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２．中小規模家電販売店舗（３７６店舗）

（都道府県別・会社名５０音順。会社名等は申請情報に基づく。）
会社名
有限会社髙田電気商会

店舗名
家電倶楽部ＴＡＫＡＤＡ

株式会社銅道電気

所在地
北海道 日高郡新ひだか町静内本町

都道府県

北海道 夕張郡由仁町三川旭町

株式会社あおでん

株式会社あおでん本店

株式会社大竹電化センター

青森県 青森市大字大野字前田
青森県 十和田市西十三番町

有限会社ショーシン

有限会社ショーシン

青森県 八戸市長者

株式会社電化堂

(株)電化堂

青森県 十和田市東

株式会社ナイスエーワン

(株)ナイスＡ１本店

青森県 青森市新城字平岡

有限会社菅原家電商会

秋田県 秋田市大住

有限会社でんきハウスごとう

有限会社でんきハウスごとう

秋田県 能代市青葉町

有限会社トップデンキ

有限会社トップデンキ

秋田県 横手市四日町

とらいあんぐる

秋田県 大仙市大曲福住町
ライフスペース

コマツ

有限会社荒井電気商会

ＥＭＳアライ

有限会社シュハマ電気

有限会社シュハマ電気

株式会社ジョイスニッコー
有限会社ジョイフル

秋田県 大仙市朝日町
岩手県 釜石市只越町
岩手県 盛岡市盛岡駅前北通
岩手県 花巻市上町

ジョイフル

岩手県 二戸市金田一字八ツ長
岩手県 陸前高田市高田町字馬場前

株式会社高田シャープ電化センター

有限会社福岡商店

岩手県 花巻市東町

マルヰ産業株式会社

マルヰ産業株式会社

ユートップもりおか

岩手県 遠野市新穀町
岩手県 盛岡市永井

株式会社イーパル

イーパル１

株式会社昭栄

エスト昭栄

上山店

山形県 山形市宮町

株式会社昭栄

エスト昭栄

中央店

株式会社昭栄

エスト楯岡

株式会社アビックグループ

コール泉店

山形県 上山市十日町
山形県 山形市小立
山形県 村山市楯岡北町
宮城県 仙台市泉区泉中央

有限会社シガノ電器

宮城県 仙台市宮城野区白鳥

株式会社システムランド

宮城県 仙台市泉区明石南

有限会社シブヤデンキ

有限会社シブヤデンキ

株式会社志摩電機
有限会社ステップ・ワン
有限会社藤光ネットワーク
みなと電化センター
有限会社目黒電化

宮城県 仙台市若林区古城
デンキカン泉
本店
目黒電化向山店

有限会社伸栄デンキ
有限会社エタデンキ

宮城県 仙台市泉区高森
宮城県 石巻市湊字筒場
宮城県 仙台市太白区向山
福島県 福島市松川町美郷

株式会社でんきの日栄

福島県 郡山市菜根
有限会社エタデンキ

有限会社野沢電気

栃木県 宇都宮市駒生町
栃木県 小山市城山町

株式会社ファミック
有限会社南団地店

宮城県 石巻市大街道南
宮城県 東松島市矢本字上新沼

フタバ

株式会社アライデンキ

栃木県 芳賀郡益子町北中
フタバ電化

南団地店

株式会社アライデンキ

栃木県 宇都宮市清原台
群馬県 前橋市広瀬町
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エルハート北村

