
（別添３） 
 

平成１９年度中小規模家電販売店省エネ型製品普及推進優良店（１２９店舗） 
 

（都道府県別・会社名５０音順） 

会社名 店舗名 都道府県 住所

株式会社中村電化センター 岩手県 盛岡市玉山区好摩字夏間木

有限会社福岡商店 岩手県 花巻市東町

株式会社アビックグループ コール泉店 宮城県 仙台市泉区泉中央

有限会社太陽電化センター 宮城県 仙台市若林区沖野

有限会社目黒電化 青山本店 宮城県 仙台市太白区青山

株式会社岸電気商会 山形県 西村山郡河北町谷地所岡

峯田電器株式会社 本店 山形県 東村山郡山辺町大字山辺

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

株式会社セイエーデンキ 新原店 茨城県 水戸市新原

株式会社セイエーデンキ 田彦店 茨城県 ひたちなか市田彦

株式会社セイエーデンキ 津田店 茨城県 ひたちなか市津田東

株式会社ナイス電気商会 茨城県 日立市多賀町

サンロード家電株式会社 埼玉県 越谷市蒲生寿町

株式会社ヒロセ 埼玉県 北埼玉郡大利根町旗井

有限会社かわの電器 千葉県 柏市松葉町

有限会社協和電気商会 協和でんき 千葉県 四街道市千代田

サワダデンキ 千葉県 香取郡多古町多古

有限会社麓電気商会 フモトデンキ 千葉県 松戸市日暮

株式会社アビックグループ アビック阿佐ヶ谷店 東京都 杉並区阿佐ヶ谷南

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

株式会社アビックグループ アビック下北沢店 東京都 世田谷区北沢

株式会社京王電業社 十号通り店 東京都 渋谷区笹塚

株式会社シグマ シグマ烏山 東京都 世田谷区南烏山

株式会社パナ電器 東京都 世田谷区玉川

株式会社村田電器商会 東京都 世田谷区喜多見

山賀電気株式会社 東京都 練馬区小竹町

有限会社かもいファミリー電気 神奈川県 横須賀市鴨居

有限会社伸幸電機 神奈川県 横須賀市公郷町

株式会社電化パートナー 神奈川県 川崎市宮前区宮崎

株式会社ファミリー電気商会 大津店 神奈川県 横須賀市大津町

株式会社ファミリー電気商会 野比店 神奈川県 横須賀市野比

有限会社フクダデンキ中村忠男店 ポシェットお～くら 神奈川県 横浜市港北区大豆戸

株式会社和田電機 神奈川県 足柄上郡松田町松田惣領

新潟ジョーシン株式会社 よしだ店 新潟県 燕市吉田東栄町

有限会社パルコ　イカラシ 新潟県 新潟市西区大野町  



（別添３・続き） 

会社名 店舗名 所在地 住所

株式会社福光産業 新潟県 新潟市中央区関屋金鉢山町

有限会社Ｋ－ＤＩＣ（ケィ・ディック） 本店 富山県 富山市西田地方町

株式会社加藤デンキ商会 石川県 小松市上本折町

どうみ電機株式会社 電遊館どうみ 石川県 七尾市古府町チ

株式会社西出電機 電化プラザニシデ 石川県 能美市上開発町二

有限会社キタノヤ電器 エリースキタノヤ 長野県 伊那市大字伊那

有限会社小岩電器店 長野県 千曲市鋳物師屋

シバクサ電器 長野県 中野市小館

電器のみやでん 長野県 千曲市八幡

有限会社中俣ラジオ店 長野県 千曲市戸倉町戸倉

有限会社中村時計店 長野県 須坂市大字須坂

株式会社日の出電気 ＳＵＮＳ日の出 長野県 長野市篠ノ井布施高田

株式会社ミト電化センター 長野県 長野市徳間

有限会社ヤナギサワ電機 長野県 長野市三輪

有限会社リックス でんき舘リックス 長野県 飯田市三日市場

株式会社ワダ電化センター 長野県 長野市平林

株式会社のはら家電 岐阜県 大垣市静里町

有限会社マツイデンキ マツイデンキ本店 岐阜県 端浪市土岐町

ヤマニデンキ 岐阜県 可児市広見

有限会社うさぎ ソニーショップうさぎ 静岡県 静岡市駿河区西中原

株式会社応研 ディーディネットワーク２１ 静岡県 静岡市葵区東千代田

有限会社カトウ カトウ電器 静岡県 袋井市大門17-16

株式会社藤山電化センター 静岡県 静岡市清水区船越東町

株式会社ユートー ユートー電化センター 静岡県 浜松市西区雄踏町字布見

阪野家電 愛知県 名古屋市緑区鳴海町作町

株式会社サトー電化 電遊館ＳＡＴＯＨ 愛知県 名古屋市北区中味鋺

中川でんき株式会社 愛知県 幡豆郡一色町大字酒手島字東中通

