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  （別添２） 

 

平成２０年度大規模家電販売店省エネ型製品普及推進優良店（５１８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 店舗名 都道府県 所在地

株式会社デンコードー ケーズデンキ小樽パワフル館 北海道 小樽市勝納町

株式会社デンコードー ケーズデンキ滝川パワフル館 北海道 滝川市東町

株式会社デンコードー ケーズデンキ苫小牧本店 北海道 苫小牧市新開町

株式会社デンコードー ケーズデンキ名寄パワフル館 北海道 名寄市豊栄

株式会社デンコードー ケーズデンキ稚内パワフル館 北海道 稚内市朝日

株式会社ビックカメラ ビックカメラ札幌店 北海道 札幌市中央区北５条西

株式会社ベスト電器 Ｎｅｗ函館店 北海道 函館市昭和

株式会社ベスト電器 あいの里店 北海道 札幌市北区あいの里１条

株式会社ベスト電器 旭川本店 北海道 旭川市花咲町

株式会社ベスト電器 札幌本店 北海道 札幌市北区北３３条西

株式会社ベスト電器 千歳西店 北海道 千歳市信濃

株式会社ベスト電器 西岡店 北海道 札幌市豊平区西岡４条

株式会社ヤマダ電機 テックランド札幌琴似店 北海道 札幌市西区二十四軒二条

株式会社デンコードー ケーズデンキ青森本店 青森県 青森市東大野

株式会社デンコードー ケーズデンキ五所川原パワフル館 青森県 五所川原市唐笠柳字藤巻

株式会社デンコードー ケーズデンキつがる柏パワフル館 青森県 つがる市柏村上古川幾山

株式会社デンコードー ケーズデンキ秋田中央本店 秋田県 秋田市八橋南

株式会社デンコードー ケーズデンキ秋田東本店 秋田県 秋田市広面字宮田

株式会社デンコードー ケーズデンキ能代パワフル館 秋田県 能代市臥竜山

株式会社デンコードー ケーズデンキ能代東パワフル館 秋田県 能代市高橋

株式会社デンコードー ケーズデンキ本荘パワフル館 秋田県 由利本荘市東梵天

株式会社デンコードー ケーズデンキ一関パワフル館 岩手県 一関市上日照

株式会社デンコードー ケーズデンキ釜石パワフル館 岩手県 釜石市鈴子町

株式会社デンコードー ケーズデンキ北上パワフル館 岩手県 北上市北鬼柳

株式会社デンコードー ケーズデンキ二戸パワフル館 岩手県 二戸市堀野字大谷地

株式会社デンコードー ケーズデンキ盛岡北本店 岩手県 盛岡市青山

株式会社ヤマダ電機 テックランド北上店 岩手県 北上市さくら通り

株式会社デンコードー ケーズデンキ庄内三川本店 山形県 東田川郡三川町大字猪子字大堰端

株式会社デンコードー ケーズデンキ東根パワフル館 山形県 東根市一本木

株式会社デンコードー ケーズデンキ山形本店 山形県 山形市若宮

株式会社デンコードー ケーズデンキ米沢パワフル館 山形県 米沢市塩井町塩野

株式会社デンコードー ケーズデンキ石巻本店 宮城県 石巻市蛇田字太田

株式会社デンコードー ケーズデンキ男鹿パワフル館 宮城県 名取市上余田字千刈田

株式会社デンコードー ケーズデンキ気仙沼店 宮城県 気仙沼市上田中

株式会社デンコードー ケーズデンキ佐沼パワフル館 宮城県 登米市迫町佐沼字江合

株式会社デンコードー ケーズデンキ仙台南店 宮城県 名取市上余田字千刈田

株式会社デンコードー ケーズデンキ多賀城店 宮城県 多賀城市明月

株式会社ヤマダ電機 テックランド大河原店 宮城県 柴田郡大河原町字新東

株式会社ヤマダ電機 テックランド多賀城店 宮城県 多賀城市町前

株式会社ヤマダ電機 テックランド古川店 宮城県 大崎市古川字青塚  

 



 

