重県四日市市川島町6612-2
有限会社パナプラザカワグチ
三重県四日市市桜町１１７
はやし電気商会
三重県四日市市小牧町2692-5
株式会社パナスピード 磯津電化センター三重県鈴鹿市池田町1103-10
池田店
磯津電化センター 十宮店
三重県鈴鹿市十宮4-6-5
有限会社 山田無線
三重県鈴鹿市長太旭町4-2-26
磯津電化センター株式会社
三重県鈴鹿市長太旭町4丁目２２－２７
彩電館にしかわ
三重県鈴鹿市神戸二丁目8-19
イトウデンキ
三重県鈴鹿市南玉垣町７０２２
有限会社フジ総合設備
三重県鈴鹿市安塚町1350-192

0594-23-3367
0594-31-3232

シンコーデンキ
有限会社 チコーデンキV&V
彩電館へいわむせん
マスプロ電工株式会社 津営業所
有限会社 中島ラジオ商会
有限会社ショウムラデンキ
大門デンキ株式会社
有限会社Ｋ＆Ｄ
電化のハマグチ
菊一電気商会

059-378-0292
059-379-3136
059-374-0098
059-222-3070
059-227-4834
059-227-5816
059-228-5750
059-237-2100
059-232-3237
059-228-4754

三重県鈴鹿市大池1丁目4-20
三重県鈴鹿市国府町３６９７－３
三重県鈴鹿市自由ヶ丘４丁目1-47
三重県津市新町１-１－１９合同ビル２Ｆ
三重県津市新町２丁目１１－３０
三重県津市美川町１０－１１
三重県津市納所町125-1
三重県津市殿村１５３３－２
三重県津市白塚町2408-2
三重県津市八幡町津29番地
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0594-31-2031
059-333-2828
059-332-1868
059-326-0518
059-322-5100
059-326-2351
059-337-1133
059-383-8541
059-383-5241
059-385-0105
059-385-4012
059-382-0917
059-383-6220
059-383-3036

2019年5月9日更新
登録業者名
住所
長谷川電器株式会社
三重県津市城山三丁目４番３８号
中部テレビサービス社
三重県津市半田139
有限会社おしゃべりはうす緑が丘店
三重県津市緑ヶ丘１丁目1-16
有限会社小田無線商会
三重県津市久居明神町2612-7
(有)小林電気商会 エディオン久居こばや 三重県津市久居旅籠町1344-1
し
柴田商会
三重県津市美里町五百野1715
家電サービス黒川
三重県津市安濃町清水７５６－１０８
彩電館にしい
三重県松阪市東町301-4
株式会社ｱｷﾗ企画 ﾑｶｲﾃﾞﾝｷ
三重県松阪市駅部田町1073-1向井ﾋﾞﾙ
藤原無線電機商会
三重県松阪市新町８６８
エレサービス株式会社
三重県多気郡明和町有爾中1155-1
サンコーデンキ北浜店
三重県伊勢市村松町1883-3
東亜株式会社
三重県松阪市丹生寺町８－１
YOURSたかい
三重県松阪市大石町167-3
YOURSむとう
三重県松阪市曽原町221-1
YOURSまつい
三重県松阪市嬉野中川町１０８０－５
株式会社山本電気
三重県伊勢市竹ヶ鼻町261-3

電話番号
059-234-2854
059-227-0703
059-237-5150
059-256-6315

修理工房Ｄｒエジソン
有限会社イマデン
株式会社エース サウンドエース
有限会社 牛場電気
株式会社中谷ｼｬｰﾌﾟ電化ｾﾝﾀｰ
彩電館ツムラ
笹嶋電気
山本電器店
チヨダ電機岡本店
有限会社 森井電機
有限会社 中村特機設備
ﾔﾏｸﾞﾁ 電気
有限会社 日新商会
有限会社笠井電気店
株式会社チヨダ電機
ミオキ電化設備株式会社
ｺﾞﾛﾔ電化

三重県伊勢市小木町684-1
三重県伊勢市河崎1丁目9-9
三重県伊勢市神田久志本町１５２２－４
三重県伊勢市神久5-8-47
三重県伊勢市黒瀬町1597-3
三重県伊勢市桜木町188-2
三重県伊勢市古市町112-1
三重県伊勢市勢田町673-6
三重県伊勢市岡本1-7-12
三重県伊勢市岡本1丁目14番11号
三重県伊勢市岡本2丁目2-32
三重県伊勢市辻久留3-19-6
三重県伊勢市宮後2丁目12-10
三重県伊勢市吹上2丁目1-4
三重県伊勢市八日市場町１－２５
三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦１０１６
三重県度会郡南伊勢町相賀浦190-1

0596-31-1530
0596-28-6349
0596-25-0526
0596-24-4111
0596-22-0082
0596-22-0863
0596-28-7950
0596-28-2728
0596-28-3730
0596-28-7480
0596-25-9679
0596-25-4885
0596-28-4324
0596-28-6954
0596-28-7138
0599-66-0073
0599-64-2058

有限会社出口電気商会
ヒロノ電機
株式会社 協進電化センター
有限会社かたおかデンキ
有限会社 稲葉テレビサービス
彩電館ヒルタ
有限会社 美志磨
三井電気商会
北井電器
山喜電器株式会社

三重県鳥羽市堅神町1018-6
三重県鳥羽市大明東町10-23
三重県鳥羽市相差町1533-1
三重県鳥羽市岩倉町３５１番地
三重県志摩市阿児町鵜方4071
三重県志摩市阿児町国府4253
三重県志摩市大王町船越９６９
三重県志摩市志摩町和具3314-2
三重県志摩市志摩町和具905
三重県名張市夏見８５－１

0599-25-2505
0599-25-3387
0599-33-6370
0599-25-3722
0599-43-0123
0599-47-4777
0599-72-2316
0599-85-1053
0599-85-0670
0595-63-6955
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059-256-0213
059-279-2031
059-268-0309
0598-51-3438
0598-21-7854
0598-21-0303
0596-52-6411
0596-37-1452
0598-63-0008
0598-34-0034
0598-56-2138
0598-42-1831
0596-36-0298

