
あいち省エネ家電サポーター店登録店リスト【三河地方（西三河）】(R4.9.6 更新)

No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

1 岡崎市 上新電機㈱　岡崎イオンモール店 岡崎市戸崎町字外山38-5 イオンモール岡崎４Ｆ 0564-58-1199

2 岡崎市 ㈱エディオン　ファニチャードーム岡崎大樹寺店 岡崎市大樹寺1-2 0564-66-0511

3 岡崎市 ㈱エディオン　イオンタウン岡崎美合店 岡崎市美合町つむぎ南1-1 0564-57-0211

4 岡崎市 内藤電化空調設備 岡崎市伊賀町467 0564-21-3858

5 岡崎市 成 電 社 岡崎市伊賀町西郷中84 0564-23-3731

6 岡崎市 ドリームＭＩＫＡＷＡヨーデン 岡崎市井田新町２－２ 0564-22-5978

7 岡崎市 ＴＯＰみかわＯＫＡＤＡ店　 岡崎市井田西町9-15 0564-23-1279

8 岡崎市 第 一 電 器 岡崎市井田南町1-16 0564-22-6781

9 岡崎市 フカツ　稲熊店 岡崎市稲熊町字3丁目105番地2 0564-74-3678

10 岡崎市 プラスでんきやた 岡崎市奥殿町字椰ノ谷下70 0564-45-2251

11 岡崎市 アサイデンキ 岡崎市岡町東一色39 0564-51-6219

12 岡崎市 エレックハウスいとう 岡崎市鴨田町辻5-2 0564-22-6810

13 岡崎市 愛電館おのだ 岡崎市丸山町上ノ野19-1 0564-22-5207

14 岡崎市 エレックハウスあまの 岡崎市岩津町川畔52-1 0564-45-5792

15 岡崎市 育電社橋目店 岡崎市橋目町字遠山３９－１７ 0564-31-1911

16 岡崎市 電化のフクタ 岡崎市戸崎町字沢田2-3 0564-52-9362

17 岡崎市 プラスでんきこが 岡崎市康生通東2-53 0564-21-3378

18 岡崎市 ㈱ア ラ ウ ズ 岡崎市細川町字山ノ神2-169 0564-45-5645

19 岡崎市 山 内 商 事 岡崎市桜形町字西の入14 0564-84-2210

20 岡崎市 ナベタわかまつ 岡崎市若松町大廻1-2 0564-51-9152

21 岡崎市 プラスでんきハシラ東 岡崎市庄司田1-11-2 0564-52-3818

22 岡崎市 でんきはうすすぎやま 岡崎市上地2-43-12 0564-53-3431

23 岡崎市 大 村 電 器 岡崎市上六名3-3-16 0564-51-1882

24 岡崎市 ㈱エディオン　岡崎本店 岡崎市上六名町宮前1 0564-59-3725

25 岡崎市 ㈱エレックス 岡崎市秦梨町祇園出18-1 0564-47-2121

26 岡崎市 電化のアオヤマ 岡崎市大西1-6-23 0564-23-1638

27 岡崎市 エディオンたにやま 岡崎市大平町家下33 0564-23-8501

28 岡崎市 ㈲さくらやデンキ 岡崎市中町5-8-11 0564-21-4921

29 岡崎市 プラスでんきなかじま 岡崎市中島町字境３０ 0564-43-2826

30 岡崎市 プラスでんきハシラ 岡崎市柱町南屋敷117 0564-51-4308

31 岡崎市 カトウ電機工業㈲ 岡崎市朝日町2-8 0564-22-4408

32 岡崎市 ㈱高沢電化 岡崎市天白町字池田12 0564-53-4600

33 岡崎市 アイライフ石川岡崎南店 岡崎市土井町字柳ヶ坪25 0564-72-6231

34 岡崎市 安藤電化社 岡崎市東蔵前町木平16 0564-45-2029

35 岡崎市 テル・マツダ 岡崎市藤川町一里山北83 0564-48-7640

36 岡崎市 山本でんき 岡崎市堂前町2-7-7 0564-23-1687

37 岡崎市 プラスでんきイトウ 岡崎市能見町257 0564-21-3081

38 岡崎市 落 合 商 会 岡崎市能見町270 0564-24-2410

39 岡崎市 たけかわでんき 岡崎市八帖北町17-4 0564-22-3467

40 岡崎市 フカツ　美合店 岡崎市美合新町10-4 0564-53-1578

41 岡崎市 Ｌｉｏｓ電化のやまもと 岡崎市美合新町19-7 0564-51-1757

42 岡崎市 ㈲アイライフ石川 岡崎市百々西町12-30 0564-24-3783

43 岡崎市 ＴＯＰみかわ福岡店 岡崎市福岡町字下高須8-1 0564-51-9244

44 岡崎市 富士電化センター 岡崎市福岡町西ノ切31 0564-51-6183

45 岡崎市 ベリーズホーエー福岡店 岡崎市福岡町東市仲76-1 0564-55-2511

46 岡崎市 マツヤラジオ店 岡崎市蓬莱町2-3 0564-21-6066

47 岡崎市 ㈱テレビ堂 岡崎市明大寺町西郷中32 0564-51-5654

48 岡崎市 ㈱正音堂矢作店 岡崎市矢作町字尊所59-12 0564-31-1716

49 岡崎市 東海テレビサービス 岡崎市矢作町馬乗92-1 0564-31-5162

50 岡崎市 清 水 商 会 岡崎市竜美大入町2-3-4 0564-51-3087

51 岡崎市 ゴトウでんき緑丘店 岡崎市緑丘2-6-21 0564-54-9235

52 岡崎市 八木電化センター 岡崎市連尺通3-11 0564-21-4346

53 碧南市 キヌウラ電化　　　　　　　　　　　　　　                    碧南市久沓町４丁目６　　　　　　　                    0566-41-8136