群馬県 みどり市大間々町大間々

株式会社サンコー電子

ソニーショップアサヒドウ

群馬県 みどり市笠懸町阿左美

株式会社太陽電気

太陽デンキ

群馬県 佐波郡玉村町大字上の手

有限会社中島電気

エルハートなかじま

群馬県 高崎市新町

株式会社ハヤシ商会
株式会社フジイ電機

群馬県 前橋市若宮町
株式会社フジイ電機

群馬県 高崎市菅谷町

エルハートおぶち

群馬県 吾妻郡中之条町大字中之条町

有限会社アサヒ電機

有限会社アサヒ電機

茨城県 北茨城市磯原町磯原

株式会社植田電器

株式会社植田電器

茨城県 小美玉市小川

海老沢ラジオ店
カスオデンキ

茨城県 水戸市城東
カスオデンキ

茨城県 古河市横山町

キョーエイ電機有限会社

茨城県 鹿島市鉢形

有限会社栗原電気商会

茨城県 日立市神峰町

合資会社杉田電気商会

スギタムセン

茨城県 古河市下山町

有限会社トチモト電機商会

有限会社トチモト電機商会

富田デンキ

茨城県 石岡市若宮
茨城県 笠間市随分附

有限会社ヤマグチ

でんきのヤマグチ

茨城県 笠間市友部駅前

鹿光電業

茨城県 神栖市知手中央

飛鳥電機株式会社

アスカ電機(株)

