
あいち省エネ家電サポーター店登録店リスト【尾張地方（尾張）】(R4.3.31 更新)

No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

1 一宮市 上新電機㈱　一宮尾西店 一宮市篭屋２丁目１番２５号 0586-46-2611

2 一宮市 上新電機㈱　木曽川イオンモール店
一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25番1

イオンモール木曽川２F
0586-87-3211

3 一宮市 一宮愛電館ニシムラ 一宮市千秋町浅野羽根1172-5 0586-77-3143

4 一宮市 一宮愛電館あきた 一宮市高田字井川19 0586-78-0016

5 一宮市 （株）蘇東電機商会 一宮市浅井町西浅井弐軒家２７番地 0586-53-6777

6 一宮市 ＮＩＣＥ　サカイ　　　　　　　　　　　　                    一宮市浅井町東浅井桜木５６　　　　                    0586-51-5966

7 一宮市 エ－シンワキタ 一宮市浅井町尾関字丸山４８ 0586-78-7800

8 一宮市 ＮＥＸＵＳ秋田産業（株） 一宮市大志１－１３－６－１０１ 0586-71-6534

9 一宮市 トミダ電機（株） 一宮市大字島村字郷裏１ 0586-78-1338

10 一宮市 ホット・イントツカニュ－タウン店 一宮市大和町於保字郷浦６８－１ 0586-44-4431

11 一宮市 ＲＥＸ　ネイデンキ　　　　　　　　　　　                    一宮市大和町毛受字一本松１３－４　                    0586-44-5734

