
あいち省エネ家電サポーター店登録店リスト(R5.1.31 更新)

No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

1 名古屋市 ビックカメラ名古屋駅西店 名古屋市中村区椿町6-9 052-459-1111

2 名古屋市 ビックカメラ名古屋ＪＲゲートタワー店 名古屋市中村区名駅1-1-3 052-569-1111

3 名古屋市 上新電機㈱　白土店 名古屋市緑区白土803番地 052-878-2411

4 名古屋市 上新電機㈱　大高イオンモール店
名古屋市緑区南大高2丁目450番地

イオンモール大高１F
052-623-7411

5 名古屋市 ㈱エディオン　滝ノ水店 名古屋市緑区滝ノ水5丁目1401番地 052-893-0811

6 名古屋市 ㈱エディオン　東海通店 名古屋市港区七番町1丁目2番地1 052-659-1671

7 名古屋市 ㈱エディオン　ｲｵﾝﾓｰﾙ名古屋茶屋店
名古屋市港区西茶屋2丁目11

イオンモール名古屋茶屋2階
052-309-5191

8 名古屋市 でんからいふ２１アップルヤマダ 名古屋市守山区幸心３－１００９ 052-794-3133

9 名古屋市 イシコ電器 名古屋市守山区小幡常燈１－４３ 052-793-9533

10 名古屋市 でんきＰＡＬ内田　　　　　　　　　　　　                    名古屋市守山区瀬古東１－９４８　　                    052-793-9873

11 名古屋市 でんきＰＡＬライフかねまつ　　　　　　　                    名古屋市守山区大森５ー２２１６　　                    052-798-2388

12 名古屋市 （株）ナコー杁中店 名古屋市昭和区花見通３－１ 052-833-2177

13 名古屋市 ㈱エディオン　八事店 名古屋市昭和区山手通4丁目5 052-861-1911

14 名古屋市 ㈱エディオン　高辻ｼｬﾝﾋﾟｱﾎﾟｰﾄ店
名古屋市昭和区白金3-6-24

シャンピアポ-ト内
052-884-8511

15 名古屋市 ㈱エディオン　庄内通ﾐﾕｷﾓｰﾙ店
名古屋市西区庄内通1丁目40番地

ミユキモール内
052-532-6111

16 名古屋市 ㈱エディオン　小田井ﾓｿﾞﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ店
名古屋市西区二方町47番地

ワンダーシネマ10内
052-509-5811

17 名古屋市 古出来ユアサ電気（有） 名古屋市千種区古出来３－４－３ 052-722-0100

18 名古屋市 でんからいふ２１エイコー電器 名古屋市千種区猫洞通３丁目７番３０ 052-752-3320

19 名古屋市 ㈱エディオン　千音寺アズパーク店
名古屋市中川区新家1丁目2421

アズパークショッピングセンター内
052-439-1001

20 名古屋市 （株）サン・ワイズ中島 名古屋市中川区東中島町５丁目３４－３ 052-363-1915

21 名古屋市 （有）こばやしでんき　　　　　　　　　　                    名古屋市中川区万場５丁目１０４番地                    052-431-5005

22 名古屋市 ㈱エディオン　高畑店 名古屋市中川区野田1-656 052-352-1481

23 名古屋市 ㈱エディオン　名古屋本店 名古屋市中村区名駅南2-4-22 052-589-3500

24 名古屋市 ㈱エディオン　天白店 名古屋市天白区菅田二丁目901 052-800-3161

25 名古屋市 ㈱エディオン　メッツ大曽根店
名古屋市東区矢田二丁目1番95号

メッツ大曽根内
052-725-2311

26 名古屋市 ㈱エディオン　新瑞橋店
名古屋市南区駈上1丁目1番36号

あかのれん2階
052-819-2811

27 名古屋市 中央電器商会 名古屋市南区汐田町１０番１６号 052-821-3148

28 名古屋市 電器のイトー 名古屋市南区鶴田１－７－９ 052-819-6819

29 名古屋市 ㈱エディオン　柴田店 名古屋市南区鳴浜町5丁目1-1 052-619-5501

30 名古屋市 有限会社如意デンキ 名古屋市北区如意４－１５ 052-902-4193

31 名古屋市 シバー電気 名古屋市緑区桶狭間神明３３８ 052-622-4098

32 名古屋市 中島電器商会 名古屋市緑区太子３－１３０ 052-624-2090

33 名古屋市 ＮＩＣＥ　サトー　緑　　　　　　　　　　                    名古屋市緑区池上台３丁目　８－２　                    052-895-8082