2019年5月9日更新
登録業者名
彩電館ヤマモト
幸桔電通株式会社
株式会社 的場電機商会
ナカオカ デンキ
福田デンキ店
関西無線
有限会社 川﨑電化センター
正札屋
宮本電器
田矢電機店
菱幸電化サービス
メトロ電器亀山店
彩電館みつぼし
有限会社玉城電機商会
芝谷電機工事
カワイ電機
二見無線
彩電館よしだ

住所
三重県名張市赤目町丈六293-1
三重県名張市桔梗が丘5-1－4米田ビル1F
三重県名張市桔梗が丘６－１－４
三重県名張市柳原町3334
三重県伊賀市緑ヶ丘本町4161-1
三重県伊賀市上野田端町９２６番地
三重県伊賀市上野紺屋町３１４１番地の３
三重県伊賀市上野東町2975番地
三重県伊賀市馬場113-1
三重県伊賀市円徳院１３１９
三重県伊賀市平田３５０
三重県亀山市みずほ台14-440
三重県亀山市本町3丁目4-6
三重県度会郡玉城町佐田302
三重県伊勢市小俣町本町247
三重県伊勢市二見町西１００４－６５
三重県伊勢市二見町茶屋４６０－４
三重県多気郡大台町弥起井４６０－１

電話番号
0595-63-0646
0595-51-8692
0595-65-1133
0595-63-0226
0595-21-2052
0595-21-0937
0595-21-3834
0595-21-0054
0595-43-0208
0595-43-0123
0595-47-0001
0595-83-0805
0595-82-2538
0596-58-3254
090-3257-9314
0596-43-4634
0596-43-2354
0598-82-3071

有限会社タキハラムセン
三重県度会郡大紀町阿曽４４３
ハロービジョンシステム（株）
三重県北牟婁郡紀北町相賀652
YOURSなかむら
三重県北牟婁郡紀北町引本浦459
株式会社畑中電工
三重県尾鷲市光ヶ丘18-8
山本電気ポンプ店
三重県南牟婁郡御浜町志原1164-3
株式会社和翔
三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿814-3A2
HDサービス
静岡県沼津市大岡3825-1飯田ビル2F
エスティーム株式会社
静岡県沼津市大岡955-58
竹沢電機駅北店
静岡県沼津市五月町12-21
株式会社平和テクノシステム 沼津営業所静岡県沼津市北園町3-8
ＥＬあきやま
静岡県沼津市東椎路１４８７-１
有限会社カネヨ電気商会
静岡県沼津市我入道東町125-1
有限会社 ムラマツ電器商会
静岡県沼津市西間門２丁目１－８
吉川テレビ商会
静岡県沼津市西間門2丁目2-1
リンクスかなざわ
静岡県沼津市今沢420-44
㈲ハローイワタ
静岡県駿東郡小山町藤曲５４－７０
リンクスかじ
静岡県駿東郡小山町用沢621

0598-86-2444
0597-32-1611
0597-32-0474
0597-22-8292
059-792-0046
0735-32-1334
055-921-7776
055-955-5305
055-921-2959
055-920-0800
055-921-1199
055-931-5418
055-962-2209
055-962-6951
055-966-5073
0550-76-1122
0550-78-0239

有限会社 イシカワ電気
静岡県静岡県伊豆の国市四日町96-3
杉山電気商会
静岡県伊豆の国市富士見921-2
土屋 電機
静岡県伊豆の国市大仁６７９－３
有限会社アイキョウデンキ
静岡県伊豆市柏久保1380
有限会社 伊郷電気商会
静岡県伊豆市八幡２７３－１
株式会社伊豆システムコミュニケーション静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須419-8
有限会社ミキ電化センター
静岡県三島市一番町１０－６
リンクスいわさき谷田店
静岡県三島市谷田小山台1345-54
山本電器商会
静岡県三島市梅名69
エルイマイ株式会社
静岡県三島市富田町３－６

055-949-5391
055-948-2680
0558-76-1098
0558-72-3456
0558-83-1008
0558-55-0400
055-975-3408
055-981-5035
055-977-2111
055-975-0302
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2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社 協立無線電機商会
岩崎電機株式会社
東栄無線
日比野電設株式会社
株式会社東栄電気
株式会社岡電
有限会社パルス パルス電気
有限会社 電化ショップテンジン
株式会社昭和電気
有限会社サガミ電気
電化のフルカワ
株式会社新光アンテナ設備
株式会社さんふらわー
有限会社 アイワ電気
長田ガス株式会社
株式会社 小川電気商会
有限会社イマイデンキ
市川電気

住所
静岡県三島市大社町16-2
静岡県三島市本町11-4
静岡県駿東郡長泉町下土狩323
静岡県御殿場市塚原７１８－８
静岡県御殿場市茱萸沢３２９－９
静岡県御殿場市萩原675-10
静岡県御殿場市川島田865-9
静岡県熱海市咲見町4丁目3番地
静岡県熱海市紅葉ヶ丘町21-1
静岡県熱海市桜町6-15
静岡県熱海市梅園町７－３３
静岡県熱海市日金町5-12
静岡県熱海市下多賀１４９２－１
静岡県賀茂郡東伊豆町大川0-６１２番地の１２
静岡県賀茂郡河津町峰463-1
静岡県伊東市寿町３番４号
静岡県伊東市川奈1228-184
静岡県下田市１丁目1丁目7-13

電話番号
055-975-2317
055-975-0902
055-986-4358
0550-78-6022
0550-89-1183
0550-82-2510
0550-89-7788
0557-82-7441
0557-81-2448
0557-82-3862
0557-85-3930
0557-83-2449
0557-67-7210
0557-23-3035
0558-34-1161
0557-37-2361
0557-44-4500
0558-22-3121

阿部電機サービス
長池電気商会
リンクス ワタナベ
ライズすずき
中島工業所
ライズ・むらまつ
ライズ・オオタケ
有限会社ヤマデン
有限会社 ヤマグチ電化センター
高松電設
トータルメンテナンスサービス
ワタナベデンキ
株式会社 米山電機商会
アオヤギ電器
有限会社オーム電機
三和電気工事株式会社
ライズ・ヤガワ