2 
 

（別添２・続き） 
株式会社ヤマダ電機 LABI仙台 宮城県 仙台市青葉区中央

株式会社デンコードー ケーズデンキいわき本店 福島県 いわき市平谷川瀬字泉町

株式会社デンコードー ケーズデンキ須賀川パワフル館 福島県 須賀川市崩免

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ　インターパーク宇都宮 栃木県 宇都宮市中島町

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキハ－ヴェストウォーク小山 栃木県 小山市大字喜沢

株式会社ビックカメラ ビックカメラ高崎東口店 群馬県 高崎市栄町

株式会社ヤマダ電機 テックランド伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市韮塚町

株式会社ヤマダ電機 テックランドNew太田飯田町店 群馬県 太田市飯田町

株式会社エイデン ishimaruつくば店 茨城県 つくば市東新井

株式会社エイデン エディオンロックシティ守谷店 茨城県 守谷市百合ヶ丘

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ石岡本店 茨城県 石岡市東大橋字中峯

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ北茨城パワフル館 茨城県 北茨木市中郷町上桜井

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ千葉ニュータウン本店 茨城県 水戸市桜川

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキつくばセンター店 茨城県 つくば市小野崎

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ取手パワフル館 茨城県 取手市戸頭

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ日立北パワフル館 茨城県 日立市東滑川町

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ水戸本店 茨城県 水戸市元吉田町

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ結城パワフル館 茨城県 結城市新福寺

株式会社東京エディオン エディオン谷和原店 茨城県 つくばみらい市小絹

株式会社ヤマダ電機 テックランドつくば店 茨城県 つくば市大字下原字池向

株式会社エイデン ishimaru上尾店 埼玉県 上尾市緑丘

株式会社エイデン デオデオ上尾中央店 埼玉県 上尾市大字川字台辻

株式会社エイデン ishimaru久喜店 埼玉県 久喜市本町

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ鴻巣パワフル館 埼玉県 鴻巣市大字八幡田

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ草加パワフル館 埼玉県 草加市清門町

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ新座パワフル館 埼玉県 新座市中野

上新電機株式会社 入間サイオス店 埼玉県 入間市豊岡

上新電機株式会社 浦和美園店 埼玉県 さいたま市緑区大字大門

上新電機株式会社 こしがや店 埼玉県 越谷市神明町

上新電機株式会社 草加まつばら店 埼玉県 草加市草加

上新電機株式会社 羽生店 埼玉県 羽生市河崎

株式会社ビックカメラ ビックカメラ大宮西口そごう店 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町

株式会社ベスト電器 ダイエー所沢店 埼玉県 所沢市東町

株式会社ヤマダ電機 テックランド本庄店 埼玉県 本庄市日の出

株式会社エイデン ishimaru柏ビッグワン 千葉県 柏市中原

株式会社エイデン ishimaru成田ビッグワン 千葉県 成田市赤坂

株式会社エイデン エディオン柏沼南店 千葉県 柏市風早

株式会社エイデン エディオン八千代店 千葉県 八千代市勝田台南

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ我孫子パワフル館 千葉県 我孫子市寿

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ市原パワフル館 千葉県 市原市南国分寺台

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ鴨川パワフル館 千葉県 鴨川市八色字関田

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ木更津本店 千葉県 木更津市ほたる野

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ東京ベイサイド新浦安 千葉県 浦安市日の出

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ成田本店 千葉県 成田市ウイング土屋

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ茂原本店 千葉県 茂原市小林

上新電機株式会社 八千代イズミヤ店 千葉県 八千代市村上

株式会社ビックカメラ ビックカメラ柏店 千葉県 柏市柏

株式会社エイデン ishimaru秋葉原本店 東京都 千代田区外神田

株式会社エイデン ishimaru生活家電館 東京都 千代田区外神田

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ足立本店 東京都 足立区小台  
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（別添２・続き） 
株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ梅田パワフル館 東京都 足立区梅田

