
あいち省エネ家電サポーター店登録店リスト【三河地方（東三河）】(R4.10.13 更新)

No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

1 豊橋市 レッツ友アケボノ 豊橋市曙町南松原７０－４ 0532-46-3257

2 豊橋市 ＬＩＯＳコヤナギ　　　　　　　　　　　　                    豊橋市石巻萩平町城脇１４５　　　　                    0532-88-3654

3 豊橋市 ㈱エディオン　豊橋店 豊橋市前田南町1丁目6-1 0532-51-5211

4 豊橋市 愛彩電科さとう 豊橋市羽根井町32-4 0532-32-8139

5 豊橋市 ドリームワン守田 豊橋市下条東町字木戸口７９ 0532-88-1702

6 豊橋市 ㈱富安電機商会 豊橋市下地町字天神32-1 0532-54-5668

7 豊橋市 ㈱第一無線 豊橋市萱町17 0532-54-5245

8 豊橋市 パナステージさいとう 豊橋市吉川町103-7 0532-31-1935

9 豊橋市 有）メディアアオヤマ 豊橋市錦町１０２番地 0532-32-4585

10 豊橋市 （有）メデイア　カタヤマ 豊橋市向山大池町８の１ 0532-54-2600

11 豊橋市 ㈱ムラタ電気 豊橋市三ノ輪町1-36 0532-61-3133

12 豊橋市 ㈲橋山電器商会 豊橋市三ノ輪町5-19 0532-61-7391

13 豊橋市 カトー電器 豊橋市三本木町字新東上24-2 0532-46-0296

14 豊橋市 浅野電機商会 豊橋市山田町西山18 0532-45-5403

15 豊橋市 パナプラザさんえい 豊橋市小向町字北小向100-3 0532-31-6820

16 豊橋市 ㈲フクジン 豊橋市上伝馬町125 0532-52-3709

17 豊橋市 Ｂｅ　Ｌｉｆｅサンデン 豊橋市植田町字大池56 0532-25-4811

18 豊橋市 ㈱コバヤシデンキ 豊橋市植田町字法事堂71 0532-25-2794

19 豊橋市 こいけでんき 豊橋市西小池町１７番地 0532-47-5311

20 豊橋市 有限会社ＹＯＵＲランド 豊橋市石巻町字間場５０番地の４ 0532-88-1225

21 豊橋市 佐野電器商会 豊橋市石巻本町字西下地73-2 0532-88-0054

22 豊橋市 パナランドオオスギ 豊橋市石巻本町字北市場53-1 0532-88-0537

23 豊橋市 いのうえでんき 豊橋市船町201-1 0532-52-4573

24 豊橋市 ＭＩＴＡＫＡ 豊橋市大井町108 0532-62-4524

25 豊橋市 大 石 電 器 豊橋市大岩町西郷内29-2 0532-41-0603

26 豊橋市 太田電気商会 豊橋市大橋通2-141 0532-52-4354

27 豊橋市 パナステージこもだ 豊橋市大脇町大脇７２－１２ 0532-41-0791

28 豊橋市 ㈱マツデン 豊橋市中岩田2-2-1 0532-61-0223

29 豊橋市 （有）サトウデンキ 豊橋市中野町字野中３の５ 0532-48-4500

30 豊橋市 パナステージサントウ 豊橋市伝馬町224 0532-61-7166

31 豊橋市 パナステージわたなべ 豊橋市東岩田３丁目１－４ 0532-62-6572

32 豊橋市 ㈲オールデイズ 豊橋市東幸町字大山23-2 0532-61-7303

33 豊橋市 遊ｉｎｇユタカうしかわ店 豊橋市東小鷹野4-1-12 0532-63-1820

34 豊橋市 ㈲西八家電 豊橋市東小鷹野4-18-11 0532-63-5388

35 豊橋市 ㈲ホーナン家電 豊橋市南大清水町字富士見736-2 0532-25-3412

36 豊橋市 パナステージおさむ 豊橋市入船町76 0532-46-3575

37 豊橋市 ㈱パナ無線 豊橋市八町通5-12 0532-53-5513

38 豊橋市 朝 日 電 化 豊橋市飯村町字茶屋122-2 0532-62-1458

39 豊橋市 遊ingユタカ 豊橋市飯村町字茶屋65-3 0532-61-3235

40 豊橋市 遊ｉｎｇユタカ　いむれ店 豊橋市飯村南２丁目２１－３ 0532-64-1600

41 豊橋市 パナステージあさくら 豊橋市浜道町字管石6-5 0532-46-8148

42 豊橋市 パナステージいな 豊橋市北山町字西ノ原38-30 0532-45-7593

43 豊橋市 愛彩電科にしはま 豊橋市牟呂中村町21-30 0532-32-2920

44 豊橋市 愛彩電科αさんとう 豊橋市老津町字的場78 0532-23-2217

45 豊川市 上新電機㈱　クロスモール豊川店