静岡県下田市東本郷1丁目6-11
静岡県賀茂郡南伊豆町湊1162-1
静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂294-4
静岡県富士市松岡781-8
静岡県富士市平垣本町5－38
静岡県富士市柳島２８２－２
静岡県富士市中丸505-6
静岡県富士市今泉3075-2
静岡県富士市鈴川本町11-16
静岡県富士市吉原3丁目４番９号
静岡県富士市中野５６３ー５
静岡県富士市田中新田262-6
静岡県富士市原田193-4
静岡県富士市石坂622-10
静岡県富士宮市舞々木町1007
静岡県富士宮市小泉２１５３－２２
静岡県富士宮市小泉2348-81

0558-22-4215
0558-62-0705
0558-62-0065
0545-61-1511
0545-61-0520
0545-61-7499
0545-63-8354
0545-21-4532
0545-33-0052
0545-52-1631
0545-37-2377
0545-33-0371
0545-52-4506
0545-35-0784
0544-23-2483
0544-27-4281
0544-24-2258

プラッツ ツボイ
エイコ－でんき
パナスルガ
株式会社 あんどう
池野電器店
望栄電器商会
ライズ咲花(太陽電器店）
ウインディーやよい
アトリエールトーエイ
株式会社ベストさいとう

静岡県富士宮市野中東町127-2
静岡県富士宮市淀川町36-18
静岡県富士宮市中里東町726
静岡県富士宮市淀師155ー1
静岡県富士宮市西町20-16
静岡県富士宮市西町25-3
静岡県富士宮市東町1番21号
静岡県富士宮市東町26-18
静岡県富士宮市上井出1307-4
静岡県富士宮市下条３９０

0544-24-2710
0544-24-8888
0544-26-5572
0544-27-8123
0544-26-2983
0544-26-3476
0544-26-4423
0544-27-8412
0544-54-0124
0544-58-0564
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2019年5月9日更新
登録業者名
住所
有限会社 杉﨑三男電機サービス
静岡県田方郡函南町上沢78-2
やまざきでんき
静岡県富士市厚原1402-4
トップＳｕｎライフ エサカ
静岡県富士市厚原1485-13
有限会社 澤田ラジオ商会
静岡県静岡市葵区上石町6-13
清水産業株式会社
静岡県静岡市葵区駒形通２丁目7-21
セリザワ電化
静岡県静岡市葵区田町2丁目４
有限会社 鷲山電気
静岡県静岡市葵区東千代田２-１１－１
有限会社アイシティちよだ店
静岡県静岡市葵区沓谷5丁目7-1
株式会社平和テクノシステム 静岡営業所静岡県静岡市葵区鷹匠3丁目1-20サンパレス鷹匠201
株式会社ナカノ
静岡県静岡市葵区太田町12
株式会社佐野電器
静岡県静岡市葵区大岩2-1-26
有限会社ムラマツ電器
静岡県静岡市葵区新伝馬2丁目11-14
パナエース ナカノ
静岡県静岡市駿河区手越 １２８－１０
ＳＡＮＴＡマツシタ
静岡県静岡市駿河区丸子1丁目4-18シャトン丸子
アトム静岡丸子店
静岡県静岡市駿河区北丸子2丁目20-9
有限会社 共栄電気
静岡県焼津市高新田2336-1
株式会社イワデン
静岡県焼津市宗高1012-5
コバヤシ電器
静岡県焼津市相川６８９-－１

電話番号
055-978-0051
0545-71-5445
0545-71-9540
054-251-0776
054-252-9860
054-254-2804
054-263-1155
054-261-8448
054-254-1820
054-245-1294
054-245-3288
054-271-4307
054-258-1934
054-257-6727
054-257-8010
054-631-5281
054-622-1357
054-622-1361

パレッツ飯塚
榛南無線電器
中央電工 有限会社
キレート トミタ
石橋電気工事
岡部電気工事店
HE&S mori
中野電気
寺田電機工業株式会社
有限会社 青木電機工業所
でんき倶楽部ノグチ
するが電化
コスモスベリーズ静岡豊田店

0548-28-0118
0548-52-2393
0548-87-2378
0548-87-2074
054-667-0303
054-667-0187
054-278-8040
054-296-2030
054-282-1983
054-285-0944
054-286-5178
054-285-8899
054-281-5963

マスプロ電工株式会社
タムララジオ
児玉電機工業株式会社

静岡営業所

静岡県牧之原市勝間４３２－５
静岡県牧之原市大江４７－３９
静岡県牧之原市菅ヶ谷２７９７
静岡県牧之原市菅ケ谷2144
静岡県藤枝市岡部町内谷1716-4
静岡県藤枝市岡部町内谷939
静岡県静岡市葵区新間１０８９－３７０
静岡県静岡市葵区安倍口新田５３－６
静岡県静岡市駿河区曲金1-6-14
静岡県静岡市駿河区曲金１丁目４－８
静岡県静岡市駿河区曲金３丁目７番５号
静岡県静岡市駿河区小鹿857-6
静岡県静岡市駿河区豊田1丁目4-5
静岡県静岡市駿河区中田２丁目１－６村上石田街道ビル
５０２
静岡県静岡市駿河区石田3-18-24
静岡県静岡市駿河区中島138-3

サン電子株式会社 静岡FS
静岡県静岡市駿河区新川2-1-40-1C新川ビル
ホーチキ株式会社 静岡支社
静岡県静岡市駿河区泉町7-22
日本アンテナ株式会社 静岡営業所
静岡県静岡市駿河区八幡２丁目１２番１５号
はやぶさ電器
静岡県静岡市清水区吉川1149-6
有限会社シブヤ電化
静岡県静岡市清水区堂林２丁目１６番１４号
株式会社鈴木電気工業所
静岡県静岡市清水区日立町１４－７
有限会社 オノダ電気
静岡県焼津市焼津５丁目１１－２８
有限会社 日建電業社
静岡県焼津市栄町4丁目3番２号
スズヨオーディオ
静岡県焼津市小川新町２丁目１－２７
株式会社焼津ホーエー家電 コスモスベリ静岡県焼津市東小川5丁目11-14
ーズ焼津店
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054-283-2220
054-285-1052
054-282-2860
054-203-3311
054-202-3811
054-283-2870
054-346-8823
054-354-5531
054-334-1913
054-628-9145
054-628-3346
054-627-3787
054-627-5101