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ多摩ニュータウン店 東京都 八王子市別所

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ府中本店 東京都 府中市日鋼町

株式会社コジマ コジマNEW志村店 東京都 板橋区志村

上新電機株式会社 アウトレット三鷹店 東京都 三鷹市野崎

上新電機株式会社 つるかわ店 東京都 町田市金井

株式会社ビックカメラ ビックカメラ池袋西口店 東京都 豊島区西池袋

株式会社ビックカメラ ビックカメラ池袋東口総合館 東京都 豊島区東池袋

株式会社ビックカメラ ビックカメラ池袋本店 東京都 豊島区東池袋

株式会社ビックカメラ ビックカメラ渋谷ハチ公口店 東京都 渋谷区道玄坂

株式会社ビックカメラ ビックカメラ渋谷東口店 東京都 渋谷区渋谷

株式会社ビックカメラ ビックカメラ新宿西口店 東京都 新宿区西新宿

株式会社ビックカメラ ビックカメラ新宿東口店 東京都 新宿区新宿

株式会社ビックカメラ ビックカメラ立川店 東京都 立川市曙町

株式会社ビックカメラ ビックカメラ有楽町店本館 東京都 千代田区有楽町

株式会社ベスト電器 新宿高島屋店 東京都 渋谷区千駄ヶ谷

株式会社ヤマダ電機 テックランドNew八王子別所店 東京都 八王子市別所

株式会社ヤマダ電機 テックランド府中店 東京都 府中市西原町

株式会社エイデン ishimaru青葉台東急スクエア店 神奈川県 横浜市青葉区青葉台

株式会社ケーズホールディングス ケーズデンキ藤沢本店 神奈川県 藤沢市柄沢

上新電機株式会社 相模原小山店 神奈川県 県相模原市小山

株式会社ダイクマ ダイクマテックランド厚木店 神奈川県 厚木市長谷

株式会社ビックカメラ ビックカメラ新横浜店 神奈川県 横浜市港北区新横浜

株式会社ビックカメラ ビックカメラ藤沢店 神奈川県 藤沢市藤沢

株式会社ビックカメラ ビックカメラ横浜西口店 神奈川県 横浜市西区南幸

株式会社ビックカメラ ビックカメラ ラゾーナ川崎店 神奈川県 川崎市幸区堀川町

新潟ジョーシン株式会社 佐渡店 新潟県 佐渡市市野沢

新潟ジョーシン株式会社 上越店 新潟県 上越市藤野新田

新潟ジョーシン株式会社 長岡川崎店 新潟県 長岡市川崎

株式会社北越ケーズ ケーズデンキ長岡本店 新潟県 長岡市古正寺

株式会社北越ケーズ ケーズデンキ新潟本店 新潟県 新潟市東区河渡庚

株式会社北越ケーズ ケーズデンキ新津パワフル館 新潟県 新津市秋葉区程島

三共ジョーシン株式会社 うおづ店 富山県 魚津市住吉

三共ジョーシン株式会社 高岡店 富山県 高岡市新成町

三共ジョーシン株式会社 砺波店 富山県 砺波市太郎丸

三共ジョーシン株式会社 富山本店 富山県 富山市田中町

三共ジョーシン株式会社 加賀店 石川県 加賀市上河崎町

三共ジョーシン株式会社 鹿島店 石川県 鹿島郡中能登町井田と部

三共ジョーシン株式会社 金沢本店 石川県 金沢市示野町

三共ジョーシン株式会社 野々市店 石川県 石川郡野々市町三納

三共ジョーシン株式会社 はくい店 石川県 羽咋市鶴多町五石高

株式会社北越ケーズ ケーズデンキ中能登マイタウン店 石川県 鹿島郡中能登町徳前上部

上新電機株式会社 敦賀店 福井県 敦賀市古田刈

株式会社岡島 ケーズデンキ塩山店 山梨県 甲州市塩山下於曽

株式会社エイデン 飯田インター店 長野県 飯田市育良町

株式会社エイデン 大町店 長野県 大町市常盤

株式会社エイデン 駒ヶ根店 長野県 駒ヶ根市南田市場土地区画整理事業内

株式会社エイデン 塩尻店 長野県 塩尻市大字広丘高出

株式会社エイデン 下諏訪店 長野県 諏訪郡下諏訪町字西赤砂

株式会社エイデン 諏訪インター店 長野県 諏訪市沖田町

株式会社エイデン 松本なぎさ店 長野県 松本市渚  
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（別添２・続き） 
株式会社ベスト電器 アイシティ松本店 長野県 東筑摩郡山形村

株式会社北越ケーズ ケーズデンキ長野本店 長野県 長野市若里

株式会社ヤマダ電機 テックランド伊那店 長野県 伊那市上新田

株式会社ヤマダ電機 テックランド茅野店 長野県 茅野市塚原

株式会社ヤマダ電機 テックランド穂高店 長野県 安曇野市穂高

株式会社エイデン 恵那店 岐阜県 恵那市大崎土地区画整理事業施工地区内

株式会社エイデン 大垣ベルプラザ店 岐阜県 大垣市室村町

株式会社エイデン 各務原店 岐阜県 各務原市小佐野

株式会社エイデン 可児今渡店 岐阜県 可児市今渡

株式会社エイデン 岐阜オーキッドパーク店 岐阜県 岐阜市香蘭

株式会社エイデン 郡上八幡店 岐阜県 郡上市八幡町五町

株式会社エイデン 真正店 岐阜県 本巣市政田

株式会社エイデン 関店 岐阜県 関市池田町

株式会社エイデン 高山店 岐阜県 高山市岡本町

株式会社エイデン 多治見インター店 岐阜県 多治見市西坂町

株式会社エイデン 中津川店 岐阜県 中津川市中津川

株式会社エイデン 羽島インター店 岐阜県 羽島市上中町長間字沼

株式会社エイデン 瑞浪店 岐阜県 瑞浪市穂並

株式会社エイデン モレラ岐阜店 岐阜県 本巣市三橋

株式会社エイデン ロックシティ大垣店 岐阜県 大垣市三塚町丹瀬

上新電機株式会社 大垣店 岐阜県 大垣市外野

上新電機株式会社 各務原店 岐阜県 各務原市那加萱場町

上新電機株式会社 岐阜羽島店 岐阜県 羽島市小熊町島

上新電機株式会社 多治見店 岐阜県 多治見市上山町

株式会社エイデン イオン浜松志都呂店 静岡県 浜松市西区志都呂町

株式会社エイデン 御殿場店 静岡県 御殿場市

株式会社エイデン 浜岡イオンタウン店 静岡県 御前崎市池新田

株式会社エイデン 浜松店 静岡県 浜松市中区鍛冶町

株式会社エイデン 浜松半田店 静岡県 浜松市東区半田町

株式会社エイデン 袋井インター店 静岡県 袋井市堀越字才別当

株式会社エイデン 富士本店 静岡県 富士市中里

株式会社エイデン 三島店 静岡県 三島市安久

株式会社ギガス ケーズデンキ浜松西パワフル館 静岡県 浜松市西区入野町

上新電機株式会社 焼津インター店 静岡県 焼津市越後島

株式会社浜松ケーズ ケーズデンキ湖西パワフル館 静岡県 湖西市鷲津

株式会社ヤマダ電機 テックランド静岡国吉田店 静岡県 静岡市駿河区国吉田

株式会社エイデン 安城店 愛知県 安城市三河安城東町

株式会社エイデン 安城住吉店 愛知県 安城市住吉町

株式会社エイデン イオン扶桑店 愛知県 丹羽郡扶桑町大字南山名高塚

株式会社エイデン 一宮西店 愛知県 一宮市八幡

株式会社エイデン 稲沢ハーモニー店 愛知県 稲沢市稲島

株式会社エイデン 稲沢パールシティ店 愛知県 稲沢市井之口大坪町

株式会社エイデン 大府店 愛知県 大府市森岡町

株式会社エイデン 岡崎本店 愛知県 岡崎市上六名町字宮前

株式会社エイデン 小田井ワンダー店 愛知県 名古屋市西区二方町

株式会社エイデン 香久山店 愛知県 日進市香久山

株式会社エイデン 春日井店 愛知県 春日井市六軒屋町字東丘

株式会社エイデン 蒲郡店 愛知県 蒲郡市港町

株式会社エイデン 小牧インター店 愛知県 小牧市大字村中稲荷

株式会社エイデン 坂下店 愛知県 春日井市坂下町  
 



 