豊川市正岡町池田694-1

クロスモール豊川モール棟２F
0533-83-5511

46 豊川市 カトウムセン 豊川市駅前通り３丁目８ 0533-86-3748

47 豊川市 竹尾電器 豊川市御津町上佐脇野川９８ 0533-76-5061

48 豊川市 ㈱エディオン　豊川店 豊川市正岡町西深田345-1 0533-84-9281

49 豊川市 メディアステーション光電 豊川市八幡町鐘鋳場１７２ 0533-85-6620

50 豊川市 （有）　ヤマモトデンキ 愛知県豊川市赤坂町山蔭２６ー５ 0533-87-2202

51 豊川市 ㈲村田電器サービス 豊川市伊奈町正庵89-124 0533-72-5472

52 豊川市 ㈱ 葵 電 気 豊川市伊奈町縫殿26-136 0533-78-2480

53 豊川市 ヤマザキ　デンキ 豊川市一宮町下新切２３番地１８ 0533-93-5566

54 豊川市 レッツナイトー 豊川市一宮町社26 0533-93-1500

55 豊川市 スギモト電気 豊川市一宮町上新切375-4 0533-93-4667

56 豊川市 アダチ電気㈱ 豊川市牛久保町大手33 0533-85-2323

57 豊川市 アサヒベリーズ㈱ 豊川市古宿町中通86-3 0533-86-2657

58 豊川市 波多野電気（株） 豊川市御津町西方字九策３１－７ 0533-75-3178

59 豊川市 シライデンカ 豊川市御油町堺畑１８ 0533-87-3928

60 豊川市 しみずでんき 豊川市国府町流霞８７ 0533-88-6230

61 豊川市 ㈲松下商店 豊川市桜木通4-7 0533-86-3404

62 豊川市 ㈱花田電気 豊川市三蔵子町一里塚39 0533-85-9773



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

63 豊川市 太田電化サービス 豊川市市田町新屋前２０－４ 0533-86-4928

64 豊川市 柴田電器商会 豊川市諏訪西町1-135 0533-86-4273

65 豊川市 葵電気蔵子店 豊川市蔵子３丁目２３－２１ 0533-84-4132

66 豊川市 愛彩電科すぎやま 豊川市中央通1-4 0533-86-3064

67 豊川市 トミヤスデンキ 豊川市東光町３丁目１３番地 0533-84-5238

68 豊川市 （有）電化ハウス　はやし 豊川市平尾町番皿７１番地 0533-87-8332

69 豊川市 パナステージ　アライ 豊川市豊栄町３１の１ 0533-86-7866

70 蒲郡市 ＢｅＬｉｆｅ　イトーデンキ　　　　　　　                    蒲郡市宮成町　１０－１０　　　　　                    0533-69-6522

71 蒲郡市 ほっと舘ガマデン 蒲郡市御幸町１４－４ 0533-68-3569

72 蒲郡市 ㈱エディオン　蒲郡店 蒲郡市港町23番23号 0533-67-7261

73 蒲郡市 （株）みつわ電業社　　　　　　　　　　　                    蒲郡市三谷町上野２８－７　　　　　                    0533-68-4525

74 蒲郡市 ＬＩＯＳオカダ　　　　　　　　　　　　　                    蒲郡市八百富町６－２８　　　　　　                    0533-68-5726

75 蒲郡市 プラスでんきミウラ 蒲郡市形原町下屋敷30-1 0533-57-2044

76 蒲郡市 （株）　松下電機 蒲郡市形原町三浦町１２－８ 0533-57-5228

77 蒲郡市 ㈱マキハラ電器 蒲郡市形原町東中畑38 0533-57-2317

78 蒲郡市 プラスでんきいしぐろ 蒲郡市元町18-7 0533-68-4182

79 蒲郡市 パナステージ 蒲郡市拾石町塩浜５７ 0533-67-5239

80 蒲郡市 ㈲フジタデンキ 蒲郡市大塚町西島125-1 0533-59-8518

81 蒲郡市 パナステージヨコヤマ 蒲郡市竹島町１７の５ 0533-68-4338

82 蒲郡市 プラスでんきおだ 蒲郡市宝町20-8 0533-68-5055

83 蒲郡市 パナステージやまぐち 蒲郡市豊岡町川屋１の３ 0533-68-5767

84 蒲郡市 ミウラでんき 蒲郡市緑町１７－４ 0533-68-6413

85 新城市 株式会社あみや商事 新城市字的場４６番４７番合併地 0536-22-2102

86 新城市 ＰＬＡＺＡイノウエ　　　　　　　　　　　                    新城市宮ノ前　３　　　　　　　　　                    0536-23-0919

