
＜区部＞ ＜多摩部＞ ＜島しょ部＞

千代田区 5 八王子市 23 大島町 4

中央区 5 立川市 12 利島村
※ 0

港区 13 武蔵野市 2 新島村 1

新宿区 19 三鷹市 10 神津島村
※ 0

文京区 8 青梅市 7 三宅村 1

台東区 24 府中市 13 御蔵島村
※ 0

墨田区 13 昭島市 5 八丈町 2

江東区 15 調布市 9 青ヶ島村
※ 0

品川区 25 町田市 13 小笠原村 1

目黒区 18 小金井市 5 小　計 9

大田区 54 小平市 10

世田谷区 66 日野市 8 合　　計 831

渋谷区 21 東村山市 10

中野区 21 国分寺市 8 ※印の離島については、臨時店舗を 　

杉並区 37 国立市 5 開設する予定

豊島区 28 福生市 3

北区 17 狛江市 3

荒川区 19 東大和市 8

板橋区 44 清瀬市 2

練馬区 53 東久留米市 7

足立区 52 武蔵村山市 2

葛飾区 29 多摩市 4

江戸川区 37 稲城市 3

小　計 623 羽村市 4

あきる野市 4

西東京市 12

瑞穂町 3

日の出町 1

檜原村 1

奥多摩町 2

小　計 199

家庭におけるLED省エネムーブメント促進事業　区市町村別参加協力店店舗数

○　　参加協力店登録店舗　８３１店舗　(６月２０日時点）

別紙２ 



○千代田区　5店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

朝日電機商事㈱ 千代田区内神田2-13-6 03-3252-8915

㈲喜世司電気商会 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館B4 03-3213-4066

㈱ジュパ 千代田区外神田2-9-8青朋ビル 03-3251-7801

㈲ハマダ無線電気商会 千代田区飯田橋3-1-3 03-3262-1229

㈲桔梗屋電機 千代田区九段南2-3-8 03-3261-9251

○中央区　５店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

中央家電サービス 中央区日本橋蛎殻町1-33-8 03-3667-7979

㈲入江電気商会 中央区日本橋小伝馬町8-2 03-3661-0588

㈱月島テレビ商会 中央区月島1－16－5 03-3531-1311

㈱和田電業社 中央区銀座1-20-11 03-3561-5472

あんしん電気 中央区日本橋人形町2-14-12 03-3666-5986

○港区　１３店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲ワガヤ電気商会 港区西麻布4-19-11 03-3400-6266

カンノデンキ㈱ 港区白金台2-12-28 03-3449-3343

㈲古川橋電気商会 港区白金1-1-1 03-3441-8846

㈲近藤電機 港区白金1-15-9 03-3446-3323

㈲古田電気商会 港区西麻布3-8-7 03-3473-1951

㈱ハタノ 港区赤坂3-14-11 03-3583-3830

浜野無線㈱ 港区芝3-17-14 03-3452-2441

㈱田浦電機 港区六本木1－3－41 03-3583-3475

㈱日の出電機　白金店 港区白金6-1-3 03-3442-4194

㈲ミナトライトクラノ 港区芝5-12-4セントラル三田ハイツ104 03-3451-8709

東京テレビ㈱ 港区高輪1-4-18 03-3441-8690

㈲国際音響電機製作所 港区麻布十番1-9-8 03-3582-1991

日本ペストセキュリティー協会ギヴ・ライト 港区港南2-15-1 050-3749-1919
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○新宿区　１９店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

ファミリー電気 新宿区左門町1-19 03-3357-0622

㈱甲山電気商会 新宿区信濃町10 03-3351-0268

㈲森川電気商会 新宿区若松町29-8 03-3202-4271

㈱橋場電機商会 新宿区新宿1-18-10 03-3350-0081

㈲新宿家電 新宿区若松町36－26 03-3203-8928

㈲四谷商会 新宿区若葉1-9-1わかばミドリ1F 03-3351-7714

㈲篠原電気 新宿区神楽坂6-6 03-3260-4998

㈲ノーブルテレビ商会 新宿区西落合1-16-4 03-3951-1233

ツツイデンキ 新宿区中落合1-14-3 03-3954-0661

花園電気商会 新宿区新宿1-17-16 03-3356-5501

㈲佐藤電気商会 新宿区高田馬場3-13-1 03-3367-0310

佐々木電化センター 新宿区新宿5－11－20 03-3356-1828

㈱横関電気商会 新宿区西早稲田1-14-21 03-3987-2838

㈱サトウテレビ 新宿区北新宿2-2-24 03-3363-0029

㈲遠山電気商会 新宿区山吹町81 03-3768-1335

㈲高田電化センター 新宿区中落合1-15-1 03-3951-1936

美鈴デンキ 新宿区西落合2-5-1 03-3950-3646

㈲志賀電機 新宿区高田馬場1-28-18 03-3209-0171

㈱丸徳家庭電器商会 新宿区早稲田鶴巻町541 03-3202-9282

○文京区　８店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈱不二テレビ 文京区千駄木3-45-9 03-3822-0255