54 碧南市 ㈱エディオン　碧南店 碧南市中後町三丁目18番 0566-48-5741

55 碧南市 スズキ家電 碧南市塩浜町２丁目６８番地 0566-41-0195

56 碧南市 アトム電器商会 碧南市久沓町2-32 0566-41-3638

57 碧南市 ㈲タカスラジオ碧南店 碧南市源氏神明町24 0566-42-1161

58 碧南市 エディオン西端店 碧南市坂口町3-148 0566-46-1388

59 碧南市 ㈱アサヒデンキセンター 碧南市山神町2-92 0566-42-5550

60 碧南市 オカベ電器 碧南市住吉町2-7 0566-41-1071

61 碧南市 明音堂西端店 碧南市吹上町2-23 0566-48-1287

62 碧南市 オリオン商会 碧南市浅間町3-47 0566-41-1745

63 碧南市 エディオン碧南駅前店 碧南市中町4-41 0566-42-9733



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

64 碧南市 電化プラザトリイ 碧南市東山町5-48 0566-42-1619

65 碧南市 コスモスベリーズ碧南店 碧南市東山町6-24 0566-41-2611

66 碧南市 藤井電機商会 碧南市本郷町2-78 0566-41-0839

67 刈谷市 パナステーション　カリヤ 刈谷市半城土中町２－２４－１４ 0566-23-5585

68 刈谷市 ㈱エディオン　エルシティ刈谷店 刈谷市高倉町2丁目601番地 ｴﾙｼﾃｨ2階 0566-62-6051

69 刈谷市 ㈱エディオン　イオンタウン刈谷店
刈谷市東境町京和1番地

イオンタウン刈谷内
0566-26-1511

70 刈谷市 上新電機㈱　一ツ木店 刈谷市一ツ木町３丁目10-4 0566-27-8611

71 刈谷市 マツヤデンキ刈谷店 刈谷市中手町2-112 0566-28-5353

72 刈谷市 ㈲電氣ハルミ堂 刈谷市井ヶ谷町久伝原3-1 0566-36-1520

73 刈谷市 日高電器商会 刈谷市恩田町2-161-8 0566-21-2298

74 刈谷市 ㈱刈谷サンワ電化ｾﾝﾀｰ 刈谷市高倉町2-208 0566-23-1510

75 刈谷市 ㈲たつみ電気商会 刈谷市今川町上池98 0566-36-2053

76 刈谷市 マルヤ電機商会 刈谷市新栄町6-3 0566-21-1477

77 刈谷市 フカヤムセン 刈谷市泉田町城前95 0566-23-8747

78 刈谷市 ㈲ 力 電 刈谷市中山町2-19 0566-21-2264

79 刈谷市 サウンドオンゲイ㈱ 刈谷市東刈谷町2-8-1 0566-24-2221

80 刈谷市 ヤマモト電器 刈谷市板倉町1-7-7 0566-22-7702

81 刈谷市 ナカネ電機 刈谷市野田町西田84-26 0566-22-7259

82 豊田市 パナステーション　ハマデン 豊田市永覚新町３－６９－１ 0565-28-0130

83 豊田市 パナステーションいちぎ 豊田市市木町岩本１７－１２ 0565-88-2024

84 豊田市 パナステーション　モリヤマ 豊田市若草町２丁目５番地３ 0565-31-2844

85 豊田市 ㈱エディオン　豊田美里店 豊田市広川町9丁目55-1 0565-87-1911

86 豊田市 ㈱エディオン　豊田本店 豊田市三軒町8丁目55番地 0565-37-9111

87 豊田市 ㈱エディオン　豊田大林店 豊田市大林町8丁目54番2 0565-74-3161

88 豊田市 Ｓｐｅｅｄ逢妻 豊田市逢妻町2-39-4 0565-33-7002

89 豊田市 マツヰ電気ＡＳ 豊田市井上町11-1-4 0565-44-2235

90 豊田市 光音堂㈱ 豊田市永覚新町3-84 0565-27-2525