87 新城市 愛彩電科マルイ 新城市黒田字萩平野８２の２１５ 05362-6-1285

88 新城市 愛彩電科くろや 新城市作手高里字縄手上１０９－１ 05363-7-2021

89 新城市 ㈲北川電気商会 新城市字屋敷165 0536-22-1325

90 新城市 （株）岡田屋電機商会 新城市字町並１０４番地の３ 05362-2-0319

91 新城市 マツビシ電化 新城市字的場77 0536-22-0808

92 新城市 ＡＶ ＳＰＡＣＥマルケイ 新城市川路光正寺11 0536-22-0763

93 新城市 高木ミシン電機ストアー 新城市大野字宮前33 0536-32-1043

94 新城市 電化プラザ　マツシタ　長篠店 新城市長篠字下り筬２の１ 0536-32-0115

95 新城市 オジマヤ電気 新城市長篠字段子2-9　 0536-32-0104

96 新城市 ニシダデンキ 新城市富岡字半ノ木25-1 0536-26-0067

97 新城市 愛彩電科のだ 新城市野田字上市場２５－１７５ 0536-23-3047

98 田原市 ㈱エディオン　田原店 田原市田原町築出1番地 0531-23-3091

99 田原市 盛田電気㈱ 田原市江比間町女郎川78 0531-37-0104

100 田原市 神谷電気㈱ 田原市江比間町西砂畑2-1 0531-37-0057

101 田原市 ㈲ 山 作 田原市高松町中瀬古28-2 0531-45-2173

102 田原市 フジイ家電 田原市小塩津町西瀬古41-2 0531-38-0005

103 田原市 川口電機商会 田原市小中山町一本松250-36 0531-32-1089

104 田原市 丸山電子㈱ 田原市神戸町大坪10-1 0531-22-0424

105 田原市 ㈱旭南堂田原店 田原市西神戸町大辻118 0531-22-0531

106 田原市 彦坂電機商会 田原市赤羽根町四貫目85 0531-45-2132

107 田原市 鈴 電 田原市折立町西原畑73 0531-32-1815

108 田原市 冨 田 電 器 田原市大草町荒子104 0531-22-1890

109 田原市 日東電業社 田原市田原町新町46-9 0531-22-2161

110 田原市 スズキ電器 田原市田原町築出34-7 0531-22-5982

111 田原市 電化ショップハルミ 田原市田原町東大浜119 0531-22-1026

112 田原市 ㈱丸一電器 田原市田原町東大浜128-7 0531-22-0594

113 田原市 ㈲ワタナベ電化 田原市福江町下地1 0531-32-2428

114 田原市 タネヤ電機工業所 田原市福江町原の島45-11 0531-32-0243

115 田原市 ㈱ 大 勝 堂 田原市福江町原の島45-15 0531-32-0163

116 田原市 カスヤデンキ 田原市福江町天神90-7 0531-33-0381

117 田原市 前川電器商会 田原市福江町八反坪29-1 0531-32-0293

118 田原市 高瀬電気 田原市堀切町小堀117 0531-35-6734

119 田原市 オオトウ電器 田原市堀切町新堀東61-1 0531-35-6948

120 田原市 ㈲山口電気 田原市野田町向海道28 0531-25-0106

121 設楽町 テクノ村松 北設楽郡設楽町津具字下町裏23 0536-83-2025

122 設楽町 マツオ電器 北設楽郡設楽町田口字大田10-2 0536-62-0412

123 設楽町 田中電化奥平店 北設楽郡設楽町東納庫字桑平16 0536-65-0248

124 東栄町 ＬＩＯＳカノウカデン　　　　　　　　　　                    北設楽郡東栄町下田字尾沢１１－３　                    05367-6-1340

125 東栄町 デンキの大利 北設楽郡東栄町大字本郷字上岡本２７ 0536-76-1680