埼玉県 春日部市中央

有限会社アスマ電気商会

埼玉県 越谷市蒲生

有限会社天沼電気商会

天沼電気

有限会社池田デンキ

有限会社池田デンキ

埼玉県 熊谷市美土里町

江田電気株式会社

ファミリージョイ旭が丘

埼玉県 新座市あたご

エルメック

埼玉県 桶川市若宮

ダイワ

埼玉県 春日部市道口蛭田

株式会社金井電器商会

埼玉県 熊谷市石原

有限会社小熊電気商会

小熊電気

有限会社シバデンＩＫ

有限会社シバデンＩＫ

埼玉県 比企郡小川町小川
埼玉県 深谷市上柴町東

株式会社須﨑

埼玉県 さいたま市南区別所

有限会社第一テレビサービス
株式会社テラサワ
有限会社早川電気商会

テラサワ
ラミューズ

埼玉県 鳩ヶ谷市坂下町
埼玉県 狭山市東三ツ木
埼玉県 羽生市須影

有限会社原電器

有限会社原電器

株式会社広瀬電器

広瀬電器

埼玉県 加須市大越

株式会社ミヤデン

電化のミヤデン

埼玉県 所沢市和ケ原

株式会社弓木電設社

ユーミックス・バイパス店

ハヤカワデンキ

埼玉県 深谷市原郷

ヨシハラ電器
株式会社レッツ

埼玉県 南埼玉郡白岡町西
埼玉県 入間郡毛呂山町前久保南

レッツ・ヒバリ

埼玉県 新座市栗原

株式会社ケイディ企画

千葉県 柏市北柏

小林ミシン電器商会

千葉県 印西市小林

有限会社サワダデンキ

千葉県 勝浦市墨名

株式会社ときわシャープ電化センター ときわシャープ電化センター

千葉県 松戸市小金原

有限会社フジ電器

有限会社フジ電器

千葉県 茂原市千代田町

パナクレール

シーズあきば

千葉県 夷隅郡御宿町新町

パナクレールいしい木更津店

千葉県 木更津市清見台東

有限会社青空電器

東京都 世田谷区桜上水

有限会社アクツ電気

ＡＣＣ２１アクツ電気

株式会社アビックグループ

アビック

阿佐ヶ谷店

本店

東京都 品川区大井
東京都 杉並区阿佐谷南

株式会社アビックグループ

アビック高円寺店

東京都 杉並区高円寺北

株式会社石電

株式会社石電

東京都 東京都国立市富士見台

株式会社エイデン

デオデオ西葛西店

東京都 江戸川区西葛西
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株式会社大垣電器

おおがきでんき

東京都 江戸川区松島

有限会社大空電器

有限会社大空電器

東京都 目黒区上目黒

株式会社京王電業社

笹塚本店

東京都 渋谷区笹塚

株式会社光明電機

東京都 中野区野方

株式会社こだま（でんきのこだま） 練馬店

東京都 練馬区桜台

有限会社コミヤ電機
有限会社サイトウ電機
株式会社タケシゲ

東京都 台東区根岸
東京都 府中市新町
東京都 練馬区春日町

有限会社コミヤ電機
サウンドサカタ

でんきのミヨシヤ久我山店

でんきのミヨシヤ久我山店

東京都 杉並区久我山

株式会社はたでん

株式会社はたでん

東京都 渋谷区本町

株式会社ホーム電化センター

株式会社ホーム電化センター

東京都 中野区弥生町

有限会社マチダ電機

マチダデンキ

東京都 台東区浅草

株式会社ワタデンラヂオ２６

ワタデンラヂオ２６

東京都 江戸川区南小岩

有限会社福田電器

東京都 狛江市元和泉

有限会社カワムラ電気

パナステーションカワムラ

神奈川県 横浜市港北区日吉本町

有限会社シンコウ電化
有限会社シンセツ電器商会
千葉電気株式会社

パナステーションシンコウ
有限会社シンセツ電器商会

神奈川県 横浜市鶴見区潮田町

手塚電機株式会社

日吉店

神奈川県 横浜市保土ヶ谷区境木本町
神奈川県 愛甲郡愛川町中津
神奈川県 横浜市港北区日吉本町

株式会社東海無線電機商会

神奈川県 横浜市戸塚区品濃町

株式会社なとり電化プラザ

神奈川県 横浜市青葉区美しが丘

株式会社日電社

神奈川県 相模原市東林間

有限会社三浦電気商会

有限会社三浦電気商会