91 豊田市 ムトウ電工社 豊田市永太郎町惣作69-5 0565-65-2072

92 豊田市 ウメムラ電器 豊田市乙部町前田232-1 0565-45-5700

93 豊田市 ニッコウ電気 豊田市下市場町5-107 0565-33-7801

94 豊田市 愛電館ひだか 豊田市下市場町8-63-2 0565-32-2415

95 豊田市 正音堂電化センター豊田店 豊田市丸山町10-58 0565-28-4866

96 豊田市 ＴＯＰみかわすずき店 豊田市岩倉町鵜ヶ瀬前5-27 0565-58-0088

97 豊田市 ＮＤ・ＮＡＧＡＩ 豊田市亀首町一色前25-2 0565-45-1729

98 豊田市 ㈲中央電器 豊田市久保町2-2-7 0565-32-1421

99 豊田市 ㈱みのり家電 豊田市宮上町8-15 0565-31-1133

100 豊田市 コスモスベリーズ宮上店 豊田市宮上町8-26 0565-32-2250

101 豊田市 加茂家庭用品販売㈱ 豊田市挙母町1-36 0565-32-0150

102 豊田市 清水電気 豊田市駒場町南97 0565-57-1504

103 豊田市 ミカワムセン 豊田市桑原町鐘鋳場286 0565-82-3131

104 豊田市 ㈲チコム高岡 豊田市高岡本町双葉71 0565-53-4696

105 豊田市 パナピット笹戸 豊田市笹戸町畷9-1-10 0565-68-2489

106 豊田市 電化ハウスＴＩＭＥＬＹ 豊田市三軒町6-36-3 0565-34-0114

107 豊田市 ㈱ マ ル ミ 豊田市若林西町小山27-2 0565-52-0033

108 豊田市 Ｓｐｅｅｄ宮上 豊田市小坂町4-13-14 0565-31-8130

109 豊田市 ＵーＤＥＮウイ 豊田市昭和町3-59 0565-33-0855

110 豊田市 ＨＩＴＥＣＨくのでん　 豊田市新町1-46 0565-34-2207

111 豊田市 タカラデンキ 豊田市神明町1-29 0565-32-0344

112 豊田市 愛電館いとう 豊田市神明町2-30 0565-33-1634

113 豊田市 Ｓｐｅｅｄ聖心 豊田市聖心町2-31-10 0565-28-3372

114 豊田市 エディオン髙岡店 豊田市西岡町石畑45-1 0565-52-1447

115 豊田市 Ｓｐｅｅｄ本店 豊田市西町1-114-5 0565-32-0127

116 豊田市 ㈲パナステ-ションアオキ 豊田市青木町5-3-7 0565-44-0707

117 豊田市 福岡電機商会 豊田市足助町田町24 0565-62-0012

118 豊田市 愛電館おおた 豊田市足助本町３６ 0565-62-0370

119 豊田市 ㈲でんき・ハウス三輪 豊田市竹町宮下65 0565-52-3146

120 豊田市 ㈲高瀬電気商会 豊田市島崎町築和合3076-2 0565-68-2604

121 豊田市 Ｓｐｅｅｄ東新 豊田市東新町3-59-3 0565-32-1080

122 豊田市 フジイ設備㈱ 豊田市藤岡飯野町坂口860-2 0565-76-2551

123 豊田市 プラスでんきいいの 豊田市藤岡飯野町池下528-1 0565-76-2676

124 豊田市 オキタ電器 豊田市梅坪町3-27-3 0565-32-0669

125 豊田市 第一家庭電器 豊田市美里5-1-10 0565-80-1713

126 豊田市 ㈲山田電機 豊田市平戸橋町太戸8-8 0565-45-1129



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

127 豊田市 ㈲ソニックトヨタ 豊田市平芝町3-18-7 0565-33-1321

128 豊田市 ㈲保見電化 豊田市保見ヶ丘2-105 0565-48-0608