34 名古屋市 パナショップ　旭 尾張旭市東大道町山の内２３８５番地２ 0561-53-5906

35 名古屋市 和晃株式会社 名古屋市天白区焼山２－６０８ 052-848-0027

36 名古屋市 ㈲西川電器店　 名古屋市港区稲永1-11-37 052-381-2576

37 名古屋市 中谷電気商会 名古屋市港区錦町10-6 052-381-9439

38 名古屋市 港西電気商会 名古屋市港区錦町14-17 052-381-5502

39 名古屋市 ㈱杉善ラジオ港楽店 名古屋市港区港楽1-1 港楽ﾊｲﾂ5-105　 052-653-7740

40 名古屋市 タナカ無線 名古屋市港区高木町2-24-3 052-381-8661

41 名古屋市 三浦無線商会 名古屋市港区春田野3-1708 052-301-8861

42 名古屋市 愛電館おうす 名古屋市港区小碓四丁目４１３番地 052-382-5739

43 名古屋市 ㈱オオノデンキ 名古屋市港区正徳町3-5 052-364-6177

44 名古屋市 ㈱安藤電器商会 名古屋市港区土古町1-73 052-381-5373

45 名古屋市 イトウ無線 名古屋市港区東海通4-24 052-661-3218

46 名古屋市 家電サービスオカモト 名古屋市港区本宮町2-32 052-651-9013

47 名古屋市 （有）あかつき電化 名古屋市港区本宮町６‐３ 052-651-1421

48 名古屋市 パナショップ　名港 名古屋市港区名港１ー１９ー６ 052-661-1798

49 名古屋市 電化サービスニシベ 名古屋市守山区桔梗平2-310 052-736-1594

50 名古屋市 合同会社 ヤナデン 名古屋市守山区向台1-1807 052-776-0018

51 名古屋市 タオカ電器商会 名古屋市守山区向台2-203-2 052-773-8802

52 名古屋市 パネット　守山 名古屋市守山区更屋敷４－２２ 052-791-0045

53 名古屋市 パネット守山 名古屋市守山区更屋敷4-22ﾒｿﾞﾝ大橋1F 052-791-0045

54 名古屋市 ㈲松尾電化サービス 名古屋市守山区守牧町5 052-793-6706

55 名古屋市 ㈱電化のキソジ守山店 名古屋市守山区小幡1-18-16 052-793-1147

56 名古屋市 ㈲トーエー電器 名古屋市守山区小幡2-2-2 052-793-0810

57 名古屋市 ソーゴーデンキ 名古屋市守山区森宮町239 052-717-0203

58 名古屋市 みずのでんき 名古屋市守山区川北町58 052-720-2672

59 名古屋市 ミズノ電器 名古屋市昭和区広路通4-7 106号 052-851-8886

60 名古屋市 フレンド・トーカイ 名古屋市昭和区曙町１－２８ 052-741-1263

61 名古屋市 ㈱電子のゴトー 名古屋市昭和区川名本町3-7 052-762-0838



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

62 名古屋市 みづほ電器 名古屋市昭和区滝子町22-9 052-882-3411

63 名古屋市 ㈱共立電機ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 名古屋市昭和区滝子通4-2 052-871-5721