5 
 

（別添２・続き） 
株式会社エイデン 柴田店 愛知県 名古屋市南区鳴浜町

株式会社エイデン 庄内通ミユキモール店 愛知県 名古屋市西区庄内通

株式会社エイデン 新瑞橋店 愛知県 名古屋市南区駈上

株式会社エイデン 瀬戸西店 愛知県 瀬戸市西本地町

株式会社エイデン 千音寺アズパーク店 愛知県 名古屋市中川区新家

株式会社エイデン 高辻シャンピアポート店 愛知県 名古屋市昭和区白金

株式会社エイデン 高畑店 愛知県 名古屋市中川区野田

株式会社エイデン 滝ノ水店 愛知県 名古屋市緑区滝ノ水

株式会社エイデン 田原店 愛知県 田原市田原町築出

株式会社エイデン 知多店 愛知県 日進市にしの台

株式会社エイデン 知立店 愛知県 知立市南新地

株式会社エイデン 東海店 愛知県 東海市荒尾町馬池

株式会社エイデン 豊明店 愛知県 豊明市三崎町中ノ坪

株式会社エイデン 豊川店 愛知県 豊川市正岡町西深田

株式会社エイデン 豊田大林店 愛知県 豊田市大林町

株式会社エイデン 豊田本店 愛知県 豊田市三軒町

株式会社エイデン 豊田美里店 愛知県 豊田市広川町

株式会社エイデン 豊橋店 愛知県 豊橋市前田南町

株式会社エイデン 長久手店 愛知県 愛知郡長久手町長配

株式会社エイデン 名古屋みなと店 愛知県 名古屋市港区遠若町

株式会社エイデン 東浦店 愛知県 知多郡東浦町大字緒川字上家左川

株式会社エイデン 半田店 愛知県 半田市乙川吉野町

株式会社エイデン 碧南店 愛知県 碧南市中後町

株式会社エイデン 本店 愛知県 名古屋市中村区名駅

株式会社エイデン メッツ大曽根店 愛知県 名古屋市東区矢田

株式会社エイデン 弥富イオンタウン店 愛知県 弥富市五明町

株式会社ギガス ケーズデンキ岡崎上和田パワフル館 愛知県 岡崎市上和田町字南天白

株式会社ギガス ケーズデンキ西尾パワフル館 愛知県 西尾市住崎町出崎

上新電機株式会社 アクロス豊川店 愛知県 豊川市正岡町池田

上新電機株式会社 白土店 愛知県 名古屋市緑区白土

上新電機株式会社 ひとつぎ店 愛知県 刈谷市一ツ木町

株式会社ビックカメラ ビックカメラ名古屋駅西店 愛知県 名古屋市中村区椿町

株式会社ベスト電器 高蔵寺店 愛知県 春日井市中央台

株式会社ヤマダ電機 テックランド豊川店 愛知県 豊川市下長山町高畑

株式会社ヤマダ電機 テックランド半田店 愛知県 半田市本町

株式会社ヤマダ電機 テックランド星ヶ丘店 愛知県 名古屋市千種区星ヶ丘

株式会社ヤマダ電機 テックランド名西店 愛知県 名古屋市西区上堀越町

株式会社エイデン イオン鈴鹿店 三重県 鈴鹿市庄野羽山

株式会社エイデン 伊勢店 三重県 伊勢市上地町

株式会社エイデン 亀山エコー店 三重県 亀山市東御幸町

株式会社エイデン 熊野店 三重県 熊野市有馬町

株式会社エイデン 桑名店 三重県 桑名市東方字福島前

株式会社エイデン 菰野イオンタウン店 三重県 三重郡菰野町宿野

株式会社エイデン 志摩店 三重県 志摩市阿児町鵜方金谷

株式会社エイデン 津北店 三重県 津市島崎町

株式会社エイデン 津南サンバレー店 三重県 津市高茶屋小森町

株式会社エイデン 松阪店 三重県 松阪市田村町六才

株式会社エイデン 四日市北店 三重県 四日市市富州原町

株式会社ミドリ電化 上野店 三重県 伊賀市小田町

株式会社ミドリ電化 名張店 三重県 名張市瀬古口  
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（別添２・続き） 
株式会社関西ケーズデンキ ケーズデンキ近江八幡パワフル館 滋賀県 近江八幡市鷹飼町