㈲島村電機商会 文京区白山3-5-2 03-3811-8077

㈲岩井電気商会 文京区白山5-1-3-106 03-3811-3687

㈱大内電機 文京区水道2-16-2　菊水ビル1F 03-6902-2278

西澤電機商会 文京区白山4-19-15 03-3944-2671

㈱エスワイ電気商会 文京区本郷3-38-14 NEOSビル1階 03-3813-3021

フジ特販㈱ 文京区大塚5-7-11　パレドール文京1階 03-3943-3401

電気プロペラ 文京区小日向4－5－16－102 03-6912-0563
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○台東区　２４店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

会田商会 台東区台東3-41-7 03-3835-0155

㈲マチダ電機 台東区浅草5-18-9 03-3871-4047

㈲平川商店 台東区鳥越2-8-2 03-3861-1787

マイハラ電機 台東区谷中3-2-7 03-3827-9040

㈱マツモト 台東区竜泉3-8-2 03-3872-8111

ホンダ電機 台東区橋場1-10-10 03-3876-4314

㈱北立電機商会 台東区入谷1-5-1 03-3873-7101

㈲ひばり堂ラーク電器 台東区寿1-2-2 03-3844-1501

㈲春日電気商会 台東区谷中3－13－8 03-3823-0819

㈱電工舎 台東区浅草5-10-17 03-3876-0271

でんきのテレサ上野　㈲田口電器 台東区東上野3-1-6 03-3847-6224

三和電機商会 台東区根岸4-1-29 03-3876-4746

㈲平山電機センター 台東区日本堤1-2-3 03-3876-3556

㈱サトウ電化サービス 台東区元浅草1-18-7 03-3841-0011

㈱松浦電化ストア 台東区日本堤1-6-1 03-3875-1010

㈲古垣電気商会 台東区谷中6-2-40 03-3821-5693

明光電気㈱ 台東区東上野6-17-8 03-3842-4621

㈲池原電機工業所 台東区入谷1-3-3 03-3875-1492

㈲コミヤ電機 台東区根岸1-5-14 03-3874-1978

㈱タカクワデンキ 台東区竜泉1-34-9-1F 03-3876-0666

㈲ワイ・ディ・エス 台東区浅草6-3-7 03-3873-9841

㈲杉田電機商会 台東区三ノ輪1-8-6 03-3876-3251

鈴木電機商会 台東区浅草5-59-4 03-3872-1001

㈲ナダカ電研 台東区千束1-8-5 03-3874-7961

○墨田区　１３店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲スペースジャム 墨田区業平3-11-9 03-3622-2252

㈱平尾電気商会 墨田区京島3-47-1 03-3611-4389

アヴァンワタナベ 墨田区東向島6-53-20 03-3614-2020

イナデンキ 墨田区押上3-61-12 03-3611-3072
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メルテスみうら 墨田区墨田2-10-18 03-3610-2367

石川電気商会㈱ 墨田区立花6－1－14 03-3611-4426

㈲宮﨑電機商会 墨田区向島5-37-4 03-3625-3029

㈱バイオマスパワー 墨田区東駒形4－21－1－401 03-6671-5357

福地電気 墨田区押上1-23-1 03-3625-0981

本所電器㈱ 墨田区本所3-13-6 03-3623-4487

㈲加藤電器 墨田区八広1-10-7 03-3618-0860

八広電気商会 墨田区八広1-43-5 03-3614-5549

松浦電化墨田店 墨田区八広1-42-5 03-3613-8877

○江東区　１５店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

栄電気 江東区亀戸5-29-24 03-3684-3884

ＲＫデンキ 江東区住吉1-14-12 03-3635-1048

アスナロ家電 江東区北砂7-1-1 03-3647-0238

大坂屋電気㈱ 江東区木場5-5-11 03-3641-4709

㈲日誠電気商会 江東区亀戸2－13－10 03-3681-0478

サン電気販売 江東区大島2-24-3 03-3637-3590

東陽電気㈱　東陽店 江東区東陽4－8－10 03-3647-0808

東陽電気㈱　門前仲町店 江東区富岡1-8-5 03-3630-5151

㈲糸井電化ストアー 江東区南砂3-12-6 03-3644-7544

森下電機商会 江東区北砂4-11-19 03-3645-0374

大島テレビ商会 江東区大島3-27-27 03-3683-3954

㈱伸晃電気センター 江東区大島4-3-7 03-3685-1048

ベスト家電 江東区枝川3-3-12 03-6458-4146

東英電機商会 江東区白河4-1-18 03-3641-0608

柳澤電気工業㈱ 江東区白河3-1-15 03-3642-1266

○品川区　２５店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲小沢電機商会 品川区大崎2-7-11 03-3491-2374

シマネ電器商会 品川区大井5-13-4 03-3774-1403

㈲クマデン 品川区大井4-17-19 03-3777-8988

㈱いっせい電器 品川区戸越2-5-5 03-3783-9301
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㈲おおるい電器 品川区東大井4－13－14 03-3450-6636