64 名古屋市 ㈲アンテナ堂 名古屋市昭和区鶴舞2-7-5 052-882-0111

65 名古屋市 ㈲中川電気商会 名古屋市昭和区白金2-4-12 052-882-0338

66 名古屋市 電化ｼｮｯﾌﾟエコー土屋店 名古屋市昭和区緑町2-3 052-733-2938

67 名古屋市 ゆとりのひ爽快生活 名古屋市瑞穂区船原町2-3-9 052-870-4145

68 名古屋市 リビング・ルーム 名古屋市瑞穂区膳棚町３‐３３ 052-851-2877

69 名古屋市 サンエスたかつじ 名古屋市瑞穂区太田町１－２５ 052-871-7677

70 名古屋市 (資)ﾊﾟﾈｯﾄ衆星堂 名古屋市瑞穂区大喜新町2-10 052-882-5528

71 名古屋市 (資)永田電器パネット 名古屋市瑞穂区大喜新町2-26 052-872-3571

72 名古屋市 たなかでんき 名古屋市瑞穂区佃町1-23 052-841-0311

73 名古屋市 （有）アラタマみずほ 名古屋市瑞穂区田辺通４－２４ 052-831-3568

74 名古屋市 サンエスみずほ 名古屋市瑞穂区田辺通５－２－１ 052-832-0800

75 名古屋市 パナショップ八勝 名古屋市瑞穂区八勝通2-4-3 052-831-3801

76 名古屋市 伊藤電器 名古屋市瑞穂区姫宮町1-9 052-851-2559

77 名古屋市 パナショップ　堀田通 名古屋市瑞穂区平郷町１ー１６ 052-881-8406

78 名古屋市 有限会社　ナカデン 名古屋市瑞穂区北原町１ー３ 052-851-1367

79 名古屋市 榊原電器商会 名古屋市瑞穂区弥富町月見ヶ岡23 052-831-6109

80 名古屋市 ㈱スズキ電化センター 名古屋市瑞穂区柳ヶ枝町2-81 052-852-0205

81 名古屋市 中 京 堂 名古屋市西区菊井1-2-3 052-571-7048

82 名古屋市 ㈲米本勝行電機商会 名古屋市西区香呑町5-73 052-521-5744

83 名古屋市 松井電機店 名古屋市西区市場木町200 052-501-3927

84 名古屋市 天野電化店 名古屋市西区庄内通1-65 052-531-3247

85 名古屋市 ㈲ナディム城西 名古屋市西区城西1-13-17 052-521-2643

86 名古屋市 ㈲カガミ電器 名古屋市西区城西4-18-8 052-531-6850

87 名古屋市 ㈱ 旭 南 堂 名古屋市西区新道2-12-13 052-571-8366

88 名古屋市 ㈱ユーハート 名古屋市西区天塚町1-117 052-522-2301

89 名古屋市 中村電気商会 名古屋市西区那古野2-20-6 052-565-1463

90 名古屋市 住田電気 名古屋市西区那古野2-4-7 052-551-1191

91 名古屋市 天 塚 電 化 名古屋市西区宝地町306 052-503-2626

92 名古屋市 愛電館ナニワあまづか 名古屋市西区又穂町4-55 052-531-6351

93 名古屋市 ㈲フタバ電機 名古屋市西区名駅2-26-12 052-551-8771

94 名古屋市 小島電化サービス 名古屋市西区名西2-25-8 052-531-2015

95 名古屋市 ㈱ 陽 電 社 名古屋市西区名塚町1-90 052-524-1670

96 名古屋市 パナライフ星ヶ丘店 名古屋市千種区井上町128 052-781-3828

97 名古屋市 村上電気商会 名古屋市千種区丸山町3-33 052-751-4692

98 名古屋市 ㈲モリハシ電器 名古屋市千種区宮根台1-6-6 052-771-4578

99 名古屋市 倉地電気商会 名古屋市千種区今池5-9-13 052-733-6633

100 名古屋市 ㈲春岡ミユキ電化センター 名古屋市千種区今池南33-23 052-731-3423

101 名古屋市 パナライフ高見店 名古屋市千種区若水3-28-11 052-711-1321

102 名古屋市 パナライフ田代店 名古屋市千種区田代本通4-1-5 052-364-9855

103 名古屋市 ㈱ナショナルヤガタ 名古屋市千種区東山通3-6 052-781-8101

104 名古屋市 大 須 工 業㈱ 名古屋市中区松原1-13-8 052-331-6715

105 名古屋市 (株)坂商会 名古屋市中区新栄1-43-17 052-251-4871

106 名古屋市 (資)誠電社 名古屋市中区新栄1-6-8 052-241-4131

107 名古屋市 ニッポン堂 名古屋市中区新栄2-1-14 052-241-1187

108 名古屋市 ナカシマ・でんき 名古屋市中区大須2-11-16黒川ビル2Ｆ 090-3857-9096

109 名古屋市 矢田電気商会 名古屋市中区門前町3-1 052-321-5208

110 名古屋市 ＮＥＴＺハットリ 名古屋市中川区牛立町2-63-3 052-361-7688

111 名古屋市 ㈱坪井電機産業 名古屋市中川区高畑2-171 052-352-4187

112 名古屋市 仙田電化社 名古屋市中川区七反田町２２ 052-431-0033

113 名古屋市 レックスオカダ 名古屋市中川区春田1-83 052-431-1870

114 名古屋市 ヤマダデンキ 名古屋市中川区春田3-173 052-355-8806

115 名古屋市 山守電器商会 名古屋市中川区西日置1-4-13 052-331-3643

116 名古屋市 ㈱ タ カ マ 名古屋市中川区西日置1-4-8 052-331-5608

117 名古屋市 ㈱服部電器商会 名古屋市中川区西日置町10-231 052-351-8447

118 名古屋市 エレッツ　どうもと 名古屋市中川区打中二丁目１６５番地 052-362-8025

119 名古屋市 サタケデンキ中川店 名古屋市中川区中花町142 052-352-3355

120 名古屋市 ＴＥＣＨカンサイ 名古屋市中川区中郷2-20 052-361-0084

121 名古屋市 ジョイフル　中川 名古屋市中川区中郷五丁目２－１ 052-362-3594

122 名古屋市 大野電化 名古屋市中川区中島新町1-112 052-387-9413

123 名古屋市 ㈱杉善ラジオ 名古屋市中川区中野本町1-8 052-351-2441

124 名古屋市 ナガラデンキ㈱ 名古屋市中川区長良町3-15 052-361-1411

125 名古屋市 服部電器商会小本店 名古屋市中川区辻畑町22 052-362-6855

126 名古屋市 ㈲亀田電機 名古屋市中川区東中島町5-65 052-352-2094

127 名古屋市 八千代無線電器店 名古屋市中川区八熊2-4-11 052-321-5347

128 名古屋市 あおきＤＥＮＫＡ 名古屋市中川区柳森町302 052-354-6941

129 名古屋市 ＥＬＥＴ'ｓはった 名古屋市中川区柳瀬町2-30-1 052-352-4616

130 名古屋市 マインド　すずき 名古屋市中村区稲葉地町８丁目３２番地 052-411-9506

131 名古屋市 ㈱ナカデン 名古屋市中村区烏森町8-1415 052-481-6060



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

132 名古屋市 パナショップ栄生 名古屋市中村区栄生町9-22 052-471-3573

133 名古屋市 ㈱信和電器 名古屋市中村区岩上町79 052-414-4875

134 名古屋市 ミスズデンキ 名古屋市中村区権現通1-18 052-451-9859

135 名古屋市 ㈲野崎電気商会 名古屋市中村区佐古前町6-39 052-471-5366

136 名古屋市 愛電館イカイ 名古屋市中村区十王町16-2 052-471-4394

137 名古屋市 ㈱西尾電器商会 名古屋市中村区上石川町4-2 052-411-5038

138 名古屋市 ㈲北嶋電気商会 名古屋市中村区則武2-23-7 052-451-7592

139 名古屋市 ㈱佐竹電気商会 名古屋市中村区太閤3-7-54 052-451-3377

140 名古屋市 ㈲新井電気商会 名古屋市中村区竹橋町29-2 052-452-5772

141 名古屋市 パルス・ほんま 名古屋市中村区中村町１－３０ 052-471-4147

142 名古屋市 鈴木電気商事 名古屋市中村区中島町3-29 052-481-7835

143 名古屋市 ㈱豊菱電機 名古屋市中村区中島町3-9 052-481-5526

144 名古屋市 三 和 電 機 名古屋市中村区藤江町2-67 052-471-1021

145 名古屋市 ㈲松村電気中村店 名古屋市中村区白子町3-23 052-471-3640

146 名古屋市 市原電気商会 名古屋市中村区八社2-89-2 052-411-3853

147 名古屋市 中野ラジオ店 名古屋市中村区名駅5-8-10　第二美吉荘1-1 052-551-5935

148 名古屋市 エノキダ電気 名古屋市天白区元八事3-406 052-831-9876

149 名古屋市 シラスナ　原店 名古屋市天白区原三丁目８０５‐２ 052-801-7191

150 名古屋市 電化ショップクワヤマ 名古屋市天白区向が丘2-901 052-801-3631

151 名古屋市 ㈱フナカタ一ッ山店 名古屋市天白区山郷町74 052-801-6722

152 名古屋市 ㈱ユーズてんぱく 名古屋市天白区植田南1-204 052-805-9378

153 名古屋市 ＮＩＣＥくろき 名古屋市天白区大根町325 052-803-9731

154 名古屋市 有限会社一ツ山電化 名古屋市天白区土原五丁目４３３ 052-801-3941

155 名古屋市 ㈲野並デンキ 名古屋市天白区福池1-319-2 052-895-4773

156 名古屋市 ｺｽﾓｽﾍﾞﾘｰｽﾞふくいけ店 名古屋市天白区福池2-295 052-892-0211

157 名古屋市 やまだ電器 名古屋市天白区福池二丁目１０番地の２ 052-896-1458

158 名古屋市 水谷ラジオ店 名古屋市天白区平針3-2009 052-803-0153

159 名古屋市 山口ラジオ商会 名古屋市東区山口町22 052-935-6896

160 名古屋市 ㈱太 陽 電 器 名古屋市東区大幸2-4-24 052-711-5227

161 名古屋市 でんきＰＡＬツツヰ 名古屋市東区筒井1-12-26 052-935-0300

162 名古屋市 愛電館やましん 名古屋市東区筒井3-19-5 052-932-3553

163 名古屋市 電化ショップカミヤ 名古屋市東区白壁3-24-58 052-931-2284

164 名古屋市 コスモスベリーズ大江店 名古屋市南区加福本通2-39 052-611-7778

165 名古屋市 ㈲佐々木ムセン 名古屋市南区外山2-12-23 052-822-7077

166 名古屋市 ㈲吉原電機商会 名古屋市南区呼続5-13-15 052-811-8350

167 名古屋市 酒井電機商会 名古屋市南区鯛取通2-32 052-811-0678

168 名古屋市 河津電器商会 名古屋市南区大磯通4-5 052-811-7320

169 名古屋市 レックス タケウチ 名古屋市南区中割町1-28 052-611-5607

170 名古屋市 メイデン東海 名古屋市南区中割町4-113 052-611-0412

171 名古屋市 新郊電器店 名古屋市南区鶴田1-2-4 052-811-7070

172 名古屋市 タツミヤ無線 名古屋市南区堤起町3-12 052-611-3051

173 名古屋市 マコト電化 名古屋市南区東又兵ヱ町4-2-13 052-612-9737

174 名古屋市 電化ふれんずﾚｯｸｽこうしん 名古屋市南区道徳通2-6 052-691-3561

175 名古屋市 パナショップ内田橋 名古屋市南区内田橋2-26-22 052-691-2916

176 名古屋市 ㈲寺澤商会 名古屋市南区内田橋2-30-4 052-691-4520

177 名古屋市 ナカムラ電化センター 名古屋市南区平子1-2-26 052-811-6011

178 名古屋市 山崎デンキ 名古屋市南区平子2-21-10 052-823-0015

179 名古屋市 ㈲新光テレビ商会 名古屋市南区豊1-12-11 052-691-5535

180 名古屋市 ㈱ラヂオ鳴浜 名古屋市南区鳴浜町6-1-161 052-611-4306

181 名古屋市 大生ラジオ店 名古屋市南区弥次ヱ町1-19 052-611-2390

182 名古屋市 有限会社　サンエス 名古屋市南区要町３ー２１ 052-613-1235

183 名古屋市 でんかランドコジマ 名古屋市南区要町5-72 052-611-3549

184 名古屋市 ㈱フナカタ 名古屋市熱田区一番2-24 052-652-2465

185 名古屋市 ㈱家電プラザ新橋 名古屋市熱田区新尾頭1-2-6 052-681-1887

186 名古屋市 ㈱加藤電気商会 名古屋市熱田区神宮3-3-14 052-681-1541

187 名古屋市 佐々木電器 名古屋市熱田区千代田町5-22 052-681-5775

188 名古屋市 ㈱トマト電器 名古屋市熱田区二番１丁目14-13 052-682-6401

189 名古屋市 ＮＥＴＺハットリナガヤ 名古屋市熱田区白鳥2-9-16ｵｰｷｯﾄﾋﾞﾙ1階 052-683-9129

190 名古屋市 杉浦電機商会 名古屋市熱田区八番1-10-9 052-682-2502

191 名古屋市 ㈱電化のキソジ 名古屋市北区喜惣治1-341 052-901-7855

192 名古屋市 ㈲タカギ無線 名古屋市北区駒止町2-1 052-991-4571

193 名古屋市 串 田 電 気 名古屋市北区光音寺町1-35-1 052-916-0201

194 名古屋市 ＥＬＥＴ’Ｓはやかわ 名古屋市北区光音寺町１９１８ 052-981-8420

195 名古屋市 (株)宮田電器商会 名古屋市北区光音寺町字野方1919-63 052-981-0650

196 名古屋市 ㈲報徳渡辺電器 名古屋市北区志賀町2-25 052-914-7508

197 名古屋市 ハナムラでんき 名古屋市北区上飯田北町1-8 052-913-1755

198 名古屋市 湯浅電気㈱ 名古屋市北区清水2-10-6 052-911-0331

199 名古屋市 服 部 電 器 名古屋市北区清水2-19-23 052-981-7798

200 名古屋市 ユモト電化 名古屋市北区中切町4-52-2 052-981-6670

201 名古屋市 ＮＩＣＥハセガワ 名古屋市北区中味鋺3-306 052-901-2571



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

202 名古屋市 ㈱サトー電化 名古屋市北区中味鋺3-723 052-901-1895

203 名古屋市 エディオン鳩岡店 名古屋市北区天道町2-11 052-914-1741

204 名古屋市 パナホーンズさとう 名古屋市北区東味鋺1-2208 052-901-7591

205 名古屋市 ぱなはうすＫＩＴＡ 名古屋市北区楠味鋺3-309 052-902-0220

206 名古屋市 エディオン楠あじま店 名古屋市北区楠味鋺5-1203 052-901-4683

207 名古屋市 ハクホー家電 名古屋市北区敷島町14 052-981-5170

208 名古屋市 ㈱利興電気商会 名古屋市北区平安2-14-51 052-981-7215