129 豊田市 伊藤ビデオ 豊田市本町石根72-2 0565-53-3322

130 豊田市 ㈲電化のメイワ 豊田市明和町4-25-1 0565-27-1811

131 豊田市 プラスでんきかみや 豊田市野見山町3-21-55 0565-80-6707

132 豊田市 アンドウ電器 豊田市野見山町3-88-125 0565-89-6805

133 豊田市 石 野 精 糧 豊田市力石町井上79-2 0565-41-2037

134 安城市 上新電機㈱　新安城店 安城市住吉町荒曽根４３番地 0566-97-8211

135 安城市 ㈱エディオン　安城店 安城市三河安城東町1-17-1 0566-76-1521

136 安城市 ㈱エディオン　安城住吉店
安城市住吉町3丁目5番28号

アンディショッピングセンター2階
0566-96-1522

137 安城市 フカツ　桜井店 安城市小川町志茂326 0566-99-4148

138 安城市 江村電機秋葉店 安城市大山町１丁目１０番地２ 0566-76-7855

139 安城市 ㈲ナカガワ電気 安城市安城町甲山寺56-7 0566-76-4708

140 安城市 金田電気商会 安城市宇頭茶屋町道下4-1 0566-97-8346

141 安城市 ㈱ 正 音 堂 安城市御幸本町17-15 0566-75-5561

142 安城市 ㈱アイライフポピー 安城市今池町1-15-1 0566-97-0102

143 安城市 ㈲ほっと舘リコー 安城市今本町7-1-13 0566-97-0409

144 安城市 ジョーシン安城桜井店 安城市桜井町阿原28-2 0566-99-5111

145 安城市 ㈲岩間電気桜井店 安城市桜井町城阿原41-4 0566-99-0733

146 安城市 ㈲岩瀬電器商会 安城市桜井町大役田18-2 0566-99-0200

147 安城市 デンカショップのみち 安城市篠目町溝川62 0566-75-1057

148 安城市 ㈱アワーズ安城店 安城市住吉町荒曽根1-245 0566-98-0488

149 安城市 ワコー電気㈲ 安城市城ヶ入町雨池90 0566-92-3711

150 安城市 エディオンおおみ 安城市新明町27-2 0566-76-3818

151 安城市 長沢でんき 安城市石井町高井261 0566-92-3807

152 安城市 江 村 電 機 安城市赤松町前川34-2 0566-76-8254

153 安城市 ㈱鳥居電気商会 安城市池浦町池浦87-8 0566-76-3470

154 安城市 ㈱アイライフ石川 安城市朝日町22-7 0566-76-5377

155 安城市 稲垣電気商会 安城市東栄町1-5-1 0566-97-8181

156 安城市 神谷電化センター 安城市東栄町2-3-22 0566-97-8405

157 安城市 愛電館おおはし 安城市東端町主木24 0566-41-2245

158 安城市 アイライフスズキ 安城市東町荒井55-7 0566-99-3800

159 安城市 ㈲電化のヨシムラ 安城市美園町1-1 0566-74-0901

160 安城市 ㈲ほっと舘サカイ 安城市美園町1-20-20 0566-75-7532

161 安城市 電化センターあいざわ 安城市百石町2-14-14 0566-74-4554

162 安城市 ㈲ほっと舘スギヤ 安城市浜富町13-7 0566-77-4515

163 安城市 ㈱笠原ダイホー電気 安城市法連町13-21 0566-76-1030

164 安城市 佐橋電気商会 安城市明治本町11-4 0566-75-2755

165 安城市 ㈲まるさん電気 安城市里町出崎145 0566-97-9492

166 安城市 ㈲タカノデンキ 安城市和泉町北本郷12 0566-92-0044