2019年5月9日更新
登録業者名
パレッツなかじま
Liveはしがや
サカモト電器
パレッツやいづ
株式会社 髙井
有限会社 焼津サンデンキ
マツデンとよだてん
エルワーク ごとう
キレートエンドー
株式会社 池野電機商会
デンユー
株式会社 ホリウマ電器
株式会社寿電機
サンコーデンキ
鈴木テレビ商会
株式会社 豊国電気
株式会社 島田ホーエー家電
電化のヨシデン

住所
静岡県焼津市石津中町10-19
静岡県焼津市田尻北507
静岡県焼津市道原1215-2
静岡県焼津市中新田473-1
静岡県焼津市大住1297-2
静岡県焼津市柳新屋539-2
静岡県焼津市柳新屋821－1
静岡県焼津市小土902-5
静岡県藤枝市志太2丁目9-15
静岡県藤枝市 下薮田722-７
静岡県島田市阿知ケ谷236-10
静岡県島田市細島 1274-9
静岡県島田市高島町１１－５０
静岡県島田市本通七丁目6879-31
静岡県島田市横井４丁目８－１４
静岡県島田市稲荷4丁目8-32
静岡県島田市向島町2857-1コスモスベリーズ島田店
静岡県島田市横岡新田７０－２

電話番号
054-624-3743
054-624-3757
054-624-0182
054-623-1234
054-629-5950
054-629-2779
054-629-6262
054-628-8343
054-645-3747
054-638-1301
0547-35-1830
0547-35-0522
0547-36-3728
0547-36-9429
0547-37-3557
0547-35-3881
0547-37-3800
0547-47-2380

株式会社 クボデンキ
河合電器商会
有限会社ケイエーダブルユーエーアイ
有限会社門明電気工業所
株式会社 原田テレビ
有限会社えびひら
富田電気工事株式会社
東邦電気技研株式会社
デンキハウスいとう
中一電気工業株式会社
三和電機
有限会社南国電気通信設備
有限会社電化ショップのきのした
株式会社シダヤデンキ
ライフショップあさひ
株式会社旭電気工業所
オームデンキ

静岡県浜松市南区頭陀寺町348-6
静岡県浜松市南区頭陀寺町363-15
静岡県浜松市南区富屋町１９８－５
静岡県浜松市南区白羽町1268
静岡県浜松市中区向宿2-6-5
静岡県浜松市南区三島町107-1
静岡県浜松市中区中島１-10-7
静岡県浜松市中区下池川町１５番１３号
静岡県浜松市中区高林1-5-36
静岡県浜松市中区八幡町126-1
静岡県浜松市中区中央1丁目9-10
静岡県浜松市西区篠原町12104
静岡県浜松市西区篠原町21889
静岡県湖西市新居町新居170-3ｅコードさとう新居
静岡県湖西市新居町新居2767-4
静岡県湖西市新居町浜名５９７－３
静岡県湖西市太田462-1

053-463-0022
053-461-2408
053-425-3039
053-442-1612
053-461-9021
053-442-0292
053-461-7056
053-471-4748
053-474-8010
053-461-6416
053-452-6489
053-447-0753
053-448-2680
053-594-1560
053-594-3400
053-594-0474
053-578-0409

スマイルONEあおしま
株式会社はじめシステム
なかむらでんき
有限会社 アッドシマノ電器
株式会社 小松電気
エディオン ミヤズ
オカダデンキ
有限会社夏目電化センター
株式会社ｅコード三ヶ日
株式会社北島電設

静岡県湖西市南台2-9-21
静岡県湖西市鷲津336-13
静岡県浜松市西区湖東町3416
静岡県浜松市西区伊左地町1115
静岡県浜松市西区村櫛町3462
静岡県浜松市北区細江町中川983-1
静岡県浜松市北区細江町気賀556-2
静岡県浜松市北区三ヶ日町宇志１３３８－８
静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日１１４５－６
静岡県浜松市東区豊町３０４７－３

053-577-1865
053-581-7234
053-486-1607
053-486-1093
053-489-2034
053-523-1692
090-3387-4274
053-524-0757
053-525-0327
053-433-5303
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2019年5月9日更新
登録業者名
アダチ家電有限会社
平野デンキ
(有)ハートフルヒコ
有限会社レッツコイデ
株式会社タカバヤシ
ワッツひらの
有限会社弘洋
株式会社ハートフル eコードありたま
有限会社ハートフルまるち
渡辺電子
ナオキ電器
有限会社 松野電器商会
有限会社 スバルデンキ
有限会社 イト－電化
梅林電器
株式会社池谷電機
有限会社サンテック
ヒロオカ家電

住所
静岡県浜松市東区笠井上町３２７－３
静岡県浜松市東区中郡町838-7
静岡県浜松市東区大島町１５４４－１５
静岡県浜松市東区西ヶ崎町１０６３－２
静岡県浜松市東区西ヶ崎町７５９－１
静岡県浜松市東区西ヶ崎町804-3
静岡県浜松市東区有玉北町１５１０
静岡県浜松市東区有玉南町34番地
静岡県浜松市天竜区山東1934-1
静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵１７３
静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵７８-１
静岡県浜松市天竜区二俣町鹿島528-11
静岡県浜松市天竜区二俣町二俣1395-1
静岡県浜松市天竜区二俣町二俣３５２－１２
静岡県浜松市天竜区西藤平288-7
静岡県浜松市西区西山町2283
静岡県浜松市中区富塚町1520-1
静岡県浜松市中区冨塚町４５１３－３

電話番号
053-432-1611
053-434-0411
053-433-5219
053-433-0082
053-434-3630
053-434-3063
053-435-3445
053-433-7027
053-925-0055
053-926-1205
053-926-2553
053-925-2613
053-925-2523
053-925-2864
053-928-0072
053-485-8585
053-473-0202
053-476-0166

匠電気通信
オームデンキ浜松
有限会社寺田電気
株式会社電器堂
日本ウェーブ株式会社
(有)ノサキ電器
家電サービスのなか
株式会社 カップ
株式会社ワタナベ
山本電器
仲田 デンキ
遠州家電株式会社
たかはし家電設備
株式会社innovation
株式会社真中電気通信
株式会社平和テクノシステム浜松営業所
株式会社光芸社