上新電機株式会社 近江八幡店 滋賀県 近江八幡市上田町

上新電機株式会社 堅田店 滋賀県 大津市真野

上新電機株式会社 草津店 滋賀県 草津市木川町

上新電機株式会社 東近江店 滋賀県 東近江市宮荘町

上新電機株式会社 彦根店 滋賀県 彦根市長曽根南町

上新電機株式会社 水口店 滋賀県 甲賀市水口町北泉

上新電機株式会社 守山店 滋賀県 守山市播磨田町

株式会社ミドリ電化 大津店 滋賀県 大津市大将軍

株式会社ミドリ電化 近江八幡店 滋賀県 近江八幡市鷹飼町

株式会社ミドリ電化 彦根店 滋賀県 彦根市高宮町

株式会社ミドリ電化 水口店 滋賀県 甲賀市水口町水口

株式会社ミドリ電化 栗東店 滋賀県 栗東市大橋

株式会社ミドリ電化 守山店 滋賀県 守山市播磨田町

株式会社関西ケーズデンキ ケーズデンキ向日町パワフル館 京都府 向日市上植野町尻引

上新電機株式会社 大久保バイパス店 京都府 宇治市大久保町旦椋

上新電機株式会社 京都１ばん館 京都府 京都市右京区西院巽町

上新電機株式会社 伏見店 京都府 京都市伏見区下鳥羽但馬町

上新電機株式会社 六地蔵店 京都府 宇治市六地蔵奈良町

株式会社ビックカメラ ビックカメラＪＲ京都駅店 京都府 京都市下京区東塩小路町

株式会社ベスト電器 精華台店 京都府 相楽郡精華町精華台

株式会社ミドリ電化 宇治店 京都府 宇治市槇島町

株式会社ミドリ電化 円町店 京都府 京都市中京区西ノ京西円町

株式会社ミドリ電化 大久保サティ店 京都府 宇治市大久保町井ノ尻

株式会社ミドリ電化 桂南店 京都府 京都市南区久世上久世町

株式会社ミドリ電化 亀岡店 京都府 亀岡市大井町北金岐柿木原

株式会社ミドリ電化 久御山店 京都府 久世郡久御山町大字森小字大内

株式会社ミドリ電化 宝ヶ池店 京都府 京都市左京区岩倉中大鷺町

株式会社ミドリ電化 松井山手店 京都府 八幡市欽明台北

株式会社ミドリ電化 洛西店 京都府 京都市西京区樫原芋峠

株式会社関西ケーズデンキ ケーズデンキ　シーサイドステージ堺浜 大阪府 堺市堺区築港八幡町

株式会社関西ケーズデンキ ケーズデンキ高槻パワフル館 大阪府 高槻市城西町

株式会社関西ケーズデンキ ケーズデンキ枚方本店 大阪府 枚方市田口

上新電機株式会社 市岡店 大阪府 大阪市港区市岡

上新電機株式会社 江坂店 大阪府 吹田市豊津町

上新電機株式会社 門真店 大阪府 門真市大橋町

上新電機株式会社 蒲生店 大阪府 大阪市城東区今福西

上新電機株式会社 河内長野店 大阪府 河内長野市寿町

上新電機株式会社 岸和田店 大阪府 岸和田市作才町

上新電機株式会社 くずは店 大阪府 枚方市楠葉並木

上新電機株式会社 光明池店 大阪府 府和泉市室堂町

上新電機株式会社 狭山店 大阪府 大阪狭山市池之原

上新電機株式会社 新石切店 大阪府 東大阪市弥生町

上新電機株式会社 新大阪店 大阪府 大阪市淀川区西宮原

上新電機株式会社 泉南店 大阪府 泉南市りんくう南浜

上新電機株式会社 千里丘店 大阪府 吹田市千里丘上

上新電機株式会社 大日店 大阪府 守口市大日東町

上新電機株式会社 高石店 大阪府 高石市西取石

上新電機株式会社 高槻店 大阪府 高槻市大畑町

上新電機株式会社 富田林店 大阪府 富田林市若松町

上新電機株式会社 難波店 大阪府 大阪市難波中  
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（別添２・続き）
上新電機株式会社 日本橋１ばん館 大阪府 大阪市浪速区日本橋