209 名古屋市 パナコハクホー名北 名古屋市北区瑠璃光町２－８ 052-912-2763

210 名古屋市 デンカのシバ 名古屋市名東区貴船3-904 052-703-2795

211 名古屋市 パナホーンズまき 名古屋市名東区高針1-1701 052-701-4787

212 名古屋市 ㈲パナライフ一社店 名古屋市名東区社口1-909 052-771-8414

213 名古屋市 ㈲電化ｼｮｯﾌﾟ旭 名古屋市名東区若葉台1411 052-772-1212

214 名古屋市 東名電化センター 名古屋市名東区藤見ヶ丘5 052-771-0440

215 名古屋市 若林電機商会 名古屋市名東区名東本通4-9 052-701-0632

216 名古屋市 マコー電化 名古屋市緑区ほら貝1-100-1 052-710-2805

217 名古屋市 ㈲タツミ電化 名古屋市緑区桶狭間3601 052-624-5911

218 名古屋市 ㈲エダ電器 名古屋市緑区松が根台230-5 052-891-5020

219 名古屋市 フナカタ緑黒石店 名古屋市緑区乗鞍一丁目１２０１番４号 052-876-7757

220 名古屋市 でんきのコンドウ 名古屋市緑区大高町江明36-2 052-621-2425

221 名古屋市 メルショップセキノ 名古屋市緑区大高町鷲津97-4 052-621-2530

222 名古屋市 ㈲加藤電器センター 名古屋市緑区大将ヶ根2-1256 052-621-6351

223 名古屋市 ベル　シラスナ 名古屋市緑区池上台１－６８－１ 052-891-7884

224 名古屋市 パナホーンズいで 名古屋市緑区桃山1-57 052-876-8666

225 名古屋市 阪 野 家 電 名古屋市緑区鳴海町作町9 052-621-0917

226 名古屋市 でんきはうすあきんど 名古屋市緑区鳴海町字丸内63-1 052-622-4345

227 名古屋市 若井家電サービス 名古屋市緑区鳴海町字片坂59 052-624-0027

228 名古屋市 Ｌｅｔ'ｓでんきのコジマ 名古屋市緑区有松町桶狭間字寺前69-1 052-622-5931

229 名古屋市 愛電館なるみ 名古屋市緑区六田1-85-2 052-623-0259

230 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

231 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

232 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

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

234 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

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

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

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

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

239 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

240 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

241 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

242 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

243 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

244 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

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

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

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

248 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

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

250 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

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

252 一宮市 吉川デンキ 一宮市三條字通34 0586-62-5475

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

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

255 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

256 一宮市 ㈱ツジ電器 一宮市西大海道郷前25 0586-76-4603

257 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

258 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

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

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

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

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

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

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

265 一宮市 浅井秀波堂 一宮市竹橋２９－１ 0586-45-5922

266 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

267 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

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

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

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



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

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

272 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

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

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

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

276 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

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

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

279 瀬戸市 宇津野電気 瀬戸市寺本町48 0561-82-5884

280 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

281 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

282 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

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

284 瀬戸市 戸田通商㈱ 瀬戸市東長根町63 0561-84-3255

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

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

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

288 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

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

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

291 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

292 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

293 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

294 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

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

296 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

297 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

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

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

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

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

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

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

304 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

305 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

306 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

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

308 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

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

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

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

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

313 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

314 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

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

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

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

318 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

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

320 犬山市 ＡＩでんき 犬山市犬山字柳町1 0568-61-3010

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

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

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

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

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

326 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

327 江南市 日栄家電㈱ 江南市後飛保町前川84 0587-58-8074

328 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

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

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

331 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

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

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

334 小牧市 日置家電㈱ 小牧市岩崎5-355 0568-72-8257