㈲ウヅキデンキ 品川区二葉4－5－1 03-3785-8592

児玉電気店 品川区東大井5-10-7 03-3474-8933

㈲眞峰電気商会 品川区平塚2-14-9 03-3782-3418

㈲コバデン 品川区北品川1-30-19 03-3471-4778

㈲アクツ電気 品川区大井3-17-11 03-3773-1062

ＪＯＩＮショップタカハシ 品川区西大井2-13-8 03-3777-3480

㈲デンキセンターエガワ 品川区戸越1-12-9 03-3786-4484

㈱大内電気 品川区小山3-24-8 03-3781-0069

岩川電機商会 品川区小山2-6-15 03-3781-1226

㈲田中無線 品川区西品川2-23-13 03-3491-2826

㈲吉田電化サービス 品川区二葉3-15-17 03-3785-4020

セントラル電気 品川区北品川1-23-23 03-3471-3793

㈱大健電機 品川区西五反田4-9-17 03-3492-2455

㈱ヤマモトテレビ 品川区西大井4-18-14 03-3771-8412

㈲サトー電化 品川区東大井6-2-18 03-5493-1828

えーるこばやし 品川区旗の台4-6-28 03-3786-5211

クラタデンキ 品川区戸越5-10-18 03-3782-3404

㈲渡辺無線電機商会 品川区中延5-6-2 03-3781-5247

㈲マツダ佐藤電気 品川区大井5-4-12 03-3777-1048

サンコー電気㈱ 品川区西五反田1-7-1プラグマＧタワー108 03-3494-1048

○目黒区　１８店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲まつみ電器 目黒区目黒本町5-5-4 03-3793-6777

関戸電気商会 目黒区東山3-14-1 03-3713-1957

㈲みやでん 目黒区中目黒4-5-2 03-3710-6107

㈲電化のナカイ 目黒区緑が丘2-6-13 03-3723-5144

㈱電明舎 目黒区上目黒2-13-5 03-3719-8321

オサダ家電興業㈱ 祐天寺店 目黒区祐天寺2-3-2シティハイツ祐天寺105 03-5723-6411

㈱アサヒ電機オーディオ 目黒区原町1-22-18 03-3792-0801

㈲大空電器 目黒区上目黒2-40-29 03-3793-5341

かつえ電化サービス 目黒区目黒3-12-8 03-3714-0883
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㈲タニムラ電気 目黒区大岡山1-1-12 03-3723-2800

㈲杉本電化センター 目黒区上目黒4-21-9 03-3715-2420

タカダ電化㈱ 学大店 目黒区鷹番2-4-12 03-3792-6777

㈲共栄電器 平和通り店 目黒区目黒本町6-1-15 03-3710-4589

東大でんき 目黒区目黒4-23-21 03-3715-0228

杉山電気 目黒区原町2-1-14 03-5877-6142

㈱星野電機商会 目黒区目黒4-12-3 03-3711-3873

電化のホシノ 目黒区中町1-38-8 03-3760-7788

家庭電化株式會社 目黒区中目黒3-5-7 03-3712-1400

○大田区　５４店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

高桑ムセン 大田区下丸子3-10-1 03-3759-1456

㈲澁谷電機 大田区中馬込3-21-3 03-3772-6592

㈲稔電器 大田区大森北6-26-7 03-3765-8118

さいとうでんき 大田区西糀谷1-29-11 03-3744-7315

㈲大丸電気 大田区萩中1-9-20 03-3742-0866

㈲マイショップたかくわ 大田区鵜の木1-11-6 03-3750-3006

㈱菊地電器 大田区東馬込2-8-1 03-3777-7374

東洋電機産業㈱ 大田区山王2-41-4 03-3771-1966

横島電機産業㈱ 大田区東雪谷2-22-5 03-3729-2752

三和電設㈱ 大田区南蒲田1-7-25 03-3736-3331

イシイ電器 大田区蒲田1-7-12 03-3731-4596

㈱ワタナベ電器サービス 大田区仲六郷2-12-12 03-3732-9715

イナミツ電器 大田区南蒲田1-7-27 03-3733-9656

㈲稲名電気 大田区鵜の木2-16-8 03-3750-5070

フジテレビサービス 大田区仲池上1-16-8 03-3755-7308

㈱石田でんき 大田区大森北2-5-9 03-3766-2213

㈲せのでんき 大田区下丸子3-7-11 03-3750-4331

㈱電化のササキ 大田区蒲田本町2－17－7 03-3737-0110

㈲エコー電器 大田区多摩川2-5-11 03-3757-5371

㈲かまた電化センター 大田区西蒲田4-21-23 03-3751-4650

㈲でんきらんどダイゴ 大田区大森東1-4-2 03-3761-2705
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五十嵐電気 大田区中央3-8-17 03-3775-5707