12 一宮市 （株）小関電機商会 一宮市大和町毛受城之腰８２ 0586-45-1765

13 一宮市 ㈱エディオン　一宮西店 一宮市八幡5丁目1番16 0586-47-0371

14 一宮市 ㈱エディオン　一宮本店 一宮市緑5丁目6番10号 0586-75-2311

15 一宮市 パナショップ奥町 一宮市奥町字下口西34-2 0586-62-5774

16 一宮市 ゴトームセン 一宮市奥町字貴船前８１ 0586-62-3625

17 一宮市 一宮愛電館しばた 一宮市奥町字土桶49-1 0586-62-2011

18 一宮市 一宮愛電館エンドウ 一宮市観音寺1-2-20 0586-44-8984

19 一宮市 ㈲松岡商店 一宮市今伊勢町新神戸字九反野667 0586-73-4321

20 一宮市 ｅ－ｌｉｎｅ 一宮市三条字郷東藤43-1 0586-85-6370

21 一宮市 ㈲エレックミツザキ 一宮市三条字酉新田17-1 0586-62-7105

22 一宮市 愛電館サワノ 一宮市三條字宮西19-3 0586-62-7823

23 一宮市 吉川デンキ 一宮市三條字通34 0586-62-5475

24 一宮市 パナショップ昭和 一宮市昭和2-11-6 0586-44-1963

25 一宮市 三 晃 電 気 一宮市松降2-2-16 0586-24-5731

26 一宮市 エディオン長尾デンキ 一宮市西五城字上切64-2 0586-62-8709

27 一宮市 ㈱ツジ電器 一宮市西大海道郷前25 0586-76-4603

28 一宮市 パナショップ西成 一宮市西大海道本郷49-9 0586-77-3863

29 一宮市 パナショップ西萩原 一宮市西萩原字東浦12-3 0586-69-4334

30 一宮市 ㈲ 電 気 堂 一宮市赤見4-2-1 0586-71-7273

31 一宮市 パナショップ　千秋 一宮市千秋町佐野３１００－１ 0586-76-6123

32 一宮市 丹陽電器センター 一宮市多加木3-3-14 0586-72-4166

33 一宮市 ㈱山内エレック 一宮市大宮3-5-17 0586-71-2858

34 一宮市 ㈱オリイナ家電 一宮市大江1-6-16 0586-72-3837

35 一宮市 ㈱マル平電機 一宮市丹陽町九日市場2468 0586-77-3580

36 一宮市 浅井秀波堂 一宮市竹橋２９－１ 0586-45-5922

37 一宮市 電化サロンナイスイトー 一宮市伝法寺6-15-2 0586-76-8077

38 一宮市 五藤電化センター 一宮市馬見塚字郷内32-2 0586-76-3290

39 一宮市 沢村電化 一宮市萩原町串作字滝浦５０番地 0586-69-2239

40 一宮市 電化サロンハマダ 一宮市八幡3-1-9 0586-45-6222

41 一宮市 パナショップ宮西 一宮市文京1-2-2 0586-73-7832

42 一宮市 一宮愛電館ヤマダ 一宮市北神明町3-49 0586-71-7541

43 一宮市 一宮愛電館ムシカ 一宮市木曽川町黒田西町北38 0586-86-3435

44 一宮市 パナショップ祐久 一宮市祐久字十間城38 0586-69-5271

45 一宮市 パナショップ両郷 一宮市両郷町5-15 0586-72-7059

46 瀬戸市 共栄電化センター 瀬戸市共栄通６‐２９ 0561-84-2250

47 瀬戸市 ㈱エディオン　アピタ瀬戸店 瀬戸市幸町33番地 アピタ瀬戸1階 0561-89-7911

48 瀬戸市 湯浅電気（株）瀬戸店 瀬戸市深川町１４ 0561-83-3107

49 瀬戸市 サカイデンキ 瀬戸市五位塚町11-64 0561-83-3455

50 瀬戸市 宇津野電気 瀬戸市寺本町48 0561-82-5884

51 瀬戸市 ドリームワン　イワハシ 瀬戸市松原町３丁目１８３番地 0561-82-8037

52 瀬戸市 ドリームワン　はっとり 瀬戸市上水野町８６７－３ 0561-48-0130

53 瀬戸市 コジマ家電サービス 瀬戸市西本地町１丁目９０番地 0561-84-1456

54 瀬戸市 有限会社　春日屋商店 瀬戸市石田町１３９番地 0561-82-5552

55 瀬戸市 戸田通商㈱ 瀬戸市東長根町63 0561-84-3255