335 小牧市 パナショップ味岡 小牧市岩崎72 0568-76-4578

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

337 小牧市 ㈱イトデン 小牧市郷中2-7-1 0568-72-2791

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



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

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

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

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

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

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

344 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

345 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

346 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

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

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

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

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

351 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

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

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

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

355 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

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

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

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

359 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

360 稲沢市 ミワデンキ 稲沢市中野宮町2-5 0587-36-0833

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

362 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

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

364 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

365 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

366 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

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

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

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

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

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

372 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

373 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

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

375 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

376 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

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

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

379 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

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

381 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

382 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

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

384 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

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

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

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

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

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

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

391 清須市 松　　屋 清須市清洲2-3-3 052-400-3538

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

393 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

394 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

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

396 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

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

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

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

400 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

401 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

402 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

403 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

404 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

405 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



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

406 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

407 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

408 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

409 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

410 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

411 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

412 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

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

414 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

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

416 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

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

418 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

419 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

420 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

421 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

422 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

423 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

424 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

425 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

426 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

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

428 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

429 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

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

431 津島市 ㈱エディオン　津島店 津島市藤浪町2丁目8番地 0567-27-5311

432 津島市 山本電気商会 津島市宮川町1-54-1 0567-28-0301

433 津島市 前川電気 津島市江川町1-161 0567-25-4108

434 津島市 ㈱ヨシヅヤストアー 津島市新開町1-6 0567-23-7100

435 津島市 ㈲カネミツ電器 津島市中之町19 0567-28-3370

436 津島市 愛電館マツナガ 津島市蛭間町字西屋敷１０９８番地 0567-26-5498

437 津島市 ㈲コーワデンキ 津島市埋田町1-5-2 0567-26-3726

438 愛西市 愛電館サトウ 愛西市須依町231 0567-28-5030

439 愛西市 鈴木商会 愛西市須依町佐原989-18 0567-25-2347

440 愛西市 ㈲オーディオウサミ 愛西市大野町山2011-6 05679-5-6161

441 愛西市 比尾野電器町方店 愛西市町方町北堤外137-6 0567-25-7251

442 弥富市 ㈱エディオン　イオンタウン弥富店
弥富市五明町蒲原1371-4

イオンタウン弥富内
0567-65-5001

443 弥富市 みわでんき 弥富市間崎町ハの割42-8 0567-68-8029

444 弥富市 ㈱比尾野電気 弥富市佐古木6-222-1 0567-67-2034

445 弥富市 愛電館イトウ 弥富市芝井10-48 0567-68-1768

446 弥富市 ＲＥＸ横井電器 弥富市前ヶ須町南本田506-1 0567-67-0426

447 弥富市 電化のＵデン栄南店 弥富市操出2-16-2 0567-68-1199

448 弥富市 比尾野電器㈱ 弥富市鯏浦町下本田78-3 0567-67-0625

449 弥富市 パナショップ弥富 弥富市鯏浦町南前新田28-2 0567-65-0213

450 あま市 ＮＥＸＵＳセイデン甚目寺 あま市甚目寺山之浦１０９－１ 052-441-8123

451 あま市 （株）ホット・インハナキ あま市蜂須賀上五反地５０５－１ 052-441-7803

452 あま市 ㈲ワタナベデンキ あま市七宝町遠島萱苅島海田1948-6 052-443-1501

453 あま市 服部電器岩田店 あま市七宝町遠島字新開２７－２ 052-443-0848

454 あま市 アサノ電化 あま市七宝町秋竹四町田８３６番地 052-444-3449

455 あま市 東松電器　にしむら あま市七宝町川部折戸６２ー１ 052-442-8777

456 あま市 ＲＥＸヨシヤ あま市甚目寺須原41 052-441-0011

457 あま市 愛電館アイセイ あま市本郷字三反地３４番地 052-441-0666

458 あま市 昭栄電器販売㈱ あま市木田東明3-1 052-444-5300

459 あま市 ㈱山田電化センター あま市木田道上57 052-444-1119

460 大治町 ナイスつねかわ 海部郡大治町西條諏訪19 052-441-6413