㈲西牧電機商会 大田区池上5-7-4 03-3753-2295

㈱でんきのユーコー社 大田区蒲田2-6-4 03-3732-1616

㈲マツムラデンキ石川台店 大田区東雪谷2－18－9 03-3728-2434

㈲たかはし電器 大田区久が原2-14-1 03-3752-3570

㈱パナハルス三晃蒲田店 大田区西蒲田7-48-10 03-3731-0131

カキザキ電器 大田区新蒲田3-16-4 03-3731-9274

㈲西六郷電化サービス 大田区西六郷2-38-1 03-3733-1070

㈲テルミー電機 大田区上池台1-16-3 03-3728-1634

㈲マツムラデンキ 大田区南久が原2-22-24 03-3759-5075

やまでん 大田区羽田1-16-11-101号 03-5705-5418

㈲追口デンキ 大田区大森北3-22-10 03-3761-1154

ヤマシタ電気㈱ 大田区西糀谷3-11-23 03-3742-8238

江尻電器商会 大田区北千束1-60-1 03-3717-4626

安藤テレビ商会 大田区西糀谷3-24-17 03-3741-9390

合資会社丸高商店 大田区北千束1-51-5 03-3717-4273

茨田電器商会 大田区大森南3-4-4 03-3741-3741

㈱パナハルス三晃 大田区大森西5-10-10 03-3298-1135

木所電器店 大田区上池台1-14-14 03-3729-7554

㈲エポックニシロク 大田区西六郷1-34-9 03-3734-8118

㈱東郷 大田区矢口3-28-35　ＧＥＷＴ209 03-5741-2550

遠藤電機 大田区仲六郷2-8-17 03-3736-3073

㈱清水電気 大田区西蒲田5-3-17 03-3731-0219

㈲ヤマザキ電化 池上館 大田区池上6-14-1 03-5700-0033

㈲ヤマザキ電化 下丸子店 大田区下丸子3-16-1 03-3756-0123

㈲ヤマザキ電化 梅屋敷店 大田区大森中2-3-11 03-3765-5555

㈲ヤマザキ電化 久が原店 大田区東嶺町30-18 03-3758-5555

㈱ワタナベ電器サービス池上店 大田区池上7-6-3 03-3755-5473

菅谷電気㈱ 大田区南蒲田2－28－17 03-3732-5521

㈲村石電器店 大田区本羽田1-6-14 03-3743-0459

㈲海老名電機 大田区大森東4-6-11 03-3761-2427

㈲伊藤電化サービス 大田区大森南2-4-16 03-3742-0976
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㈲マルトミ電器 大田区北千束1-51-5 03-3718-8388

○世田谷区　６６店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲ヤマト商会 世田谷区弦巻5-16-17 03-3426-1551

㈱カマタ電化 世田谷区用賀4-12-2 03-3700-1772

㈱村田電器商会 世田谷区喜多見8-16-11 03-3417-5111

シグマ烏山 世田谷区南烏山6-4-32 03-3300-2560

㈲藤田電気商会 世田谷区尾山台3-9-5 03-6432-1727

㈲セキネデンキ 世田谷区中町4-8-5 03-3701-5543

㈱比留間電機商会 世田谷区上北沢4-35-18 03-3303-6325

小川電化 世田谷区駒沢2-61-1 03-3410-2432

㈲アイビー電機 世田谷区等々力3-22-6 03-3701-2044

㈲五十嵐電気 世田谷区野沢2-1-12 03-3422-9291

㈲須山ミシン電器商会 世田谷区上馬4-7-8 03-3421-7461

プラスワン　オヌマデンキ 世田谷区弦巻1-14-3 03-3420-3226

国際電気㈱ 世田谷区宮坂3-20-1 03-3426-4122

㈲電化サロンシナガワ 世田谷区桜丘1-8-5 03-3427-4711

ツルサワ電器 世田谷区世田谷1-48-24 03-3426-3717

電化パークいしの 世田谷区松原2-7-1 03-5355-6811

篠崎電気商会 世田谷区北沢3－2－19 03-3466-8249

ルシファー・フジ 世田谷区奥沢1-39-9 03-3727-2527

㈱カクシン電機代田橋 世田谷区大原2-17-6　ステーションプラザ105 03-3323-5505

㈱矢来テレビ電機商会 世田谷区代沢3-1-1 03-3421-5895

菅田電機㈱ 世田谷区等々力4-21-1 03-3702-3186

㈱田村電器 世田谷区成城8-31-9 03-3483-1437

㈲ムトウ電器 世田谷区上北沢4-17-20 03-3304-3121

松山電気商会 世田谷区深沢3-3-8 03-3702-4666

㈲福相無線電機商会 世田谷区等々力3－8－2 03-3701-2041

東京でんかメイトのもと 世田谷区宮坂3-28-3 03-3426-5322

㈲ライト電機工業所 世田谷区羽根木2-40-23 03-3321-7621

いつも電気シバコー 世田谷区上野毛1-18-17 03-3703-1944

ファミリー電器 世田谷区桜新町2-18-4 03-3425-0899
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山菱電器産業㈱ 世田谷区代田1-23-7 03-3411-2723