静岡県浜松市中区文丘町１３－３
静岡県浜松市中区蜆塚３丁目１６－２１
静岡県浜松市中区山手町１３－８
静岡県浜松市南区卸本町２０００－１６
静岡県浜松市南区米津町2950-10
静岡県浜松市南区新橋町1466
静岡県浜松市南区増楽町561-1
静岡県浜松市西区西鴨江町173-1
静岡県浜松市西区大平台３-１－８
静岡県浜松市北区三幸町３９６－１０
静岡県浜松市北区三方原町60-2
静岡県浜松市北区初生町1404
静岡県浜松市中区小豆餅1-25-38-3
静岡県浜松市中区高丘西1-14-5内田ビル103
静岡県浜松市中区上島1-14-31
静岡県浜松市中区上島7丁目10-12
静岡県浜松市中区上島7丁目15-33

053-474-6296
053-452-6824
053-452-2300
053-442-0544
053-442-3644
053-447-0809
053-447-0820
053-449-0400
053-482-1811
053-437-2525
053-571-1447
053-437-0624
053-420-6065
053-424-5020
053-476-7733
053-474-5021
053-472-3911

株式会社ネストマエジマ
西遠通信機器サービス株式会社
ｅコードまつお
スマイルOneつじ
岡本デンキ
平柳電気設備工事
株式会社レッツ
株式会社 浜松ケーズ
スバルデンキ浜北店
スマイルOne五正

静岡県浜松市中区幸1丁目１３－１５
静岡県浜松市中区泉４丁目２０－１７
静岡県浜松市中区和合北1丁目4-3
静岡県浜松市浜北区尾野１１４３－２
静岡県浜松市浜北区尾野2529-1
静岡県浜松市浜北区新原3841-1
静岡県浜松市浜北区新原5514
静岡県浜松市浜北区宮口1209-2
静岡県浜松市浜北区中瀬６５８－１
静岡県浜松市浜北区於呂１９４３－１

053-471-7331
053-472-6675
053-474-1486
053-582-2380
053-582-2529
053-587-0839
053-587-4812
053-576-6000
053-588-2323
053-588-7551
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2019年5月9日更新
登録業者名
いちかわでんき
池谷テレビ
株式会社 アイシー家電
島田電器
有限会社ヤグチ電器
有限会社マルモ
ALPHAいとう
ヤスマツ電器
エーダイサービス
有限会社野口電化
有限会社エンソー
有限会社 戸塚電気工業所
株式会社 中遠電気
株式会社 日幸電機
たかやなぎらじお
有限会社 西尾でんき
有限会社 洋電ヤマモト
株式会社 兼子商店

住所
静岡県浜松市浜北区於呂1984－3
静岡県浜松市浜北区於呂2968-38
静岡県浜松市浜北区豊保147-9
静岡県浜松市浜北区東美薗583-4
静岡県浜松市浜北区西美薗２０９１－１
静岡県浜松市浜北区小松3446-2
静岡県浜松市東区上石田町560-2
静岡県浜松市南区安松町1883-3
静岡県浜松市南区渡瀬町305番地
静岡県浜松市中区細島町13-3
静岡県浜松市中区早出町1360-3レアール早出202
静岡県浜松市東区小池町２９１４－２
静岡県掛川市杉谷１丁目１３－４
静岡県掛川市下俣南２-１９－２２
静岡県掛川市小鷹町11
静岡県掛川市城西１丁目７－１６
静岡県掛川市御所原６－２０
静岡県掛川市葛川336-1

電話番号
053-588-7821
053-588-0257
053-588-2558
053-587-3037
053-587-6339
053-587-2396
053-433-6488
053-464-4007
053-589-3395
053-463-5810
090-2264-0069
053-465-1222
0537-24-3410
0537-24-1331
0537-22-2530
0537-23-0221
0537-24-0234
0537-24-2552

有限会社 裕和電設
株式会社 兵藤電器店
郷中電気株式会社
ハラダデンキ
杉本電器
有限会社 電化のアスカ
株式会社Gシステム
塚本電気
電器堂やまなし
有限会社アヴァンティ
有限会社 ハアトオグリ
伊藤電気
有限会社エムケイデンキ
有限会社 水野電器
有限会社児玉電気
有限会社 大石電工社
藤下電器

静岡県掛川市初馬６６３－３
静岡県掛川市連雀2-16
静岡県袋井市葵町1丁目９－１０
静岡県袋井市広岡2527
静岡県袋井市高尾町９-１５
静岡県袋井市清水町14-2
静岡県袋井市木原75-6
静岡県袋井市春岡1129-3
静岡県袋井市上山梨1478
静岡県袋井市上山梨２丁目１２－７
静岡県周智郡森町睦実２２００-－１
静岡県周智郡森町森2116-4
静岡県周智郡森町一宮２８５２
静岡県掛川市西大渕4384
静岡県掛川市国安６８３番地
静岡県掛川市大坂1039-1
静岡県菊川市下平川4994

0537-24-2505
0537-22-3171
0538-42-3281
0538-42-1058
0538-42-2527
0538-42-7721
0538-43-8204
0538-48-8084
0538-48-7053
0538-49-0021
0538-85-5503
0538-85-2771
0538-89-6555
0537-48-2273
0537-72-2062
0537-72-5337
0537-73-2443

カツミ電器
田島電気商会
有限会社トミー
有限会社 システムサポート
前島電気工事株式会社
電器堂株式会社
有限会社山下家電
有限会社フィラメント
有限会社 よこいデンキ
キレートたねも

静岡県磐田市西貝塚3679-5
静岡県磐田市西貝塚３６８９－５
静岡県磐田市東新屋611
静岡県磐田市大原226番地の1
静岡県磐田市中泉2443-3
静岡県磐田市中泉 １２５
静岡県磐田市富士見町４丁目6-10
静岡県磐田市見付1208
静岡県磐田市見付2824
静岡県磐田市見付3494