461 蟹江町 コヤマ電化センター 海部郡蟹江町大字今字二之坪55番地 0567-95-0317

462 蟹江町 上新電機㈱　蟹江店 海部郡蟹江町桜１丁目２１２番地 0567-94-2011

463 蟹江町 黒川ミシン電器商会 海部郡蟹江町城4-416 0567-95-2728

464 蟹江町 愛電館　イチノ 海部郡蟹江町蟹江本町字マノ割２５－１ 0567-95-5000

465 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

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

467 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

468 半田市 五月堂 半田市南二ッ坂一丁目1-27 0569-21-0550

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

470 半田市 ㈲尾関電機商会 半田市亀崎町8-10 0569-28-0228

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



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

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

473 半田市 ア バ ン ス 半田市本町2-38 0569-21-4541

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

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

476 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

477 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

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

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

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

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

482 常滑市 青海でんき 常滑市大野町3-38 0569-42-0923

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

484 常滑市 ㈲佐野電機商会 常滑市長間18-1 0569-34-7222

485 常滑市 ㈲星和デンキ 常滑市保示町4-40 0569-35-4741

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

487 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

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

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

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

491 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

492 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

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

494 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

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

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

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

498 大府市 ㈲浅井電機 大府市共栄町9-9-1 0562-47-3314

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

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

501 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

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

503 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

504 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

505 知多市 山錠電気店 知多市新知字中殿7-1 0562-55-3572

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

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

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

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

510 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

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

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

513 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

514 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

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

516 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

517 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

518 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

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

520 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

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

522 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

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

524 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

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

526 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

527 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

528 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

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

530 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

531 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

532 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

533 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

534 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

535 岡崎市 内藤電化空調設備 岡崎市伊賀町467 0564-21-3858

536 岡崎市 成 電 社 岡崎市伊賀町西郷中84 0564-23-3731

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

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

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

540 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



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

541 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

542 岡崎市 アサイデンキ 岡崎市岡町東一色39 0564-51-6219

543 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

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

545 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

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

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

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

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

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

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

552 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

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

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

555 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

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

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

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

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

560 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

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

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

563 岡崎市 ㈱高沢電化 岡崎市天白町字池田12 0564-53-4600

564 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

565 岡崎市 安藤電化社 岡崎市東蔵前町木平16 0564-45-2029

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

567 岡崎市 山本でんき 岡崎市堂前町2-7-7 0564-23-1687

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

569 岡崎市 落 合 商 会 岡崎市能見町270 0564-24-2410

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

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

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

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

574 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

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

576 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

577 岡崎市 マツヤラジオ店 岡崎市蓬莱町2-3 0564-21-6066

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

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

580 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

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

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

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

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

585 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