神奈川県 横須賀市初声町下宮田

有限会社ユニオン商会

神奈川県 小田原市南町

株式会社和田電機大井店

神奈川県 足柄上郡大井町上大井広町
神奈川県 小田原市飯田岡

株式会社和田電機富水店
有限会社ワタナベ電化

有限会社ワタナベ電化

神奈川県 相模原市横山

有限会社石田電機商会
有限会社加藤電器
有限会社門山電機店

プリズム 石田電機
有限会社加藤電器
有限会社門山電機店

新潟県 南魚沼市五日町
新潟県 新潟市西蒲区鱸
新潟県 南魚沼市浦佐

株式会社サウンドライフ

株式会社サウンドライフ

新潟県 糸魚川市横町

株式会社長岡タック

コール長岡

新潟県 長岡市豊

新潟ラジオ電器株式会社

新潟県 新潟市中央区西堀前通

有限会社パナコスモス オオツカ パナコスモス

オオツカ

パナ・コスモス タカハシ

新潟県 長岡市千場
新潟県 新津市秋葉区秋葉

株式会社パナ・トップ

株式会社パナ・トップ

新潟県 新潟市東区大平

株式会社星野電業社

星野電業社

新潟県 燕市桜町

有限会社松本電気商会

松本でんき

新潟県 新潟市江南区丸潟新田

ヤスダ電気

ヤスダ電気

新潟県 新潟市東区北葉町

有限会社ユウピット電子

有限会社ユウピット電子

新潟県 長岡市本町

渡辺オーディオ商会

ワタナベオーディオ

新潟県 見附市市野坪町

株式会社小川商会

小川商会

富山県 富山市北新町

株式会社かもの

ニューイングランドかもの

富山県 射水市堀岡古明神

ＮＥＴ－ＳＰＯＴでんき村

ＮＥＴ－ＳＰＯＴでんき村

富山県 滑川市四ツ屋

アンド・はとや

アンド・はとや

石川県 能美市大成町

有限会社スズヤうちなだ

でんきのパルム

たもと電器株式会社

アンド・たもと

スズヤうちなだ 石川県 河北郡内灘町字大根布

石川県 七尾市三島町

つるが電機株式会社

石川県 金沢市間明町

電化ショップモトヤマ

石川県 羽咋郡宝達志水町敷波ハ

でんきやさん かわの
どうみ電機株式会社

石川県 羽咋郡志賀町末吉竹腰
電遊館・どうみ

石川県 七尾市古府町
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株式会社西出電機

電化プラザニシデ

石川県 能美市上開発町ニ

株式会社ハタデンキ

ゆうらくざ

石川県 白山市坂尻町口

有限会社ホンボ

サウンドショップ

株式会社ミヤコ

ｍｉｙａｋｏ音楽堂

有限会社田中電気商会
井出電気株式会社

はた
ホンボ

プラスタナカ

福井県 越前市粟田部町

広比電機商会

福井県 丹生郡越前町織田

井出電気株式会社

山梨県 南都留郡富士河口湖町船津

望月電機商会
有限会社浅野電器商会

石川県 小松市新鍛治町乙
石川県 七尾市本府中町八

山梨県 南巨摩郡身延町角打
有限会社浅野電器商会

阿部でんき

長野県 北安曇野郡松川村
長野県 下高井郡木島平村大字住郷

金子電化

長野県 諏訪市湖南

有限会社北原電気商会

エルコンパス

キタムラ

有限会社クボタ電器サービス

有限会社クボタ電器サービス

長野県 飯田市中央通り
長野県 長野市大字北堀

株式会社サウンドハウス・ジャパン

長野県 松本市井川城

シバクサ電器

長野県 中野市小館

株式会社芝電

長野県 千曲市大字戸倉

大門マツヤ電気

リックスマツヤ

長野県 塩尻市大門一番町

太陽電機

プライム太陽

長野県 上田市材木町

有限会社多々地電気商会

有限会社多々地電気商会

長野県 松本市芳川村井

有限会社タック

エルコンパスタック

長野県 駒ヶ根市赤穂

有限会社ナカヤマ電器
有限会社 パルみやじま
松本電器株式会社
有限会社森川デンキ

有限会社 パルみやじま
グリーンポートマツモト

長野県
長野県
長野県
長野県

株式会社山田電器店
株式会社ワダ電化センター

長野県 松本市中央
株式会社ワダ電化センター