㈱日の出電機　三軒茶屋店 世田谷区太子堂3-14-3 03-3413-6531

㈲烏山電化南口店 世田谷区南烏山5－32－14 03-3309-1666

㈲メルテスミヤ 世田谷区喜多見5－14－1 03-3416-7411

㈲ライオン電機　瀬田店 世田谷区瀬田4－27－7 03-3700-2491

㈲青空電器 世田谷区桜上水4-18-15 03-3302-1154

電化サービスきぬた 世田谷区船橋5-2-8 03-3329-3136

㈲でんきのみつば 世田谷区宮坂3-52-2 03-3303-3111

電器とすまいの店ししど 世田谷区祖師谷1-11-11 070-6433-5486

ゼンコー電気 世田谷区代沢5－7－5 03-3414-1234

㈲あじろ電気 世田谷区代田3-8-3 03-3413-3619

㈱日の出電機 家電住設センター 世田谷区上野毛4-35-21カミノゲビル1F 03-3704-3445

㈲サワヤ電気（でんきハウス上馬サワヤ） 世田谷区上馬1-33-8 03-3424-0077

でんきのビッグ東光 世田谷区赤堤4-42-18 03-3323-1721

㈲マスター 本店 世田谷区赤堤3-12-22 03-3322-3211

㈲マスター 明大前店 世田谷区松原2-43-2　1階 03-6661-4994

㈲マスター祖師ヶ谷大蔵店 世田谷区砧6-25-2　1階 03-5355-6333

㈲ニチエー電化 世田谷区等々力4-9-6 03-3704-3454

ハヤデン 世田谷区経堂1-6-14 03-34281552

タカダ電化㈱ 世田谷区三軒茶屋1-35-6 03-3424-2233

㈲遠藤電器商会 世田谷区代田5-29-6 03-3414-4844

㈲タチバナデンキ 世田谷区上馬4-6-8 03-3411-2498

桜井ミシン電気商会 世田谷区豪徳寺1-45-3 03-3429-3761

㈲信越電機 世田谷区喜多見9-6-20 03-3480-0181

シグマ代田 世田谷区代田1－34－15 03-3412-4572

アオキデンキ 世田谷区東玉川2－17－1 03-3727-0041

㈲中島電化センター 世田谷区桜丘3－24－10 03-3425-3330

㈲ヤマダ家電（でんきハウスヤマダ） 世田谷区桜丘5-17-21 03-3427-8771

㈲横川電気商会 世田谷区船橋1-11-2エクレールメグミ1Ｆ 03-3429-2666

㈱あわしま家電 世田谷区太子堂3-8-14 03-3413-7355

㈱新町ラジオ 世田谷区桜新町1-14-18 03-3426-0151

石塚デンキ 世田谷区玉川4-10-5 03-3700-9706
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石野電気松原店 世田谷区松原5-3-10 03-3321-8877

カジデンキ 世田谷区赤堤1-14-9 03-3325-3132

電化のヒロセ 世田谷区砧6-25-3 03-3417-2828

SunS日の出　野沢店 世田谷区野沢4－5－13 03-3419-3761

㈲みのる電気 世田谷区世田谷1-14-18 03-3427-8110

○渋谷区　２１店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈱東京電化 渋谷区渋谷2-7-11 03-3400-1641

㈱リビングニホンドウ 渋谷区南平台町3-15 03-3461-8269

㈲佐野電化サービス 渋谷区代々木1-52-4 03-3379-3840

井上電気㈱ 渋谷区千駄ヶ谷4-15-4 03-3401-1617

美野ヤ電機 渋谷区円山町5-2 03-3461-5866

東大電気㈱ 渋谷区東2-21-5 03-3400-1845

はたでん西原店 渋谷区西原1-14-12 03-3485-2750

あきもとでんき 渋谷区笹塚2-42-17 03-3377-7171

でんきのパラックス 渋谷区幡ヶ谷2-3-8 03-3377-7197

京王電業社笹塚本店 渋谷区笹塚2-14-6 03-3376-2211

京王電業社十号通り店 渋谷区笹塚2-41-18 03-3377-2211

㈱三晃電気 渋谷区上原1-22-1横井ビル1階 03-3467-4484

㈱はたでん 渋谷区本町6-38-5 03-3378-3341

石野電気上原店 渋谷区上原2－40－10 03-3466-0200

不動通りの電気屋　アサヒデンキ 渋谷区本町2－28－1 03-3373-4821

㈲町田電業社 渋谷区初台1-37-3 03-3370-6291

小林ラジオ商会 渋谷区富ケ谷1-43-7 03-3467-8410

㈲わーるどデンキ 渋谷区恵比寿4-22-8 03-3446-6471

㈱神田電気 渋谷区初台1－38－6 03-3377-6286

㈱石野電気 渋谷区代々木3-29-6 03-3370-5236

㈲冨士電気商会 渋谷区上原1－3－7 03-3467-6411
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○中野区　２１店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲和光電気商会 中野区沼袋3-25-2 03-3389-4456