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

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

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

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

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

591 碧南市 オカベ電器 碧南市住吉町2-7 0566-41-1071

592 碧南市 明音堂西端店 碧南市吹上町2-23 0566-48-1287

593 碧南市 オリオン商会 碧南市浅間町3-47 0566-41-1745

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

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

596 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

597 碧南市 藤井電機商会 碧南市本郷町2-78 0566-41-0839

598 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

599 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

600 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

601 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

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

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

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

605 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

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

607 刈谷市 マルヤ電機商会 刈谷市新栄町6-3 0566-21-1477

608 刈谷市 フカヤムセン 刈谷市泉田町城前95 0566-23-8747

609 刈谷市 ㈲ 力 電 刈谷市中山町2-19 0566-21-2264



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

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

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

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

613 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

614 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

615 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

616 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

617 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

618 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

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

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

621 豊田市 光音堂㈱ 豊田市永覚新町3-84 0565-27-2525

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

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

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

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

626 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

627 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

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

629 豊田市 ㈲中央電器 豊田市久保町2-2-7 0565-32-1421

630 豊田市 ㈱みのり家電 豊田市宮上町8-15 0565-31-1133

631 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

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

633 豊田市 清水電気 豊田市駒場町南97 0565-57-1504

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

647 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

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

649 豊田市 愛電館おおた 豊田市足助本町３６ 0565-62-0370

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

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

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

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

654 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

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

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

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

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

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

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

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

662 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

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

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

665 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

666 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

667 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

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

669 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

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

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

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

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

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

675 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

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

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

678 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



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

692 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

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

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

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

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

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

698 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

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

700 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

701 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

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

703 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

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

705 西尾市 ㈱フカツ 西尾市寄住町洲田36 0563-56-7330

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

707 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

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

709 西尾市 エルカワムラ 西尾市幸町5-1 0563-57-3589

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

711 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

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

713 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

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

715 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

716 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

717 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

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

719 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

720 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

721 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

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

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

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

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

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

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

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

729 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

730 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

731 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

732 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

733 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

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