0538-34-2260
0538-34-5694
0538-35-8752
0538-21-7511
0538-34-2521
0538-32-2281
0538-34-2996
0538-32-5607
0538-32-2624
0538-32-4413
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2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社 平松無線
清水サービス
有限会社いながき電器
フレンディ－ヤマシタ
有限会社 鈴木 無線
株式会社 内田電設
有限会社カミサカ グレイス・かみさか
マスプロ電工株式会社 金沢営業所
株式会社 テック・サンエル
株式会社キョー・エイ
かがつうシステム株式会社
デムラデンキ
有限会社スズヤうちなだ
有限会社メイリョウ商事
清水電機商会
(株)ライフサワダ
（株）崎田電気商会
高柳電器

住所
静岡県磐田市上神増777-1
静岡県磐田市駒場1－27
静岡県磐田市東原569-3
静岡県磐田市気子島1376-1
静岡県菊川市半済1905-1
静岡県菊川市加茂２１５４－８
石川県金沢市北安江４-13-13
石川県金沢市西念4-22-3ＹＭビル１Ｆ
石川県金沢市問屋町３丁目１０番地
石川県金沢市問屋町３丁目１０番
石川県金沢市東蚊爪町一丁目9番地1
石川県金沢市粟崎町チ29-7
石川県河北郡内灘町大根布７丁目１２５－１
石川県河北郡内灘町鶴ヶ丘5丁目1-49
石川県金沢市金石西１丁目２８番地６号
石川県金沢市松村2丁目33番地
石川県金沢市松村７丁目１２４番地２７
石川県金沢市芳斉1丁目4番26号

電話番号
0539-62-2098
0538-66-8308
0538-38-2236
0538-32-1260
0537-35-3501
0537-35-3326
076-231-0994
076-261-0155
076-237-0017
076-237-7232
076-238-8383
076-237-6993
076-286-2551
076-286-1238
076-267-0362
076-268-1174
076-268-7389
076-221-1324

有限会社コソバ・リビング
石川県金沢市横山町１－３
アトム赤坂店
石川県金沢市涌波3-7-8
有限会社みなもと電器
石川県金沢市末町４丁目１２４－５番地
ナカマチデンキ
石川県金沢市吉原町ハ１０番地２ＩＴたまご館
日本アンテナ株式会社 北陸営業所
石川県金沢市南森本町ホ４７－１
オーツカ電機サービス
石川県金沢市高畠１丁目406番地
北一電気株式会社
石川県金沢市入江1-613
アイシンテクノサービス株式会社 金沢支石川県金沢市入江2丁目125
店
中央電設株式会社
石川県金沢市東力4丁目176番地
さとや電機
石川県金沢市増泉3丁目10-7
ムライ電機
石川県金沢市野町３-18-8
ゆうらくざ・ござ
石川県金沢市寺町2-7-3
k’s プランサービス
石川県金沢市泉野町6-12-30アイディール泉野101
株式会社パスパレディック
石川県金沢市泉が丘1丁目18-9
有限会社 中央サンヨー
石川県金沢市弥生２丁目３番１号
有限会社中山電気商会
石川県金沢市米泉町7丁目61ー3

076-262-0305
076-222-3936
076-229-1864
076-258-1707
076-257-6633
076-291-1283
076-291-3939

株式会社トップスリー
上馬電器株式会社
有限会社コム カシワギ電機
ルーカス
エレクトロショップ ベスト
有限会社 ぬか電化ハウス
江村電気商会
株式会社スギタ
ヨネ電機株式会社
カワチ電器

076-249-1018
076-249-4350
076-247-4386
076-243-8200
076-296-0076
076-298-8343
076-298-5577
076-244-0035
076-247-0369
076-243-3367

石川県金沢市保古1-58
石川県金沢市西金沢4-506
石川県金沢市押野３丁目４９番地
石川県金沢市法島町6-29
石川県金沢市三十苅町丁38
石川県金沢市しじま台2-47
石川県金沢市高尾2丁目６７番地２
石川県金沢市有松2丁目1-11
石川県金沢市三馬2丁目２４９
石川県金沢市久安４丁目１５８番地
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076-255-6571
076-291-0300
076-247-4242
076-247-1570
076-241-4154
076-245-8188
076-241-1313
076-241-3121
076-243-3939

2019年5月9日更新
登録業者名
株式会社サンキュー
株式会社セキテック
株式会社西野電器商会
株式会社マツバラ電機
有限会社アクティブ・ハウス
株式会社 加南電設
有限会社平和電業社
株式会社電光館ヒガシ
メイツ かわしま
有限会社 タニグチムセン
株式会社オーデン
電気のオーミ
有限会社ホンボ
株式会社今出電気商会
株式会社 加藤デンキ商会
表電気商会
有限会社 タカデンキ
タボタ電機株式会社

住所
石川県野々市市野代２-１１１００満ボルト金沢本店４階
石川県野々市市白山町100番地
石川県加賀市大聖寺京町28
石川県加賀市山中温泉湯の出町レ２２－２
石川県加賀市山代温泉１６の１番地１１
石川県加賀市別所町2-1
石川県加賀市箱宮町ム３５
石川県加賀市大聖寺弓町81-2
石川県加賀市熊坂町ハ１－１
石川県小松市打越町乙６８番地
石川県小松市南浅井町イ111-2
石川県小松市南浅井町イ９２－２
石川県小松市新鍛冶町乙225-2
石川県小松市芦田町２丁目３６
石川県小松市上本折町２６番地
石川県小松市今江町1丁目28番地
石川県小松市今江町8-203
石川県能美市寺井町レ３０－２

電話番号
076-214-6671
076-294-3811
0761-72-0632
0761-78-1558
0761-76-0541
0761-76-3578
0761-74-0518
0761-72-3422
0761-73-3788
0761-21-7070
0761-46-6878
090-3766-3488
0761-22-5314
0761-22-6487
0761-22-6133
0761-22-3976
0761-22-5414
0761-57-0141

株式会社西出電機
有限会社システムタバタ
株式会社西川電機工業所
有限会社ＬＳ ＫＥＤＯ
株式会社 松明電設
株式会社前越電化社
ナカデン松任店
有限会社 千田電器商会
坂井電機株式会社
有限会社岡部電気商会
末吉電業有限会社
でんきやさん かわの
株式会社 橋爪電気設備工業
中山電気工事
株式会社ミヤコ
クニオ電器店
松葉電器