167 西尾市 フカツ　一色店 西尾市一色町前野字新田61-1 0563-72-3945

168 西尾市 フカツ　米津店 西尾市米津町宮浦31-6 0563-56-5005

169 西尾市 ㈱エディオン　西尾店 西尾市矢曽根町長配8番地 0563-57-8211

170 西尾市 ㈱サンエス電業南店 西尾市一色町一色南屋敷56 0563-72-8131

171 西尾市 ㈱中川でんき 西尾市一色町酒手島東中通32 0563-72-7471

172 西尾市 エイデン一色店 西尾市一色町野田小島口64-2 0563-73-5878

173 西尾市 ㈱タカスラジオ商会 西尾市花ノ木町4-46 0563-56-2433

174 西尾市 ㈱フカツ 西尾市寄住町洲田36 0563-56-7330

175 西尾市 愛電館みずとり 西尾市吉良町吉田亥改１５０ 0563-32-0118

176 西尾市 ㈱サンエス電業吉田店 西尾市吉良町吉田石池39-1 0563-32-0021

177 西尾市 ＹＯＵＲＳすずき 西尾市吉良町吉田平ヶ山3 0563-32-0418

178 西尾市 エルカワムラ 西尾市幸町5-1 0563-57-3589

179 西尾市 ㈲伊太利屋 西尾市鳥羽町八反田18-5 0563-62-5828

180 西尾市 プラスでんきいしかわ 西尾市東幡豆町鍛冶屋畑23-1 0563-62-3506

181 西尾市 ㈲朝岡デンキ商会 西尾市徳次町明大寺20 0563-56-5412

182 西尾市 プラスでんきおさじま 西尾市楠村町北浜屋敷1-164 0563-59-1896

183 西尾市 ㈱石川電機 西尾市平坂町並木切添4 0563-59-6760

184 知立市 パナステーションおおまち 知立市逢妻町桜３６－９３ 0566-81-1571

185 知立市 パナステーションダイワ 知立市新池２丁目１０８ 0566-82-5131

186 知立市 ㈱エディオン　知立店 知立市南新地1丁目13番地13 0566-84-0121

187 知立市 チコム知立 知立市新林町欠藪2-3 0566-81-2737

188 知立市 電化ショップカナヤマ 知立市宝町刈谷道113-2 0566-82-5201

189 高浜市 パナステーションサノデンキ 高浜市湯山町四丁目１２－３ 0566-53-2123



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

190 高浜市 ㈱エディオン　高浜店 高浜市神明町8丁目21番3号 0566-54-3151

191 高浜市 エディオン吉浜店 高浜市屋敷町2-3-13 0566-52-0415

192 高浜市 ㈲サウンドオンスズ 高浜市青木町6-6-8 0566-53-0818

193 高浜市 ㈱永 田 電 気 高浜市青木町7-3-97 0566-53-0420

194 高浜市 橋本ラジオ店 高浜市碧海町3-3-27 0566-53-0543

195 高浜市 高浜ビデオ家電 高浜市本郷町2-1-12 0566-52-5094

196 高浜市 原田電気商会 高浜市本郷町2-3-30 0566-53-1079

197 幸田町 みうらでんき 額田郡幸田町芦谷字仲田103 0564-62-0331

198 幸田町 電化ショップミウラ 額田郡幸田町坂崎字竹下16-3 0564-62-6229

199 幸田町 みうらでんきさんがね 額田郡幸田町深溝内池田10-11 0564-62-7215

200 幸田町 ユーコー電化本店 額田郡幸田町菱池字山ノ郷20 0564-62-1714

201 幸田町 ㈱アイライフ石川幸田店 額田郡幸田町菱池字矢崎46-1 0564-63-1811

202 幸田町 ㈱エディオン　幸田店 額田郡幸田町大字相見字蒲原26 0564-56-3911