上新電機株式会社 寝屋川店 大阪府 寝屋川市昭栄町

上新電機株式会社 羽曳が丘 大阪府 羽曳野市羽曳が丘

上新電機株式会社 枚方店 大阪府 枚方市田口

上新電機株式会社 平野うりわり店 大阪府 大阪市平野区瓜破

上新電機株式会社 平野加美店 大阪府 大阪市平野区加美北

上新電機株式会社 藤井寺店 大阪府 藤井寺市岡

上新電機株式会社 三国ヶ丘店 大阪府 堺市北区百舌鳥梅北町

上新電機株式会社 南いばらき店 大阪府 茨木市沢良宜浜

上新電機株式会社 南摂津店 大阪府 摂津市東一津屋

株式会社ビックカメラ ビックカメラなんば店 大阪府 大阪市中央区千日前

株式会社ベスト電器 高槻オーロラモール店 大阪府 高槻市白梅町

株式会社ミドリ電化 泉大津店 大阪府 泉大津市千原町

株式会社ミドリ電化 泉北店 大阪府 堺市南区三原台

株式会社ミドリ電化 泉佐野店 大阪府 泉佐野市下瓦屋

株式会社ミドリ電化 茨木店 大阪府 茨木市東太田

株式会社ミドリ電化 河内長野店 大阪府 河内長野市上原西町

株式会社ミドリ電化 堺店 大阪府 堺市堺区戎島町

株式会社ミドリ電化 堺インター店 大阪府 堺市西区太平寺

株式会社ミドリ電化 吹田店 大阪府 吹田市穂波町

株式会社ミドリ電化 高槻店 大阪府 高槻市緑町

株式会社ミドリ電化 天満橋店 大阪府 大阪市中央区天満橋京町

株式会社ミドリ電化 中環東大阪店 大阪府 東大阪市稲田三島町

株式会社ミドリ電化 豊中店 大阪府 豊中府日出町

株式会社ミドリ電化 なかもず店 大阪府 堺市北区長曾根町

株式会社ミドリ電化 寝屋川店 大阪府 寝屋川市池田新町

株式会社ミドリ電化 東大阪店 大阪府 東大阪市吉田

株式会社ミドリ電化 三国店 大阪府 大阪市淀川区西三国

株式会社ミドリ電化 みてじま店 大阪府 大阪市西淀川区御幣島

株式会社ミドリ電化 美原店 大阪府 堺市美原区木材通

株式会社ミドリ電化 南千里店 大阪府 吹田市千里山竹園

株式会社ミドリ電化 八尾店 大阪府 八尾市光町

株式会社ミドリ電化 八尾太子堂店 大阪府 八尾市永畑町

株式会社ミドリ電化 八尾南店 大阪府 八尾市沼

株式会社ヤマダ電機 テックランド泉大津店 大阪府 泉大津市松之浜町

株式会社関西ケーズデンキ ケーズデンキ大久保インターパワフル館 兵庫県 神戸市西区大沢

株式会社関西ケーズデンキ ケーズデンキ宝塚本店 兵庫県 伊丹市荒牧南

上新電機株式会社 アウトレット西宮店 兵庫県 西宮市河原町

上新電機株式会社 川西店 兵庫県 川西市久代

上新電機株式会社 三宮１ばん館 兵庫県 神戸市中央区八幡通り

上新電機株式会社 篠山店 兵庫県 篠山市池上

上新電機株式会社 竜野ダイエー店 兵庫県 たつの市龍野町堂本字五反田

上新電機株式会社 つかしん店 兵庫県 尼崎市塚口本町

上新電機株式会社 中山寺店 兵庫県 宝塚市中筋

上新電機株式会社 灘店 兵庫県 神戸市灘区新在家南町

上新電機株式会社 西宮今津店 兵庫県 西宮市今津港町

上新電機株式会社 氷上店 兵庫県 丹波市氷上町本郷

上新電機株式会社 姫路大津店 兵庫県 姫路市大津区大津町

上新電機株式会社 三木志染店 兵庫県 三木市志染町西自由が丘

上新電機株式会社 ロックタウン加古川店 兵庫県 加古川市東神吉町出河原  
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（別添２・続き）