石川県能美市上開発町ニ82番地1
石川県能美市倉重町戊２－２
石川県白山市横江町286番地
石川県白山市あさひ荘苑3丁目114
石川県白山市三幸町35番地
石川県白山市倉光６－２
石川県白山市末広1丁目67番地
石川県羽咋市大川町２-１０３
石川県羽咋市中央町サ４８－２
石川県羽咋郡志賀町高浜町ソ－２－１
石川県羽咋郡志賀町高浜町ヤ２３２
石川県羽咋郡志賀町末吉竹の腰20-1
石川県羽咋郡志賀町富来地頭町7-128甲乙
石川県七尾市湯川町36部37番地
石川県七尾市本府中町ハ部３０－１
石川県七尾市府中町226
石川県七尾市橘町17

0761-51-4800
0761-51-6638
076-275-0202
076-274-8991
076-276-3405
076-276-5185
076-275-2791
0767-22-2017
0767-22-2203
0767-32-0050
0767-32-0076
0767-32-3484
0767-42-0555
090-4322-9758
0767-53-0001
0767-53-2056
0767-52-1570

山元テレビ電器
メイツはやしや
(有）電化のタカヒラ
たもと電器株式会社
有限会社 元橋電機
電遊館 十字屋
宮田電器商会
株式会社中板電機商会
信田電機商会
うえの電器

石川県七尾市川原町２番地
石川県七尾市和倉町リ部２８－６
石川県七尾市庵町カ部２４番地
石川県七尾市三島町18番地の2
石川県七尾市細口町ホ部４番地
石川県鳳珠郡能登町宇出津新１４６
石川県珠洲市飯田町２９－５３
石川県珠洲市飯田町１４部１５番甲地
石川県輪島市河井町１９部６４－１５
石川県輪島市河井町3-173番地

0767-52-1066
0767-62-4288
0767-59-1758
0767-52-0061
0767-52-4186
0768-62-0653
0768-82-7422
0768-82-0077
0768-22-0679
0768-22-3192
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2019年5月9日更新
登録業者名
有限会社アオバ電機
秋田電気工事株式会社
山田家電株式会社
坂室電機株式会社
電化ショップモトヤマ
有限会社 テクノ・タムラ
ヨコヤマデンキ有限会社
スギモリ電器ワタナベ
丸二電器商会
幅無線電機商会
電化のひらい
株式会社 おみでんき
株式会社翔システム
株式会社たくみ設備
株式会社新栄電設
山下電気産業株式会社
山木電機商会
折田電機

住所
石川県輪島市杉平町鬼田７５－１０
石川県能美市大成町リ９１
石川県河北郡津幡町字北中条１１－１１４－１
石川県羽咋郡宝達志水町柳瀬ヌ６－１１
石川県羽咋郡宝達志水町敷波ハ１２５－１
石川県鹿島郡中能登町高畠へー１３－２
石川県鹿島郡中能登町一青こ6-2
石川県七尾市川尻町ホ部１５７番１地
富山県富山市太田口通り３丁目1-9
富山県中新川郡 上市町 鍵町６８番地
富山県中新川郡上市町法音寺17-7
富山県中新川郡上市町稗田7-1
富山県富山市中冨居17-16
富山県富山市藤木1850-2
富山県富山市秋吉37-2
富山県富山市中滝354
富山県小矢部市西福町9-23
富山県小矢部市津沢３４１

電話番号
0768-22-2175
0761-55-1031
076-288-5121
0767-29-2045
0767-29-4728
0767-77-2175
0767-74-1721
0767-68-3969
076-424-8574
076-472-0728
076-472-0992
076-473-1771
076-464-6068
076-422-6428
076-491-5113
076-483-2932
0766-67-0751
0766-61-2217

(有)西谷電気商会
塩崎電機商会
ニューイングランドしんや
(有)山田電化設備
新栄電機株式会社
株式会社田子電機商会
株式会社かもの
山田電業
有限会社 丸の内電機
くりもと電器
株式会社 電化センタートリヤマ
ニューイングランドうえの
しばたでんき
株式会社タカオカ電工
氷見大電有限会社
ゆうらくざ・いしかわ
有限会社 エスケー通信工事

富山県小矢部市末友６０６
富山県高岡市定塚町5-17
富山県高岡市古定塚8-6
富山県高岡市江尻46-17
富山県高岡市宝町２番１０号
富山県高岡市伏木中央町3丁目11
富山県射水市堀岡古明神120
富山県高岡市北島224-3
富山県高岡市木町4-25
富山県高岡市大坪町１丁目４－４
富山県高岡市大坪町2丁目４－４
富山県高岡市波岡84
富山県高岡市答野島1353
富山県高岡市中曽根４６７－１
富山県氷見市窪966-6
富山県滑川市常盤町531
富山県魚津市江口８８ー４

0766-69-8737
0766-23-4828
0766-21-4476
0766-24-9623
0766-21-2939
0766-44-0203
0766-86-0230
0766-22-1760
0766-24-1404
0766-22-5326
0766-21-3256
0766-25-0326
0766-24-8198
0766-82-7669
0766-91-5628
076-475-1029
0765-24-3235

倉元電機商会株式会社
イシサキデンキ
おおつぼ電工
有限会社 伊藤通信
中電設
有限会社電化のオオツボ
株式会社中西電気
サンポートたかやま
ひらの 電機
ハセガワ

富山県魚津市吉島4327
富山県魚津市文化町9-2
富山県黒部市六天909-2
富山県黒部市沓掛3257-11
富山県黒部市沓掛844-5
富山県黒部市植木217-1
富山県黒部市新牧野103番地
富山県黒部市石田６９６７－４
富山県黒部市荻生3-1
富山県黒部市宇奈月町下立1033

