
あいち省エネ家電サポーター店登録店リスト【尾張地方（名古屋）】(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



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

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

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



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

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

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



No. 市町村 店舗名 所在地 電話番号

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

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