上新電機株式会社 社店 兵庫県 加東市社

株式会社ビッグ・エス ケーズデンキガーデンシティ垂水本店 兵庫県 神戸市垂水区舞多聞東

株式会社ベスト電器 豊岡店 兵庫県 豊岡市中陰字野田

株式会社ミドリ電化 イオン神戸北店 兵庫県 神戸市北区上津台

株式会社ミドリ電化 伊丹店 兵庫県 伊丹市北伊丹

株式会社ミドリ電化 大蔵谷店 兵庫県 神戸市西区伊川谷町有瀬字峪ノ谷

株式会社ミドリ電化 岡場店 兵庫県 神戸市北区有野中町

株式会社ミドリ電化 かいばら店 兵庫県 丹波市柏原町母坪

株式会社ミドリ電化 加古川店 兵庫県 加古川市加古川町寺家町

株式会社ミドリ電化 川西店 兵庫県 川西市出在家町

株式会社ミドリ電化 神戸北町店 兵庫県 神戸市北区日の峰

株式会社ミドリ電化 JR尼崎駅店 兵庫県 尼崎市潮江

株式会社ミドリ電化 ダイエー西宮店 兵庫県 西宮市林田町

株式会社ミドリ電化 太子店 兵庫県 揖保郡太子町東南

株式会社ミドリ電化 立花店 兵庫県 尼崎市七松町

株式会社ミドリ電化 宝塚店 兵庫県 宝塚市安倉西

株式会社ミドリ電化 垂水店 兵庫県 神戸市垂水区舞多聞東

株式会社ミドリ電化 塚口電気館 兵庫県 尼崎市塚口本町

株式会社ミドリ電化 西明石店 兵庫県 明石市藤江字中谷

株式会社ミドリ電化 西代店 兵庫県 神戸市長田区御屋敷通

株式会社ミドリ電化 西宮店 兵庫県 西宮市芦原町

株式会社ミドリ電化 西宮南店 兵庫県 西宮市東町

株式会社ミドリ電化 阪神出屋敷駅店 兵庫県 尼崎市竹谷町

株式会社ミドリ電化 姫路店 兵庫県 姫路市飾磨区今在家

株式会社ミドリ電化 姫路花田店 兵庫県 姫路市飾東町庄字宮ノ前

株式会社ミドリ電化 福崎店 兵庫県 神崎郡福崎町西田原

株式会社ミドリ電化 二見店 兵庫県 明石市二見町西二見

株式会社ミドリ電化 御影店 兵庫県 神戸市東灘区御影本町

株式会社ミドリ電化 三木店 兵庫県 三木市大村

株式会社ミドリ電化 三田ウッディタウン店 兵庫県 三田市すずかけ台

株式会社ヤマダ電機 テックランド神戸垂水店 兵庫県 神戸市垂水区下畑町字嶽ヶ山

株式会社関西ケーズデンキ ケーズデンキおくしまパワフル館 奈良県 奈良市押熊

株式会社関西ケーズデンキ ケーズデンキ奈良本店 奈良県 奈良市柏木町

上新電機株式会社 上牧店 奈良県 葛城町上牧町大字上牧

上新電機株式会社 郡山店 奈良県 大和郡山市横田町

上新電機株式会社 桜井店 奈良県 桜井市大字吉備

上新電機株式会社 新庄店 奈良県 葛城市北花内

上新電機株式会社 登美ヶ丘店 奈良県 生駒市鹿畑町

株式会社ミドリ電化 おしくま店 奈良県 奈良市押熊町

株式会社ミドリ電化 香芝店 奈良県 香芝市磯壁

株式会社ミドリ電化 かしはら店 奈良県 橿原市曲川町

株式会社ミドリ電化 かしはら東店 奈良県 橿原市葛本町

株式会社ミドリ電化 奈良イトーヨーカドー店 奈良県 奈良市二条大路南

株式会社ミドリ電化 大和小泉店 奈良県 大和郡山市小泉町東

株式会社エイデン 串本店 和歌山県 東牟婁郡串本町串本

上新電機株式会社 和歌山店 和歌山県 和歌山市中島

株式会社ミドリ電化 紀ノ川店 和歌山県 和歌山市次郎丸

株式会社デオデオ 倉吉店 鳥取県 倉吉市下田中

株式会社デオデオ 鳥取北店 鳥取県 鳥取市千代水

株式会社デオデオ 鳥取本店 鳥取県 鳥取市叶

株式会社デオデオ 米子店 鳥取県 米子市米原

株式会社ヤマダ電機 テックランド米子店 鳥取県 米子市新開  
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（別添２・続き） 
株式会社デオデオ 出雲店 島根県 出雲市渡橋町

株式会社デオデオ 石見大田店 島根県 大田市大田町大田口

株式会社デオデオ 益田店 島根県 益田市高津

株式会社デオデオ 松江店 島根県 松江市東本町

株式会社デオデオ 安来店 島根県 安来市飯島町藤本

株式会社ベスト電器 浜田店 島根県 浜田市港町

株式会社デオデオ 岡南店 岡山県 岡山市新福

株式会社デオデオ 笠岡店 岡山県 笠岡市字大磯

株式会社デオデオ 倉敷南店 岡山県 倉敷市連島町連島

株式会社デオデオ 児島店 岡山県 倉敷市児島小川町

株式会社デオデオ 西大寺店 岡山県 岡山市松新町

株式会社デオデオ 山陽店 岡山県 赤磐市下市

株式会社デオデオ 下中野店 岡山県 岡山市下中野

株式会社デオデオ 新倉敷店 岡山県 倉敷市新倉敷駅前

株式会社デオデオ 総社店 岡山県 総社市中央

株式会社デオデオ 玉野店 岡山県 玉野市宇野

株式会社デオデオ 中庄店 岡山県 倉敷市中庄

株式会社ベスト電器 倉敷本店 岡山県 倉敷市沖

株式会社ベスト電器 西大寺店 岡山県 岡山市益野

株式会社ヤマダ電機 テックランド岡山本店 岡山県 岡山市西市

株式会社デオデオ 安芸高田店 広島県 安芸高田市吉田町吉田

株式会社デオデオ 江能店 広島県 江田島市江田島町江南

株式会社デオデオ 尾道店 広島県 尾道市天満町

株式会社デオデオ 五日市店 広島県 広島市佐伯区五日市中央

株式会社デオデオ 宇品店 広島県 広島市南区宇品西

株式会社デオデオ 海田店 広島県 安芸郡海田町南つくも町

株式会社デオデオ 祇園店 広島県 広島市安佐南区長束

株式会社デオデオ 呉本店 広島県 呉市西中央

株式会社デオデオ 西条学園店 広島県 東広島市西条下見

株式会社デオデオ 東広島店 広島県 東広島市西条御条町

株式会社デオデオ 東福山店 広島県 福山市春日町

株式会社デオデオ 備後府中店 広島県 府中市中須町

株式会社デオデオ 広店 広島県 呉市広中町

株式会社デオデオ 福山北店 広島県 福山市駅家町大字万能倉

株式会社デオデオ 舟入店 広島県 広島市中区舟入南

株式会社デオデオ 本店 広島県 広島市中区紙屋町

株式会社デオデオ 松永店 広島県 福山市松永町

株式会社デオデオ 三原店 広島県 三原市宮浦

株式会社デオデオ 三次店 広島県 三次市十日市東

株式会社デオデオ 八木店 広島県 広島市安佐南区八木

株式会社デオデオ ゆめタウン大竹店 広島県 大竹市晴海

株式会社ベスト電器 福山本店 広島県 福山市南蔵王町

株式会社ヤマダ電機 テックランド広島八木店 広島県 広島市安佐南区八木

株式会社デオデオ 岩国店 山口県 岩国市麻里布町

株式会社デオデオ 下松店 山口県 下松市桜町

株式会社デオデオ 下関店 山口県 下関市竹崎町

株式会社デオデオ 周南本店 山口県 周南市川崎

株式会社デオデオ 長府店 山口県 下関市ゆめタウン

株式会社デオデオ 長門店 山口県 長門市東深川真名ヶ崎

株式会社デオデオ 萩店 山口県 萩市土原  
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（別添２・続き） 
株式会社デオデオ 防府店 山口県 防府市高倉