春陽ムセン 中野区上高田5-47-11 03-3386-3743

㈲風間電気 中野区白鷺2-48-6 03-3337-0701

榊原電機㈱ 中野区沼袋1-2-12 03-3387-6351

阿部電機商会 中野区新井3-6-6 03-3385-0501

㈱笹原電光社 中野区中央4-55-6 03-3381-1079

ナショナルブラザーズ商会 中野区鷺宮4-44-10 03-3338-0209

はらだ電機㈱ 中野区鷺宮3-20-7 03-3339-2955

太勝電機㈱ 中野区鷺宮3-43-7 03-3338-6371

㈱光明電機 中野区野方6－29－9光明ビル1階 03-3338-0319

ダイコク 中野区新井1-35-11 03-3385-4846

㈱清和電機 本店 中野区本町5－40－19 03-3383-7326

光進電機　野方店 中野区野方5-18-1 03-3330-1663

㈱清和デンキ江原店 中野区江原町2-3-14 03-3952-2571

中村電設㈱ 中野区沼袋2-32-7 03-3386-0405

㈲服部電気商会 中野区弥生町3-2-5 03-3372-0026

㈲電化プラザおぎはら 中野区本町4-38-23 03-3383-6171

㈱アサヒソニック 中野区南台2-29-2 03-3381-1566

㈲中村電気商会 中野区新井1-6-6 03-3386-4779

大和田電機サービス 中野区白鷺3-5-6 03-3338-2687

㈲上髙田清和電機 中野区上高田3-29-4 03-3388-2720

○杉並区　３７店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲相川電気 杉並区方南1-23-8 03-3321-0008

㈱荻窪電化センター 杉並区南荻窪1-30-10 03-3334-5610

㈲渡辺商会 杉並区阿佐ヶ谷北2-15-1 03-3338-7122

㈱デンカランド 杉並区高円寺北3-33-17 03-3330-3311

㈲大晴電化　方南店 杉並区方南2-23-8マンション方南町101 03-3311-5053

中央家電サービス㈱ 杉並区西荻南2-25-8 03-3334-9186

㈲しみず電器 杉並区松庵3-2-13 03-3332-2255
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㈲星野電機商会 杉並区桃井4－2－5 03-3399-8211

㈲英電社 杉並区荻窪5-29-9 03-3392-6930

㈱田中電気 杉並区成田東3-13-9 03-3313-6910

㈲エイチ・エス・ワイ 杉並区西荻南2-8-8 03-3333-6696

㈲榎本電機 杉並区井草1-18-13 03-3395-0155

㈲リビングショップ光明 杉並区高円寺南5-13-1 03-5929-8661

合同会社岡本電気商会 杉並区高円寺南3-35-17 03-3311-7764

㈲城西電化サービス 杉並区西荻南1-14-19 03-3334-6011

㈲サトミ電気 杉並区松庵3-1-11 03-3331-4488

㈲ファミリーストアハヤカワ 杉並区下高井戸3-22-7 03-3302-3388

㈲清和電機西荻店 杉並区松庵3－31－14 03-3331-1062

㈲エスエスミトモデンキ 杉並区成田東1-37-11 03-3316-8461

㈲ヨコデン 杉並区荻窪5-9-19 03-3391-0406

松岡電器 杉並区高井戸東3-27-13 03-3332-0813

㈱清和電機 方南店 杉並区方南2－12－19 03-3315-6241

㈲日成電器 杉並区和泉3-53-15 03-3328-4752

㈲サトーでんき 杉並区成田東3－7－7 03-3311-3264

㈱マコト電気 杉並区西荻北2-9-15 03-3395-2267

㈲湯川電気商会 杉並区阿佐谷北6-22-6 03-3330-2201

㈱光進電機 杉並区永福3-54-7 03-3322-4391

ササハラ電光社 東高円寺店 杉並区和田3-61-7 03-3313-5598

長谷川電機商会 杉並区天沼3-1-8 03-3391-3278

成宗無線 杉並区成田東5-12-21 03-3392-5702

㈲光栄電器商会 杉並区永福2－51－13 03-3322-0159

㈲内藤電気商会 杉並区久我山5-21-17 03-3334-7337

でんきのミヨシヤ 久我山店 杉並区久我山3-1-27 03-3331-3448

㈲三輪無線 杉並区阿佐谷南1－35－18 03-3311-3508

プラスワン城西ムセン 杉並区阿佐谷南1-17-19-103 03-3311-0800

第一電化サービス 杉並区西荻北5-7-2 03-3396-7267

小林デンキ店 杉並区阿佐ヶ谷北4-30-2 03-3337-7001

○豊島区　２８店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号
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まるやデンキ　マブハウス 豊島区池袋2-72-10 03-3986-2918