56 瀬戸市 でんきＰＡＬおおば 瀬戸市陶生町35-2 0561-21-5272

57 瀬戸市 ㈲エーコーデンキ 瀬戸市南山町1-98 0561-83-3580

58 瀬戸市 でんきＰＡＬ池田瀬戸店 瀬戸市幡野町321-1 0561-83-7100

59 瀬戸市 パナショップ　品野 瀬戸市品野町４丁目２８番地 0561-41-0351

60 瀬戸市 (資)杉野電気商会 瀬戸市平町1-18 0561-82-4297

61 瀬戸市 パナショップ北山 瀬戸市北山町58-7 0561-84-2574

62 瀬戸市 ドリームワン　あおやま 瀬戸市末広町２丁目２３番地 0561-82-3346

63 春日井市 上新電機㈱　高蔵寺店
春日井市中央台１丁目２－２

サンマルシェ南館１F
0568-91-8611

64 春日井市 ㈱エディオン　坂下店 春日井市坂下町6丁目1855-1 0568-88-5671

65 春日井市 ㈱エディオン　春日井店
春日井市六軒屋町東丘25-2

ザ･モール春日井PARTⅡ
0568-86-1911

66 春日井市 カジタ電器 春日井市大手町1033 0568-33-3322



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

67 春日井市 パナホーンズざんま 春日井市稲口町4-4-7 0568-34-4433

68 春日井市 パナショップ高蔵寺ﾆｭｰﾀｳﾝ 春日井市岩成台9-2-16 0568-91-1122

69 春日井市 パナショップ牛山 春日井市牛山町1194-9 0568-33-3459

70 春日井市 ㈲ヒサヤマ電器商会 春日井市熊野町629-96 0568-81-2057

71 春日井市 でんきのオメガ 春日井市高山町2-20-21 0568-34-7881

72 春日井市 ㈲タカモリ電器 春日井市高森台1-14-12 0568-91-5124

73 春日井市 ㈱松本ラジオ店 春日井市高蔵寺町4-21-1 0568-51-0211

74 春日井市 ㈱ 共 栄 堂 春日井市高蔵寺町北2-132 0568-51-0161

75 春日井市 パナショップ坂下 春日井市坂下町5-1215-216 0568-88-2633

76 春日井市 パナショップ西部 春日井市四ツ家町字四ツ家34-7 0568-31-8737

77 春日井市 パナショップ　出川 春日井市出川町２丁目１０番地ー１１ 0568-52-3725

78 春日井市 おのでんき 春日井市小野町5-64 0568-84-7684

79 春日井市 タイセイ電気商会 春日井市上田楽町1964-1 0568-84-8120

80 春日井市 ㈱パナショップ 春日井市西本町1-8-4 0568-31-8498

81 春日井市 千 葉 電 化 春日井市中央通2-4 0568-81-2788

82 春日井市 ㈲ウエダデンキ 春日井市中央通2-58 0568-81-1259

83 春日井市 イガラシ家電 春日井市朝宮町3-3-1 0568-33-6606

84 春日井市 パナ・プラザ・ナカタ 春日井市柏井町１丁目５２番地 0568-33-7739

85 春日井市 杉浦電器春日井店 春日井市白山町8-4-5 0568-51-8756

86 春日井市 ㈲林電器商会 春日井市八田町6-22-23 0568-81-1097

87 春日井市 ㈲イトー家電 春日井市不二ガ丘1-26-2 0568-51-2180

88 春日井市 ㈲トオヤマムセン 春日井市味美町2-158-1 0568-32-7248

89 犬山市 有限会社中川電化センター 犬山市大字犬山字薬師3-10 0568-61-0700

90 犬山市 ㈱犬山豊栄家電 犬山市羽黒字鳳町112 0568-67-0134

91 犬山市 ＡＩでんき 犬山市犬山字柳町1 0568-61-3010

92 犬山市 ㈲ ウ メ ダ　 犬山市犬山上時迫間13-9 0568-61-3113

93 犬山市 (資)明音堂 犬山市上坂町4-158 0568-63-0055

94 犬山市 愛電館かわむら 犬山市東余坂28-6 0568-61-2714

95 江南市 ＲＥＸ　サカイ　　　　　　　　　　　　　                    江南市宮後町天神１２　　　　　　　                    0587-54-9173