株式会社デオデオ 柳井店 山口県 柳井市南町

株式会社デオデオ 山口本店 山口県 山口市平井

株式会社デオデオ ゆめタウン宇部店 山口県 宇部市大字妻崎開作

株式会社ベスト電器 Ｎｅｗ宇部店 山口県 宇部市小松原町

株式会社ベスト電器 山口本店 山口県 山口市平井

株式会社ヤマダ電機 テックランド山口本店 山口県 山口市黒川

株式会社ビッグ・エス ケーズデンキ徳島藍住本店 徳島県 板野郡藍住町住吉字千鳥ヶ浜

株式会社ビッグ・エス ケーズデンキ徳島本店 徳島県 徳島市北沖洲

株式会社ビッグ・エス ケーズデンキ那賀川パワフル館 徳島県 阿南市那賀川町今津甫字養老

株式会社ベスト電器 徳島店 徳島県 徳島市西新浜町

株式会社ヤマダ電機 テックランド徳島藍住店 徳島県 板野郡藍住町徳命字元村東

株式会社デオデオ 宇多津店 香川県 綾歌郡宇多津町東分

株式会社デオデオ 高松春日店 香川県 高松市春日町字川尻

株式会社デオデオ ゆめタウン高松店 香川県 高松市上天神町字高田

株式会社ビッグ・エス ケーズデンキ白鳥パワフル館 香川県 東かがわ市湊

株式会社ビッグ・エス ケーズデンキ高瀬パワフル館 香川県 三豊市高瀬町上高瀬

株式会社ビッグ・エス ケーズデンキ丸亀パワフル館 香川県 丸亀市蓬莱町

株式会社ベスト電器 Ｎｅｗ坂出店 香川県 坂出市入船町

株式会社ヤマダ電機 テックランド高松鶴市店 香川県 高松市鶴市町

株式会社デオデオ 今治本店 愛媛県 今治市馬越町

株式会社デオデオ 北宇和島店 愛媛県 宇和島市伊吹町

株式会社デオデオ 四国中央店 愛媛県 四国中央市妻鳥町

株式会社デオデオ 新居浜店 愛媛県 新居浜市喜光地町

株式会社デオデオ 松山本店 愛媛県 松山市宮田町

株式会社デオデオ 南松山店 愛媛県 松山市朝生田町

株式会社ビッグ・エス ケーズデンキ伊予三島パワフル館 愛媛県 四国中央市下柏町

株式会社デオデオ 伊都店 福岡県 福岡市西区徳永

株式会社デオデオ 曽根店 福岡県 北九州市小倉南区下曽根新町

株式会社デオデオ 筑後店 福岡県 筑後市山井

株式会社デオデオ 筑紫野店 福岡県 筑紫野市原田

株式会社デオデオ 徳力店 福岡県 北九州市小倉南区守垣本町

株式会社デオデオ 福岡東香椎浜店 福岡県 福岡市東区香椎浜

株式会社デオデオ 宗像店 福岡県 宗像市曲京縄手

株式会社デオデオ 八幡西店 福岡県 北九州市八幡西区八枝

株式会社デオデオ 行橋店 福岡県 行橋市西宮市

株式会社ビックカメラ ビックカメラ天神２号館 福岡県 福岡市中央区天神

株式会社ベスト電器 久留米本店 福岡県 久留米市東合川

株式会社ベスト電器 小倉本店 福岡県 北九州市小倉北区浅野

株式会社ベスト電器 ショッパーズモール中間店 福岡県 中間市上蓮花

株式会社ベスト電器 新宮店 福岡県 糟屋郡新宮町三代

株式会社ベスト電器 Ｎｅｗ香椎店 福岡県 福岡市東区千早

株式会社ベスト電器 Ｎｅｗ春日店 福岡県 春日市大和町

株式会社ベスト電器 Ｎｅｗ飯塚店 福岡県 飯塚市西徳前

株式会社ベスト電器 宗像バイパス店 福岡県 宗像市野坂

株式会社ベスト電器 八幡西店 福岡県 北九州市八幡西区八枝

株式会社ベスト電器 八幡本店 福岡県 北九州市八幡東区東田

株式会社ヤマダ電機 テックランド筑紫野店 福岡県 筑紫野市二日市中央

株式会社デオデオ 佐賀本店 佐賀県 佐賀市兵庫町大字西渕

株式会社ベスト電器 佐賀本店 佐賀県 佐賀市兵庫北土地区画整理地内

株式会社デオデオ 佐世保店 長崎県 佐世保市日字町  
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（別添２・続き） 
株式会社デオデオ 長崎本店 長崎県 長崎市浜町

株式会社ベスト電器 諫早本店 長崎県 諫早市長野町

株式会社ベスト電器 佐世保本店 長崎県 佐世保市大塔町

株式会社ベスト電器 多良見店 長崎県 諫早市多良見町市布

株式会社ベスト電器 時津店 長崎県 彼杵郡時津町浦郷蔵本

株式会社ベスト電器 長崎本店 長崎県 長崎市浜ノ町

株式会社ヤマダ電機 テックランド長崎本店 長崎県 長崎市三芳町

株式会社九州ケーズデンキ ケーズデンキパークプレイス大分本店 大分県 大分市公園通り西

株式会社デオデオ 大分本店 大分県 大分市大字光吉

株式会社デオデオ ゆめタウン中津店 大分県 中津市大字島田

株式会社ベスト電器 宇佐店 大分県 宇佐市大字山下字横山

株式会社デオデオ 熊本本店 熊本県 熊本市御領

株式会社デオデオ 八代店 熊本県 八代市沖町

株式会社ベスト電器 玉名店 熊本県 玉名市築地大坪

株式会社ベスト電器 光の森店 熊本県 菊陽郡菊陽町光の森

株式会社デオデオ 宮崎本店 宮崎県 宮崎市中村西

株式会社ベスト電器 延岡店 宮崎県 延岡市浜町

株式会社ベスト電器 宮崎東店 宮崎県 宮崎市浮之城町

株式会社ベスト電器 宮崎本店 宮崎県 宮崎市大字恒久上代

株式会社デオデオ 鹿屋店 鹿児島県 県肝属郡肝付町富山

株式会社サンエー サンエー大山電器館withデオデオ 沖縄県 宜野湾市大山

株式会社サンエー サンエー具志川電器館withデオデオ 沖縄県 うるま市字江洲

株式会社ベスト電器 天久店 沖縄県 那覇市天久  
 

以 上



 

12 
 

 