㈱巣鴨電器 豊島区南大塚1-31-20 03-3946-7104

㈲鈴木ラヂオ商会 豊島区西巣鴨3-7-2 03-3917-7625

サンキュー電器 豊島区雑司が谷1-21-4 03-3988-6605

㈲ニコー電機設備商会 豊島区長崎2-2-9 03-3955-1181

池田電機 豊島区要町3-58-2 03-3957-1994

㈲森山電気商会 豊島区南池袋2-14-5 03-3971-6320

㈲ショップドイ 豊島区池袋本町3-7-25 03-3988-5631

㈲ニシムラ電器 豊島区高松2-36-2 03-3974-5662

㈱折戸電機商会 豊島区西巣鴨1－1－1 03-3917-3763

㈲サンロード電機 豊島区長崎1-4-5 03-3973-6296

GORILLAチェーン駒込店 はなおかでんき 豊島区駒込3-4-1 03-3915-7007

㈱カクシン 豊島区南大塚2-32-4 03-3946-8361

カクシン電機 豊島区北大塚3-33-2 03-3915-5836

宝電機 豊島区南大塚1-50-10 03-3947-4450

城北電気 豊島区千早4-40-10 03-3958-4852

㈲もりた電器 豊島区巣鴨5-13-12 03-3918-3276

㈱星野電化センター 豊島区長崎6-37-12 03-3973-8058

㈲佐藤電気商会 目白店 豊島区目白5-3-6 03-3953-7621

地藤電機 豊島区東池袋2-55-10 03-3982-4232

サトー電気 豊島区駒込6-30-12 03-5974-7240

㈲大関電機商会 豊島区東池袋4-38-6 03-3983-1227

村上電気㈱ 豊島区巣鴨3-26-6 03-3918-0101

㈱すずきでんき 豊島区長崎1-4-6 03-3959-1994

㈲光音堂 豊島区南長崎5-25-10 03-3951-0849

サガワ電機商会 豊島区長崎4-9-6 03-3955-2202

アカツキデンキ 豊島区池袋本町1-23-7 03-3971-6772

㈲富澤ラジオ電気商会 豊島区南池袋2-23-4 03-3971-5345
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○北区　１７店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲サンワ電気サービス 北区豊島6-7-8 03-3927-3838

エヌジェイ電気㈱ 北区赤羽1-38-1 03-3902-6016

若松電機㈱ 北区十条仲原1-9-2 03-3900-5441

㈱フジレック 北区西ヶ原1-62-9 03-3910-5400

㈲武藤商会 北区豊島2-13-7 03-3913-4005

㈱千野電気商会 北区田端3-7-12 03-3821-7243

㈲中央電化東十条支店 北区東十条4－4－21 03-3914-1355

㈱でんきのひらつか 北区王子本町1-13-8 03-3905-2538

㈲住吉電器 北区志茂3-21-18 03-3903-5161

㈲信濃無線 北区西ヶ原1-63-10 03-3910-2998

さんえいでんき 北区上十条3-22-2 03-3907-2945

㈱イイヌマ 北区十条仲原1-10-1 03-3906-1321

㈲炭吉屋商会 北区王子3－10－1 03-3912-2308

オーケーデンキ 北区志茂1－22－5 03-3901-4287

㈱キタジマ 北区滝野川7-19-6 03-3916-2111

村上電器商会 北区滝野川1-17-9 03-3915-0336

㈲フタバ　デンキショップ山田 北区西ヶ原3-57-9 03-3910-1785

○荒川区　１９店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈱まるやセールズ 荒川区東日暮里4-32-15 03-3802-2462

㈱サンエス電気 荒川区南千住5-40-13 03-3805-1861

アペックス西尾久 荒川区西尾久4-2-10 03-3800-6401

㈱赤川商会 荒川区荒川3-29-7 03-3807-5833

生活彩館さかえ電気 荒川区東尾久2-1-1 03-3895-0687

中島電化工業㈱ 荒川区西日暮里1-15-14 03-3802-3491

㈱サウンド協栄 荒川区町屋2-17-2 03-3895-6344

つるや電気商会 荒川区荒川7-46-1-105 03-3892-0433

こうわでんき 荒川区東日暮里3-44-12 03-3803-5588

㈲オギノ電気商会 荒川区東日暮里5－51－14 03-3803-3526

㈱近藤電機商会 荒川区西日暮里3-15-3 03-3828-7147
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オガワデンキ 荒川区西日暮里2－18－4 03-3802-2121

秋葉電気商会 荒川区東日暮里4-3-6 03-3807-8823

㈲三森家庭電器商会 荒川区東尾久8-14-24 03-3893-0549

㈲電球の店　かんだ 荒川区西日暮里2－22－1 ステーションプラザタワー104 03-3891-4026

アペックス尾久 荒川区西尾久2-38-5 03-3800-0047

アペックス日暮里店 荒川区西日暮里2-12-7ナカダビル1F 03-3803-8373

アペックス　ライオンズプラザ店 荒川区町屋3-2-1-112　ライオンズプラザ町屋 03-3892-7127

㈲小幡商店 荒川区西尾久6－17－14 03-3893-9115

○板橋区　４４店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲小俣電機 板橋区徳丸3-11-2 03-3931-3769