96 江南市 ホット・インマエデン 江南市前野町南１１５ 0587-53-1520

97 江南市 有限会社古田電機 江南市宮後町砂場西１４４番地 0587-56-3636

98 江南市 日栄家電㈱ 江南市後飛保町前川84 0587-58-8074

99 江南市 ㈲タキデンキ 江南市前飛保町河原25 ﾋﾟﾘｶ2F 0587-54-5767

100 江南市 パナショップ江南 江南市布袋町南164 0587-56-3250

101 小牧市 上新電機㈱　小牧店 小牧市郷中１丁目５０ 0568-71-5911

102 小牧市 ㈱エディオン　小牧インター店 小牧市大字村中稲荷765-1 0568-75-4261

103 小牧市 でんからんど・イトー 小牧市応時1-12 0568-77-1066

104 小牧市 花 塚 電 機 小牧市外堀3-202 0568-73-1633

105 小牧市 日置家電㈱ 小牧市岩崎5-355 0568-72-8257

106 小牧市 パナショップ味岡 小牧市岩崎72 0568-76-4578

107 小牧市 パナショップ田県 小牧市久保一色1181-2 0568-73-6035

108 小牧市 ㈱イトデン 小牧市郷中2-7-1 0568-72-2791

109 小牧市 アポロ電気 小牧市三ツ渕343-1 0568-77-8874

110 小牧市 さはしでんき 小牧市小牧4-414 0568-76-2305

111 小牧市 電化ワールド小牧店 小牧市常普請2-193-1 0568-72-8740

112 小牧市 丹羽電化サービス 小牧市大字村中1217-2 0568-72-7250

113 小牧市 ツチヤデンキ 小牧市藤島1-160 0568-76-0544

114 小牧市 ㈲中日電化センター 小牧市藤島町中島54-1 0568-77-8500

115 稲沢市 上新電機㈱　稲沢店
稲沢市長野７丁目１番２号

リーフウォーク稲沢モール棟１F
0587-22-3111

116 稲沢市 ㈱エディオン　稲沢ﾊﾟｰﾙｼﾃｨ店
稲沢市井之口大坪町80-1

稲沢パールシティ内
0587-34-2111

117 稲沢市 ㈱エディオン　稲沢ハーモニー店
稲沢市稲島5丁目2

稲沢ハーモニーランド内
0587-23-0993

118 稲沢市 （株）サンエ－スサトウ 稲沢市祖父江二俣１１２－１ 0587-97-0358

119 稲沢市 ＮＥＸＵＳたなせ電気 稲沢市日下部南町４－２２－２ 0587-32-6314

120 稲沢市 サンワイズ戸田 稲沢市平金森町４１ 0587-81-3362

121 稲沢市 （有）サンエ－スヘイワ 稲沢市平和町塩川９５ 0567-46-3758

122 稲沢市 おくだややわせ店 稲沢市法花寺町瀬垣出785-1 0587-74-0507

123 稲沢市 ㈲ライトハウスいなざわ 稲沢市駅前3-18-16 0587-21-2261

124 稲沢市 ㈱奥田屋電器 稲沢市奥田計用町79 0587-32-2571

125 稲沢市 さとうでんき 稲沢市小沢2-7-16 0587-21-1323

126 稲沢市 真野テレビレコード店 稲沢市小沢３丁目１２－３５ 0587-32-0724

127 稲沢市 イソダ電器 稲沢市小池2-16-22 0587-32-7321

128 稲沢市 安井電気㈱ 稲沢市西溝口町南郷6912 0587-36-0803

129 稲沢市 ㈲宮崎電気 稲沢市船橋町749-2 0587-21-2461

130 稲沢市 ㈱電化のホッタ 稲沢市祖父江町山崎鶴塚303-1 0587-97-4360

131 稲沢市 ミワデンキ 稲沢市中野宮町2-5 0587-36-0833

132 稲沢市 電化センターウラ 稲沢市東緑町2-51-9 0587-23-3563

133 尾張旭市 （株）イダカ電機 尾張旭市旭前町５丁目７番６ 0561-76-6301



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

134 尾張旭市 西脇電器旭店 尾張旭市西大道町前田３７１１ 0561-54-0378

135 尾張旭市 ㈱エディオン　尾張旭店 尾張旭市南本地ケ原町三丁目143番地 0561-55-3401

136 尾張旭市 でんからいふ２１アップルあさひ 尾張旭市緑町緑ヶ丘２７－３３ 0561-54-0083

137 尾張旭市 （有）ドリームワン　柴田 尾張旭市新居町今池下２９０４番地 0561-54-7078

138 尾張旭市 でんきパル中山 尾張旭市東栄町1-11-9 0561-53-4002

139 尾張旭市 でんきＰＡＬ池田 尾張旭市緑町緑ヶ丘27-19 0561-53-3648

140 岩倉市 パナショップ　岩倉栄 岩倉市栄町２の７２ 0587-37-6846

141 岩倉市 小牧ベリーズ㈱ 岩倉市新柳町1-37 0587-66-3101

142 豊明市 トヤマムセン 豊明市阿野町出口２‐３ 0562-92-0361

143 豊明市 豊明みづほ電器 豊明市栄町上姥子３－１９シャトー桜ケ丘Ⅲ４０５号 0562-97-2322

144 豊明市 ㈱エディオン　豊明店 豊明市三崎町中ノ坪26番地7 0562-93-6151

145 豊明市 フカツ　前後店 豊明市新栄町4丁目113-5 0562-98-3054

146 豊明市 電化シヨップトクダ 豊明市新田町子持松８－１４ 0562-92-8789

147 豊明市 電化のクラチ豊明店 豊明市西川町笹原２８－１０ 0562-92-7316

148 豊明市 ＡＣＴＹタケカワ 豊明市前後町鎗ケ名１８２０－１０ 0562-92-8606

149 豊明市 Ｌｅｔ’ｓまつうら 豊明市二村台３－１－１５５棟１０６号 0562-92-3120

150 豊明市 （有）山田ラジオ 豊明市沓掛町西本郷１５３番地１ 0562-92-1501

151 豊明市 細井電機商会 豊明市新田町錦13-15 0562-93-0995