長野県 長野市平林

スソバナ電化

長野県 長野市中御所

αヒラツカ
株式会社市川テレビ電化センター パナライフいちかわ
エレディアナガオ

千曲市稲荷山洽田町
埴科郡坂城町中之条
須坂市金井原通り
塩尻市広丘吉田

エレディアナガオ

有限会社奥原電気

岐阜県 揖斐郡揖斐川町脛永
岐阜県 岐阜市真砂町
岐阜県 中津川市日の出町
岐阜県 高山市天満町

クミタデンキ

クミタデンキ

岐阜県 本巣郡北方町朝日町

株式会社後藤無線商会

ゴトームセン

岐阜県 岐阜市金園町

株式会社電化ショップ起明堂

アクティ起明堂

岐阜県 大垣市船町

有限会社ニシカワ

電化センターニシカワ

岐阜県 揖斐郡池田町本郷

株式会社ノブデン

岐阜県 各務原市那加本町

株式会社服部電器チェーン

笠松店

岐阜県 羽島郡笠松町緑町

株式会社ハヤシ電器

エジソン８８４

弘中電機株式会社

岐阜県 大垣市熊野町
岐阜県 岐阜市茜郡大川

ワカハラデンカ株式会社

グリーンワカハラ

岐阜県 本巣郡北方町春来町

株式会社カタセ

アルパ

静岡県 静岡市葵区北安東

有限会社カトー

アドホックカトー

静岡県 富士市吉原

有限会社協立無線電機商会

有限会社協立無線電機商会

静岡県 三島市大社町

キレート

キレート

ジョイ・ハカマタ

工明電気株式会社

カタセ北安東

ジョイ・ハカマタ

工明電気株式会社

栄電気商会
清水産業株式会社

静岡県 磐田市豊田
静岡県 静岡市清水区矢坂東
静岡県 三島市栄町

しみずでんき

静岡県 静岡市葵区駒形通

有限会社杉﨑三男電機サービス

有限会社杉﨑電機サービス

静岡県 田方郡函南町上沢

スマイルＯｎｅいとう

スマイルＯｎｅいとう

静岡県 周智郡森町森

大洋電気
株式会社電化の落合

静岡県 静岡市葵区北
株式会社電化の落合

静岡県 焼津市石津港町
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有限会社韮山電器
ホットタイム

ベリーニラヤマ

静岡県 伊豆の国市南條

ハマサン

静岡県 浜名郡新居町中之郷

有限会社マルモ

静岡県 浜松市浜北区小松

有限会社ムラマツ電器

パル

ムラマツ電器

総合電化モチデン

静岡県 静岡市葵区新伝馬
静岡県 静岡市清水区

有限会社渡辺電気商会

ウイズワタナベ

静岡県 加茂郡南伊豆町下賀茂

エル・ワークますだ

静岡県 焼津市中根新田

株式会社石川電機

ほっと舘イシカワ

愛知県 西尾市平坂町並木切添

株式会社イトデン

イトデン

愛知県 小牧市郷中

株式会社イーワンかとー

愛知県 安城市美園町

有限会社エーコーデンキ

有限会社エーコーデンキ

愛知県 瀬戸市南山町

株式会社加茂ホーエー家電

コスモスベリーズ宮上店

愛知県 豊田市宮上町

有限会社北川電気商会

愛知県 新城市字屋敷

有限会社光進電機商会

REXこうしん

愛知県 名古屋市南区道徳通

コバヤシデンキ

ＴＥＩＣコバヤシ

愛知県 豊橋市植田町法事堂

株式会社サトー電化

デンキ館トヨヤマ

愛知県 西春日井郡豊山町豊場富士

有限会社新海電器

新海電器

愛知県 半田市岩滑東町

千葉電化

千葉電化

愛知県 春日井市中央通

有限会社電化のキモト空港店

有限会社電化のキモト空港店

有限会社トーデン

愛知県 西春日井郡豊山町豊場字伊勢山
愛知県 豊橋市曙町字南松原

有限会社中川電気商会

ＮＩＣＥナカガワ

愛知県 名古屋市昭和区白金

長坂電気商会

長坂電気

愛知県 知多郡東浦町生路浜田

ニナガワラジオ

愛知県 半田市広小路町

株式会社服部電器チェーン

ｎｅｔｚハットリ本店

株式会社花田電気

愛知県 名古屋市中川区牛立町
愛知県 豊川市三蔵子町一里塚

株式会社フカツ

株式会社フカツ本店

愛知県 西尾市寄住町洲田

有限会社ライフかねまつ

有限会社でんきＰＡＬライフかねまつ

