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

No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

1 半田市 上新電機㈱　半田店 半田市浜田町３丁目８番１号 0569-26-1811

2 半田市 ＮＥＸＴタイオンドー 半田市横川町１－１４－１０ 0569-29-0254

3 半田市 ㈱エディオン　半田店 半田市乙川吉野町9 パワードーム半田内 0569-25-0791

4 半田市 五月堂 半田市南二ッ坂一丁目1-27 0569-21-0550

5 半田市 ｅでんきしんかい 半田市岩滑東町4-133-1 0569-23-0366

6 半田市 ㈲尾関電機商会 半田市亀崎町8-10 0569-28-0228

7 半田市 治栄電化センター 半田市宮本町3-213-2 0569-21-4540

8 半田市 ヤスター電化センター 半田市住吉町8-48 0569-21-1515

9 半田市 ア バ ン ス 半田市本町2-38 0569-21-4541

10 半田市 （有）吉田電気商会 半田市本町５丁目２０番地 0569-21-0766

11 半田市 電化のみやつ 半田市有楽町２－１５９ 0569-22-5876

12 常滑市 ㈱エディオン　常滑店
常滑市大鳥町5丁目41番地

カインズモール常滑内
0569-36-0611

13 常滑市 ｅでんきヤマザキ 常滑市久米字西前田38-1 0569-43-3064

14 常滑市 くわやまむせん 常滑市金山字会下前2-4 0569-42-1314

15 常滑市 ｅでんきトコナメ 常滑市原松町1-12 0569-35-4808

16 常滑市 タニカワテレビ 常滑市山方町1-118 0569-34-2108

17 常滑市 野田電化センター 常滑市大野町10-51 0569-42-0768

18 常滑市 青海でんき 常滑市大野町3-38 0569-42-0923

19 常滑市 (資)デンキのサカエ堂 常滑市大野町4-64 0569-42-2194

20 常滑市 ㈲佐野電機商会 常滑市長間18-1 0569-34-7222

21 常滑市 ㈲星和デンキ 常滑市保示町4-40 0569-35-4741

22 東海市 ㈱エディオン　東海店 東海市荒尾町見幕88 052-689-2911

23 東海市 アサヒデンキ（有） 東海市高横須賀町上池田９－２ 0562-33-3933

24 東海市 （有）おおむら電器 東海市大田町郷中９３ 0562-32-9663

25 東海市 カニエ電機（株） 東海市富貴ノ台１丁目２５５　　　　                    052-603-5275

26 東海市 Ｌｅｔ’ｓ電化のアベ 東海市名和町馬坂３８番地 052-601-8715

27 東海市 （有）アタゴヤ電気 東海市横須賀町３の割１０１番地 0562-32-0308

28 東海市 パナ電化ショップ 東海市加木屋町２丁目２６５ 0562-34-3870

29 東海市 東海電化センター 東海市加木屋町柿畑８８ 0562-34-8089

30 東海市 尾関電機　東海店 東海市加木屋町西平子２１－８番地 0562-34-1682

31 東海市 ㈱ナコー伏見 東海市富木島町伏見2-2-5 052-603-2691

32 大府市 ㈱エディオン　大府店 大府市森岡町5-110 0562-45-4011

33 大府市 Ｌｅｔ’ｓスズキ共和 大府市東新町２－８ 0562-47-8984

34 大府市 ㈲浅井電機 大府市共栄町9-9-1 0562-47-3314

35 大府市 ㈱早川電器商会 大府市長草町田ノ神30-2 0562-46-5005

36 知多市 ㈱エディオン　知多店 知多市にしの台4-17-8 0562-54-0201

37 知多市 新光電気センター渡辺 知多市日長字穴田５８－２７ 0562-55-3018

38 知多市 ｅでんきたけうち 知多市岡田字海渡18 0562-55-3950

39 知多市 エディオン近藤デンキ 知多市岡田字開戸32-2 0562-55-3432

40 知多市 ㈱電化のニシダ新舞子 知多市金沢字東寅60-5 0569-43-1110

41 知多市 山錠電気店 知多市新知字中殿7-1 0562-55-3572

42 知多市 門井ラジオ店 知多市新舞子字出口54-2 0569-42-0670

43 知多市 おぜきでんき知多 知多市清水ケ丘１－１３０３ 0562-33-1012

44 知多市 知多デンキ 知多市大興寺字里222-1 0569-42-1745

45 知多市 ㈲原辰電化センター 知多市巽が丘2-168 0562-34-8125

46 知多市 Let'ｓでんきのすみのてん 知多市南粕谷新海2-8 0569-43-3105

47 知多市 ｅでんきムラカミ 知多市南粕谷東坂1-197 0569-42-0715

48 知多市 ｅでんきはない 知多市八幡字小根131 0562-32-0043

49 阿久比町 愛電館ウイング　マルヤマ 知多郡阿久比町大字草木字栄８６番地 0569-48-0398



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

50 阿久比町 タツミ電化ショップ 知多郡阿久比町大字白沢字上カナクソ５－１６ 0562-34-2128

51 東浦町 林 電 機 知多郡東浦町緒川字屋敷2-66-3 0562-83-2610

52 東浦町 ㈲おだい電化センター 知多郡東浦町緒川字下出口21-2 0562-83-1613

53 東浦町 ㈱エディオン　東浦店 知多郡東浦町緒川上家左川123-1 0562-82-2077

54 東浦町 ㈲松村電器サービス森岡店 知多郡東浦町森岡字下今池39-4 0562-83-1511

55 東浦町 長 坂 電 気 知多郡東浦町生路字浜田1-9 0562-83-3285

56 東浦町 カミヤ電気商会 知多郡東浦町藤江字山敷104-7 0562-83-2664

57 東浦町 ㈱にいみ電気 知多郡東浦町藤江字大坪48-27 0562-83-2366

58 南知多町 篠島電機商会 知多郡南知多町篠島字浦磯1-204 0569-67-2034

59 南知多町 ㈲ 林 電 機 知多郡南知多町内海字亥新田81 0569-62-0213

60 南知多町 電化のﾆｼﾀﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ内海店 知多郡南知多町内海字五反田18-1 0569-62-0163

61 南知多町 柳 電 機 ㈱ 知多郡南知多町豊浜字鳥居87 0569-65-0147

62 美浜町 愛電館まるにし 知多郡美浜町奥田字東卯起７－１ 0569-87-0873

63 美浜町 中村電器　河和店 知多郡美浜町新浦戸１－６－５ 0569-82-3707

64 美浜町 ジョイシティ　ヤナギデンキ 知多郡美浜町北方１－２７ 0569-82-4351

65 武豊町 マセ電気商会 知多郡武豊町富貴郷南６４－１ 0569-72-0460

66 武豊町 パナミックホリサキ 知多郡武豊町冨貴中割29-37 0569-89-0133

67 武豊町 モミヤマデンキ 知多郡武豊町六貫山１丁目８９ 0569-73-1811