152 豊明市 パナホーンズ　いえだ 豊明市新田町中の割１５１‐１９ 0562-92-3725

153 豊明市 有限会社ヤマグチ電化センター 豊明市新田町門先１－１９ 0562-93-1810

154 豊明市 フジタ電器 豊明市二村台２丁目３‐１１ 0562-92-7012

155 日進市 ㈱エディオン　日進竹の山店 日進市竹ノ山三丁目2003番地 0561-74-8511

156 日進市 アトム電器日進店 日進市藤枝町前田90-1 090-2345-8490

157 日進市 小野田電気（株） 日進市岩崎町大廻間３１番地 0561-72-0070

158 日進市 ㈱日進山田電機 日進市南ヶ丘1-27-4 0561-72-2601

159 清須市 有限会社小林電機 清須市清洲田中町48-1 052-400-1877

160 清須市 中京電化㈱ 清須市春日川中140-1 052-409-5180

161 清須市 須ヶ口共立電化センター 清須市須ヶ口1756 052-400-3785

162 清須市 松　　屋 清須市清洲2-3-3 052-400-3538

163 清須市 電化ワールド清洲店 清須市西田中長堀96 052-409-4630

164 清須市 ㈲ワタナベ電器商会 清須市西枇杷島町押花4-2 052-502-0065

165 清須市 セイコー電器商会 清須市西枇杷島町住吉12-1 052-501-3550

166 清須市 伊藤テレビ商会 清須市西枇杷島町泉77 052-501-5700

167 清須市 電化ふれんずＲｅｘフジ 清須市西枇杷島町南六軒12-1 052-501-3468

168 清須市 ㈲高村電気商会 清須市土器野338-1 052-400-2149

169 清須市 後藤電気店 清須市土器野342-4　 052-400-2357

170 清須市 電化プラザトスコ新川店 清須市桃栄2-225 052-400-9231

171 北名古屋市 ＮＩＣＥひかりでんき 北名古屋市九之坪上吉田100 0568-21-1583

172 北名古屋市 昌和ラジオ店 北名古屋市九之坪天下地90 0568-21-0212

173 北名古屋市 電化ワールド西春店 北名古屋市九之坪天神49-1 0568-22-0455

174 北名古屋市 電化のキモト師勝店 北名古屋市熊之庄江川78-6 0568-23-9918

175 北名古屋市 ㈱サゴーデンキ 北名古屋市鹿田神明附142 0568-22-3002

176 北名古屋市 ワタナベＮ青木電器 北名古屋市石橋角畑2 0568-23-2177

177 北名古屋市 パナショップ春日 北名古屋市中之郷諏訪85 0568-22-8958

178 北名古屋市 みずたに電器 北名古屋市能田引免地28-2 0568-22-5557

179 北名古屋市 パナショップ北名古屋 北名古屋市弥勒寺東2-275 0568-21-1530

180 北名古屋市 ナショナルヤガタ北名古屋 北名古屋市六ツ師１０８０－８１ 0568-21-1626

181 北名古屋市 ㈲スター電化 北名古屋市六ツ師女夫越135-5 0568-23-5055

182 北名古屋市 電化ワールド師勝店 北名古屋市六ッ師北屋敷24020-1 0568-22-0721

183 長久手市 上新電機㈱　アピタ長久手店
長久手市戸田谷９０１番地１

アピタ長久手店２F
0561-65-0211

184 長久手市 ＮＩＣＥ　ナガクテ　　　　　　　　　　　                    長久手市城屋敷１０５　　　　　　　                    0561-63-0872

185 長久手市 ㈱エディオン　ｲｵﾝﾓｰﾙ長久手店
長久手市長久手中央土地区画整理事業地内

5・10・11街区　イオンモール長久手4階
0561-64-3661

186 長久手市 ㈲電化のクラチ 長久手市岩作東島6 0561-62-0301

187 長久手市 （有）ナショナルヤガタ　東山 長久手市久保山１５０３ 0561-62-6131

188 長久手市 ㈱川合電化センター 長久手市東原山18-3 0561-62-3587

189 東郷町 ㈱エディオン　ららぽーと愛知東郷店 愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業62街区1・3 3階-32400 0561-37-5711

190 東郷町 トーゴー無線㈱ 愛知郡東郷町春木字西羽根穴2246-7 0561-39-0017

191 東郷町 ＮＩＣＥもろと 愛知郡東郷町大字春木字白土1-1334 052-805-3759

192 東郷町 ㈱スズキ電化ｾﾝﾀｰ和合店 愛知郡東郷町和合ヶ丘1-3-12 0561-38-0136

193 豊山町 ㈲電化のｷﾓﾄ空港店 西春日井郡豊山町豊場字伊勢山185-1 0568-28-6127

194 豊山町 大谷電気㈱ 西春日井郡豊山町豊場字諏訪115-1 0568-28-0104

195 大口町 ヨシヅヤ電気舘大口店 丹羽郡大口町奈良子2-79 0587-95-7511

196 扶桑町 ㈱エディオン　イオンモール扶桑店
羽郡扶桑町大字南山名高塚5-1

イオンモール扶桑1階
0587-91-3292

197 扶桑町 アイシン電気本店 丹羽郡扶桑町柏森中島401番地 0587-50-8787

198 扶桑町 ㈲マルマン 丹羽郡扶桑町高雄字伊勢帰202　 0587-93-0018

199 扶桑町 ﾊﾟﾅｼｮｯﾌﾟ扶桑 丹羽郡扶桑町高雄字中郷7 0587-93-0469

200 扶桑町 天野電気商会 丹羽郡扶桑町柏森字辻田8-1 0587-93-2438



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

201 扶桑町 大 矢 電 化 丹羽郡扶桑町柏森字天神102 0587-93-1855