愛知県 名古屋市守山区大森

REX横井電器

REX横井電器

愛知県 弥富市前ヶ須町南本田

株式会社高沢電化

Lios高沢電化

愛知県 岡崎市天白町池田

有限会社稲葉テレビサービス

有限会社稲葉テレビサービス

有限会社小田無線商会

三重県 志摩市阿児町鵜方
三重県 津市久居明神町

有限会社加納電気

Ｍ－ＳＴＥＰ加納

三重県 桑名市江場

有限会社Ｋ＆Ｄ

クシダデンカ

三重県 津市殿村

株式会社チヨダ電機

彩電館チヨダ

三重県 伊勢市八日市場町

有限会社電化のホリ

三重県 四日市市楠町北五味塚

長谷川電器株式会社

パル・ハセガワ城山本店

三重県 津市城山

長谷川電器株式会社

パルハセガワ津店

三重県 津市渋見町

株式会社豊神堂松本店

三重県 四日市市松本

株式会社的場電機商会
有限会社ウダカデン

三重県 名張市桔梗が丘六番町
ウダカデン

滋賀県 草津市川原町

A・Vヒサダ
株式会社オーディオショップイセ

滋賀県 東近江市八日市東本町
滋賀県 草津市西渋川

上新電機株式会社

にしおおつ店

彦根電化センター

彦根電化センター

滋賀県 大津市松山町
滋賀県 彦根市松原町網代口

株式会社ウメヅ電化センター

京都府 京都市右京区梅津フケノ川町

株式会社エース電化センター

京都府 京都市中京区西ノ京冷泉町

オーディオ南海
京都電工株式会社

宮津

ｋｙｏｄｅｎ中央店

京都府 宮津市惣
京都府 京都市中京区二条通寺町東入ル榎木町

上新電機株式会社

ながおか店

京都府 長岡京市長岡

上新電機株式会社

やましな店

京都府 京都市山科区音羽野田町

有限会社ソニックマイヅル

オーディオ南海

宮津

京都府 舞鶴市字引エ
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株式会社寺町電計社

京都府 京都市下京区寺町通綾小路下る中之町

株式会社でんきの大京チェーン本店

京都府 京都市下京区西七条北西野町

有限会社電気の店なかじま寺ノ内店 ウィサーブ・ズチェーン 寺ノ内店 京都府 京都市北区紫野中柏野町

株式会社ニシタニ

プロテック山科店

京都府 京都市山科区西野山中鳥井町

株式会社フジ電業

フジ電業

京都府 京都市右京区花園伊町三

株式会社ホップベルベ

ベルベ下鴨店

京都府 京都市左京区下鴨本町

株式会社堀電機商会

株式会社堀電機商会

京都府 舞鶴市字引土

株式会社水戸電機商会

本店

京都府 京都市中京区壬生森町

株式会社モリタ電化

株式会社モリタ電化

京都府 木津川市相楽神後原

入江電気商会

入江電気商会

大阪府 大阪市平野区加美南

株式会社岡村無線

北助松店

大阪府 泉大津市助松町

株式会社尾崎電機商会

尾崎電機ハーティ店

株式会社カメラのサンショップ

カメラのサンショップ

株式会社月星電化

本店

大阪府 東大阪市鳥居町

上新電機株式会社

せんばやし店

大阪府 大阪市旭区千林

上新電機株式会社

はりなかの店

大阪府 大阪市東住吉区湯里

上新電機株式会社

やお店

大阪府 八尾市栄町

大阪府 大阪狭山市大野台
河内長野店

伸光電気株式会社

大阪府 河内長野市本町

大阪府 寝屋川市萱島桜園町

新フジミデンキ

大阪府 貝塚市橋本

ｓｔｕｄｉｏ ＡＢＢＥＹ ＲＯＡＤ

大阪府 東大阪市若江栗町

有限会社太子電機商会

有限会社太子電機商会

大阪府 八尾市南植松町

でんきやさんらいず

でんきやさんらいず栄町店

大阪府 高槻市栄町

はまむらでんき

大阪府 大阪市東住吉区針中野

原電気株式会社

岡町店

原電気株式会社

豊中駅前店

大阪府 豊中市岡町
大阪府 豊中市本町

原電気株式会社

服部店

大阪府 豊中市服部西町

原電気株式会社

東豊中店

大阪府 豊中市東豊中町

原電気株式会社

東三国店

大阪府 大阪市淀川区東三国