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

736 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

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

738 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

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

740 豊橋市 ㈱第一無線 豊橋市萱町17 0532-54-5245

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

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

743 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

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

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

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

747 豊橋市 浅野電機商会 豊橋市山田町西山18 0532-45-5403

748 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



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

749 豊橋市 ㈲フクジン 豊橋市上伝馬町125 0532-52-3709

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

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

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

753 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

754 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

755 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

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

757 豊橋市 ＭＩＴＡＫＡ 豊橋市大井町108 0532-62-4524

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

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

760 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

761 豊橋市 ㈱マツデン 豊橋市中岩田2-2-1 0532-61-0223

762 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

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

764 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

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

766 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

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

768 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

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

770 豊橋市 ㈱パナ無線 豊橋市八町通5-12 0532-53-5513

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

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

773 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

774 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

775 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

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

777 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

778 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

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

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

781 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

782 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

783 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

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

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

786 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

787 豊川市 レッツナイトー 豊川市一宮町社26 0533-93-1500

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

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

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

791 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

792 豊川市 シライデンカ 豊川市御油町堺畑１８ 0533-87-3928

793 豊川市 しみずでんき 豊川市国府町流霞８７ 0533-88-6230

794 豊川市 ㈲松下商店 豊川市桜木通4-7 0533-86-3404

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

796 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

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

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

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

800 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

801 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

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

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

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

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

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

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

808 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

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

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

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

812 蒲郡市 パナステージ 蒲郡市拾石町塩浜５７ 0533-67-5239

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

814 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

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

816 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

817 蒲郡市 ミウラでんき 蒲郡市緑町１７－４ 0533-68-6413



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

818 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

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

820 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

821 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

822 新城市 ㈲北川電気商会 新城市字屋敷165 0536-22-1325

823 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

824 新城市 マツビシ電化 新城市字的場77 0536-22-0808

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

826 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

827 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

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

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

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

831 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

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

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

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

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

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

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

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

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

840 田原市 鈴 電 田原市折立町西原畑73 0531-32-1815

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

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

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

844 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

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

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

847 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

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

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

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

851 田原市 高瀬電気 田原市堀切町小堀117 0531-35-6734

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

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

854 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

855 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

856 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

857 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

858 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