ハセガワ無線 NICE　ハセガワ 愛知県 名古屋市北区中味鋺

有限会社ホーナン家電 愛知県 豊橋市南大清水町字富士見

株式会社マルマン 愛知県 大府市江端町

三河電気株式会社 愛知県 岡崎市福岡町字下高須

有限会社K&D クシダデンカ 三重県 津市殿村

有限会社中川無線 三重県 四日市市沖の島町

三星電機商会 彩電館みつぼし 三重県 亀山市本町

上新電機株式会社 にしおおつ店 滋賀県 大津市松山町

株式会社ハートフルワニ電化 滋賀県 大津市和邇中浜

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

関西システム販売株式会社 京都府 京都市西京区上桂三ノ宮町  



（別添３・続き） 

会社名 店舗名 所在地 住所

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

株式会社電化センターフジイ 京都府 京都市左京区岩倉花園町

株式会社富士電気工芸 フジデンキチェーン十条店 京都府 京都市南区唐橋南琵琶町

株式会社フジ電業　 京都府 京都市右京区花園伊町

株式会社堀電機商会 京都府 舞鶴市引土

株式会社アビックグループ アビック日本橋店 大阪府 大阪市浪速区日本橋

上新電機株式会社 すいた店 大阪府 吹田市高浜町

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

でんきのＫＤＣ生野店 大阪府 大阪市生野区林寺

でんきや　さんらいず　 城東店 大阪府 大阪市城東区今福東

原電気株式会社 岡町店 大阪府 豊中市岡町

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 ハラデン豊中駅前店 大阪府 豊中市本町

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

有限会社長谷川デンキ商会 兵庫県 姫路市鍵町

株式会社イマデン 奈良県 北葛城郡上牧町友が丘

多賀時計電気店 ＴＡＧＡ 奈良県 奈良市高畑町

有限会社中 電脳工房ピポ！中電気店 奈良県 五條市田園

株式会社中野電機店 奈良県 大和郡山市堺町

株式会社西井電器 奈良県 大和高田市奥田

みやこ電化センター 奈良県 奈良市学園大和町

有限会社赤在電化 EYE SONIC　あかざい 和歌山県 海南市名高

株式会社オックス 和歌山県 日高郡美浜町田井

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

株式会社デオデオ 江津店 島根県 江津市和木町

有限会社大内電化 岡山県 津山市二宮

貝吹電化センター 岡山県 岡山市藤原西町

株式会社デオデオ 新見店 岡山県 新見市新見

株式会社安田電化センター 岡山県 岡山市奥田南町

有限会社上西電化 　 広島県 東広島市高屋高美ガ丘

有限会社伸陽電化設備 広島県 広島市西区中広町

株式会社デオデオ 焼山店 広島県 呉市焼山北

株式会社内藤電機 広島県 東広島市八本松東

株式会社フジイ家電 広島県 福山市東深津町

中央無線株式会社 山口県 山口市小郡下郷  
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会社名 店舗名 所在地 住所

株式会社デオデオ 南岩国店 山口県 岩国市南岩国町

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

有限会社松原電機 山口県 山口市小郡下郷

ライフページ・フジデン 山口県 宇部市山門

株式会社カタオカ電機 愛媛県 松山市南吉田町1699-2

有限会社光葉電器 愛媛県 新居浜市本郷

株式会社鈴木電機 愛媛県 松山市和泉南

株式会社デオデオ 松前店 愛媛県 伊予郡松前町東古泉

株式会社城南電化チェーン 高知県 高知市本町

株式会社第一電器ライフサービス 高知インター店 高知県 高知市高そね

株式会社第一電器ライフサービス 若葉ＴＯＷＮ 高知県 高知市介良乙

いのうえでんき 福岡県 北九州市若松区青葉台西

キシモトデンキ 福岡県 宗像市田久

株式会社一髙 ハートプラザ佐世保本店 長崎県 佐世保市常盤町

株式会社一髙 ハートプラザ大塔デジタル 長崎県 佐世保市大塔町  