原電気株式会社

緑地駅前店

大阪府 豊中市寺内

株式会社ビット

ビット桜塚

大阪府 豊中市中桜塚

株式会社星内

大阪府 大阪市都島区都島本通

有限会社マルモデンキ喜連

大阪府 大阪市平野区喜連西
茨木天満電器

株式会社アイレックス

アイレックス西宮

イマイ無線電器
株式会社梅基電気商会

大阪府 茨木市鮎川
兵庫県 西宮市今津曙町
兵庫県 篠山市郡家

株式会社梅基電気商会

株式会社クニイデンキ

兵庫県 西宮市前浜町
兵庫県 神戸市兵庫区大開通

株式会社甲南クレセント

株式会社甲南クレセント

有限会社サウンドタウン

有限会社サウンドタウン

兵庫県 神戸市灘区宮山町

株式会社三正電気商会

サンセイ電気

兵庫県 西宮市甲子園口

株式会社電化センター

ワンズ

兵庫県 小野市黒川町

有限会社なかたでんか

兵庫県 神戸市東灘区甲南町

兵庫県 神戸市中央区八雲通

有限会社ホームテック・サノ

有限会社ホームテック・サノ

兵庫県 神戸市長田区山下町

株式会社ミッキー電化機器

株式会社ミッキー電化機器

兵庫県 神戸市北区南五葉

株式会社あやめ電化ハウス

株式会社あやめ電化ハウス

奈良県 奈良市あやめ池南

株式会社あやめ電化ハウス

株式会社あやめ電化ハウス東登美ケ丘店

奈良県 奈良市東登美ケ丘

株式会社サポート

株式会社サポート

多賀時計電気店
ナカデン

ナカデン

株式会社中野電機店
株式会社西井電器

奈良県 奈良市三松
奈良県 奈良市下清水町
奈良県 大和郡山市矢田山町
奈良県 大和郡山市堺町

ニシイデンキ

奈良県 大和高田市奥田
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株式会社ネクスト奈良

奈良県 五條市二見

みやこ電化センター

奈良県 奈良市学園大和町
ＳＯＮＩＣ あかざい 和歌山県 海南市名高

有限会社あかざい電化

ＥＹＥ

株式会社イーワンエルコ

エコー園部店

和歌山県 和歌山市園部

株式会社交響堂

パルコーキョー堂

和歌山県 有田郡湯浅町湯浅

上新電機株式会社

はしもと店

和歌山県 橋本市神野々

有限会社ナルデン

和歌山県 和歌山市関戸

ライフページ花光

和歌山県 和歌山市松島

有限会社タマキ

鳥取県 八頭郡智頭町智頭
ヒロハラ無線

島根県 出雲市今市町

有限会社アクトブイイケウチ

ＡＣＴ－Ｖイケウチ

岡山県 赤磐市熊山町桜が丘東

株式会社アポロ電器

アポロちぇ～ん富山店

岡山県 岡山市海吉

大高電器株式会社

住まいるネット倉敷大高店

岡山県 倉敷市西富井

株式会社岡田商店

住まいるネット中央店

岡山県 総社市中央

有限会社岡山電化

ＴＯＰ２１津島店

岡山県 岡山市津島南

貝吹電化センター

電気屋カイブキ

岡山県 岡山市藤原西町

有限会社エース

岡山県 岡山市三浜町

住まいるネット高梁落合橋店

住まいるネット高梁落合橋店

岡山県 高梁市落合町近似

株式会社デオデオ

新見店

岡山県 新見市新見

有限会社ナカガワ

住まいるネット高松店

岡山県 岡山市高松原古才

中藤電器

住まいるネット笠岡インター店 岡山県 笠岡市笠岡

株式会社みつや

住まいるネット川辺店

株式会社みつや

株式会社住まいるネット川辺店ＰＳ

株式会社安田電化センター
有限会社横田電器

岡山県 倉敷市真備町川辺
岡山県 倉敷市真備町川辺
岡山県 岡山市奥田南町

住まいるネット門田店

有限会社上西電化

岡山県 総社市門田
広島県 東広島市高屋高美が丘

株式会社岡崎電機商会

広島県 広島市中区千田町

佐々木電機商会

佐々木電機商会

広島県 広島市安佐北区白木町三田

有限会社伸陽電化設備

有限会社伸陽電化設備

広島県 広島市西区中広町

有限会社電化シティー呉

有限会社電化シティー呉

広島県 呉市阿賀中央

株式会社内藤電機

株式会社内藤電機