0765-22-0863
0765-22-1314
0765-32-5271
0765-54-4568
0765-57-1550
0765-57-0032
0765-54-5880
0765-52-1323
0765-54-2255
0765-65-0634
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2019年5月9日更新
登録業者名
住所
株式会社ヒロセムセン
富山県射水市大門156-3
株式会社小杉光電社
富山県射水市戸破3898
株式会社米澤電気商会
富山県下新川郡入善町入膳3368-1
有限会社 長島電気工事
富山県下新川郡入善町椚山858
有限会社 中村電気
富山県下新川郡入善町青木1897
ろくひら電機
富山県砺波市秋元５０１
トナミ電化センター
富山県砺波市木下57
株式会社北川電機商会
富山県南砺市やかた61
エル・プライム なかだ
富山県南砺市寺家新屋敷442-5
タカシマ電化
富山県南砺市井口123
株式会社 牛島
富山県富山市下大久保2603
(有)ホリタ電設
富山県富山市高内４８－２
大内電機商会
富山県富山市八尾町黒田８６－１
キリイ電器
富山県富山市八尾町上井田４９３２－５
有限会社 西田電機商会
富山県富山市八尾町上新町２８０３
株式会社ハマデン
富山県富山市本郷町71-16
有限会社コンパス
ゆうらくざこんぱす富山県富山市大泉町２丁目3-18
ゆうらくざ・たかぎ
富山県富山市花園町３丁目６－２２

電話番号
0766-52-0253
0766-55-1170
0765-72-0072
0765-72-5643
0765-72-0070
0763-33-3764
0763-32-4527
0763-22-2201
0763-22-4337
0763-64-2140
076-467-0040
076-467-0289
076-454-2839
076-454-3623
076-454-2565
076-492-7845
076-425-5435
076-493-5585

株式会社ケィ・ディック
電化のたかの
有限会社テックみなみ
大栄電設株式会社
久保田電機株式会社
（株）やまだでんき
フレンドリータナカ 田中無線電器商会
ＥＳヨネクラ
つぼた電器
株式会社 スカルト
株式会社池田住宅設備
大和電建株式会社
有限会社マルサ電機
株式会社オー・ディー・エー
株式会社ダイデン
でんきランド しばた
有限会社 ライフこおりや

富山県富山市西田地方町2丁目12-3
富山県富山市布瀬町南1丁目8-5
富山県富山市二口町5丁目6-5
富山県富山市黒瀬北町２丁目１６－２
福井県福井市松本4丁目12-10
福井県福井市照手4-5-2
福井県福井市光陽2丁目2-21
福井県福井市三郎丸２丁目２１５－２
福井県福井市つくし野２丁目608
福井県福井市石盛町１３－１６
福井県坂井市丸岡町本町１丁目２６番地
福井県福井市開発1丁目101番地
福井県福井市西開発3-310
福井県福井市志比口２丁目８ー２
福井県あわら市二面35-20-1
福井県勝山市元町１丁目8-21
福井県勝山市本町2丁目４－１

076-425-8650
076-422-4678
076-493-7770
076-425-2521
0776-22-0745
0776-23-4656
0776-22-5939
0776-22-5007
0776-65-4441
0776-56-2720
0776-66-0212
0776-54-3500
0776-53-0303
0776-54-8810
0776-77-7287
0779-88-0215
0779-88-0623

有限会社 鹿谷電機
宮下デンキ
アスカTADAでんき
土田電機
有限会社田中電気商会
有限会社 吉野電設
青山電機商会
有限会社 伊藤電化
イケダ電気商会
道端電気

福井県勝山市鹿谷町発坂14-21
福井県大野市高砂町８－２８
福井県大野市元町3-4
福井県大野市元町4-14
福井県越前市粟田部町３４-６
福井県越前市家久町49-21-1
福井県越前市平出1丁目3-1
福井県越前市深草１丁目１６－１７
福井県越前市平和町2-5
福井県越前市向陽町83

0779-89-2031
0779-66-2858
0779-66-3430
0779-66-2087
0778-42-1624
090-4673-1497
0778-23-3243
0778-22-2726
0778-22-2641
0778-24-2469
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2019年5月9日更新
登録業者名
道下電機株式会社
株式会社 大虫電工
(株)佐々木家電
有限会社 藤本電機商会
株式会社 笠原電器商会
有限会社 飛田電機設備
広比電機商会
タケベ無線織田店
中橋電気商会
有限会社 平沢電機商会
ヨシデンサービス
有限会社赤坂電機
株式会社コスモボーサイ
株式会社うめでん
有限会社アイデン
エフテックス株式会社
加藤電気商会
マスプロ電工株式会社 福井営業所

住所
福井県越前市上太田町21-7-2
福井県越前市上太田町45-38
福井県鯖江市鳥羽3丁目13-17
福井県鯖江市三六町1丁目4-6
福井県鯖江市田村町3-6
福井県丹生郡越前町西田中17-3
福井県丹生郡越前町織田85-26-2
福井県丹生郡越前町大王丸14-16-1
福井県丹生郡越前町米ノ53-20
福井県鯖江市戸口町 ９－２２
福井県小浜市千種2丁目4-38
福井県福井市つくも２-１５－８
福井県福井市足羽4丁目5-5
福井県福井市花堂北２丁目１５－３１
福井県福井市花堂中1丁目6-5
福井県福井市種池２丁目２０９番地
福井県福井市加茂河原1-7-30
福井県福井市和田東１-１８０７ビルズＫ２０２

電話番号
0778-23-0312
0778-23-5044
0778-52-0567
0778-51-1455
0778-62-1714
0778-34-0208
0778-36-0045
0778-36-1060
0778-39-1043
0778-65-1021
0770-53-3131
0776-36-0637
0776-34-0280
0776-35-2673
0776-34-1231
0776-34-8222
0776-35-2090
0776-23-8153

ゆうらくざ まきた
有限会社 大関電設
step イバタ
有限会社カトウデンキ
ＨＫシステム
株式会社サカノデンキ
アスカ 日比

福井県坂井市春江町江留上中央10-6
福井県坂井市坂井町朝日１丁目２０
福井県坂井市坂井町新庄２-１０２
福井県あわら市市姫2丁目1番1号
福井県あわら市市姫3丁目１９－１６
福井県あわら市春宮１丁目１１－７
福井県三方上中郡若狭町横渡6-25

0776-51-5577
0776-66-0893
0776-66-6378
0776-73-0474
0776-74-0117
0776-73-0180
0770-45-0725
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