広島県 東広島市八本松東

福菱電機株式会社

メルタスＦ＆Ｋふくびし

広島県 福山市川口町

北辰映電株式会社

ＨＯＫＵＳＨＩＮ：ＥＳＳＥＮＣＥ（ホクシン：エッセンス）

広島県 広島市中区上幟町

有限会社モリシタデンキ

モリシタデンキ

広島県 豊田郡大崎上島町東野

有限会社岡村電器

アトム山口阿知須店(有)岡村電器 山口県 山口市阿知須

株式会社下松無線

メルタスｅｃｏくだまつむせん 山口県 下松市藤光町

有限会社スガデンキ

メルタスｅｃｏスガデンキ

山口県 周南市大字須々万本郷

有限会社せらいでんき

メルタスｅｃｏせらいでんき

山口県 周南市秋月

株式会社デオデオ

南岩国店

山口県 岩国市南岩国町

株式会社デオデオ

光店

山口県 光市浅江

北辰映電(株)福山営業所

広島県 福山市王子町

玉井電機有限会社

山口県 下松市大手町

有限会社永谷テレビサービス

ライフページナガタニ

山口県 宇部市大字西岐波

有限会社東和無線商会

メルタスｅｃｏトーワムセン

山口県 周南市速玉町

株式会社ふじい電機

メルタスｅｃｏふじいでんき

山口県 柳井市南町

有限会社ユーデン

有限会社ユーデン

山口県 宇部市恩田町

有限会社昭和電機商会

ライフページ・フジデン

山口県 宇部市山門

川内店

徳島県 徳島市川内町平石夷野

有限会社三条シャープ電化センター 有限会社三条シャープ電化センター 香川県 高松市伏石町

New Life チェーンヨコヤマ店

ヨコヤマ店

香川県 小豆郡土庄町渕崎甲

有限会社濱田電気

濱田電気

香川県 高松市桜町

有限会社光葉電器

有限会社光葉電器

愛媛県 新居浜市本郷

有限会社城西

でんきの城北

愛媛県 松山市西長戸町

PressRelease

平成２１年３月２６日

（続き）
株式会社鈴木電機

愛媛県 松山市和泉南

株式会社敬尚電気

高知県 香美市土佐山田町旭町

テラノライフ ハカタ

テラノライフ ハカタ

高知県 土佐市本村

株式会社アビックグループ

岩田屋店

福岡県 福岡市中央区天神

いのうえでんき

いのうえでんき

福岡県 北九州市若松区青葉台西

株式会社カノデンキ

株式会社カノデンキ

福岡県 福岡市東区和白丘

有限会社カノデンキ福間

カノデンキ福間

福岡県 福津市中央

合資会社門司日蓄商会

ニッチク
福岡県 北九州市門司区栄町
ＳＯＵＮＤ ＡＶ ＳＡＮＫＯ 佐賀県 武雄市武雄町大字武雄

有限会社三光電機
シントウＡＶサービス
有限会社パピープラザ

佐賀県 唐津市石志
パピープラザ

長崎県 佐世保市比良町

合資会社松田ミシン商会

プロショップマツダ

長崎県 諫早市東本町

株式会社メディア石川

株式会社メディア石川

長崎県 長崎市平和町

有限会社ふなき電器

長崎県 諫早市栄田町

有限会社東電器
有限会社岩本電器商会

熊本県 熊本市上林町
有限会社岩本電器商会

有限会社川尻電化ホーム
有限会社きはら

熊本県 熊本市本荘
熊本県 熊本市川尻

木原電機

熊本県 天草市諏訪町

有限会社デンキのもりやま

熊本県 菊池市大字隈府

福島ラジオ店

フクシマラジオ

熊本県 宇城市松橋町両仲間

八代ビデオ

八代ビデオ

熊本県 八代市本町

キモトデンキ
有限会社デンキのもりやま

熊本県 球磨郡あさぎり町上北

サウンド牛深
有限会社こんにちは電器
株式会社にししなカメラ

熊本県 天草市牛深町
宮崎県 宮崎市大塚町大迫南平

にししなカメラ

宮崎県 延岡市大貫町

有限会社井之上電器

井之上電器

鹿児島県 鹿屋市北田町

金秀商事株式会社

ホームセンターかねひでサンプラザ糸満店

金秀商事株式会社

ホームセンターかねひでネーブル嘉手納店

沖縄県 中頭郡嘉手納町字兼久

ライフページアラカキ

ライフページアラカキ

沖縄県 国頭郡金武町金武

沖縄県 糸満市兼城

以

上