㈱市橋電気 板橋区上板橋2-8-19 03-3934-0603

青木電気 板橋区成増5-19-34-102 03-3930-8915

矢作電機㈱ 板橋区赤塚7-9-17 03-3930-4661

新栄電気商会 板橋区上板橋1-17-23 03-3933-0382

スミデンエコー無線㈱仲宿店 板橋区氷川町25-10 03-3963-5471

スミデンエコー無線㈱高島平店 板橋区高島平3-10-1-134 03-3975-2151

でんきのフレンド 板橋区本町36-18-102 03-5375-0350

㈲山中電気 板橋区大山町31-4 03-3956-0791

でんけん 板橋区徳丸8-4-10 03-3936-2128

㈲小沼電気 板橋区大山町50-1 03-3956-0003

川又電化サービス 板橋区向原3-7-6 03-3956-1677

㈲伊藤無線 板橋区仲宿38-2 03-3961-4562

㈱ユニオン無線社 板橋区蓮沼町72-1 03-3966-1418

藤島電気 板橋区板橋1－31－8　國府ビル103 03-3963-3618

㈲わくい電器 板橋区常盤台4－6－17 03-3935-2409

マツシタデンキ 板橋区前野町2-47-9 03-3965-8231

ヤマデン商会 板橋区西台2-16-26 070-5557-6351

㈱松田電気 板橋区大山東町25-12 03-3963-3331

谷電器商会 板橋区板橋1-44-2 03-3964-0881

中台電機商会 板橋区若木1-7-5 03-3933-4855

シャイニーサトー 板橋区大谷口1-53-8 03-3972-1960
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ムラカミ電器 板橋区双葉町7-14 03-3962-3673

メルテスベルコスモ 板橋区小豆沢4－24－5 03-3969-4071

ユウコー電器 板橋区板橋2-30-9 03-3964-4449

メルテスほりえでんき 板橋区東新町2-7-4 03-3956-4232

㈲カシマ電業社 板橋区相生町9－15 03-3934-0002

㈲寿々喜電気商会 板橋区上板橋1-13-10 03-3932-7311

㈱ニシダイ電器 板橋区西台1-4-8 03-3935-5141

㈲ヤスハラ 板橋区小豆沢1-11-5 03-3966-9841

大庭電機 板橋区高島平2-33-7-101 03-3936-0161

芹沢電気商会 板橋区大谷口北町56-5 03-3956-5210

でんきのミヨシヤ 板橋区仲宿63-7　協明ビル1F 03-3962-3448

なかしろ電器 板橋区徳丸1-60-12 03-3937-5293

㈱マコト電気 成増店 板橋区成増1-31-12 03-3979-5801

㈲大嶽商店 板橋区常盤台1-60-3 03-3960-4505

㈲広瀬電器 板橋区志村1-35-10 03-3966-3027

城定電機 板橋区赤塚新町3-18-9 03-3939-1398

㈲東山電気 板橋区東山町31-13 03-3956-2463

㈲旭商会 板橋区板橋2-64-17 03-3961-2516

東京ガスライフバル練馬・板橋北 高島平店 板橋区高島平2-32-1-101 03-3550-5651

佐藤電機製作所 板橋区宮本町8-3 03-3960-4865

アカツキデンキ 板橋店 板橋区赤塚2-14-11 03-3979-0550

㈱春日電気 板橋区若木1－21－12 03-3932-6729

○練馬区　５３店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

渡辺電器商会 練馬区高野台3-7-15 03-3996-1546

ノイエ・ナカムラ 練馬区春日町5-7-9 03-3990-2058

多田電器商会 練馬区桜台4-5-9 03-3992-5535

㈲ライトハウス・カントー 練馬区春日町6-16-23 03-3970-6530

イマイ電気 練馬区西大泉3-11-5 03-5387-0487

ヤマダ電機商会 練馬区関町北1-26-5 03-3920-7163

レッツ・ゴーイイダ 練馬区旭町1-37-13 03-3975-5420

フジ電化 練馬区石神井台6-19-36 03-3924-4515
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桑名家電サービス 練馬区南田中3-19-5 03-3997-0678

エニータイムロッコウ 練馬区東大泉7-6-7センチュリー東大泉103 03-3922-4560

さかた電気/サウンドサカタ 練馬区春日町3-4-4 03-3999-8434

オミデンキ 練馬区東大泉5-36-17 03-3924-7177

㈲あらい電機 練馬区上石神井2-18-4 03-3929-2582

㈲岩倉ラジオ商会 練馬区栄町6－3 03-3991-2031

小田島電器商会 練馬区土支田4-40-2 03-3923-4773

㈲ヤマト家庭電器サービス 練馬区桜台4-14-1 03-3948-7656

㈲中央電化練馬支店 練馬区練馬1-6-5 03-3992-6101

パナックエム 練馬区大泉町3-15-8 03-3921-3393

㈲谷原電機 練馬区谷原2-14-15 03-3996-8518

㈲電化のマツオ 練馬区石神井町3-2-2 03-3904-2764

㈲ソノベ電機商会 練馬区豊玉北3-6-3桜台フラワーホーム1F 03-3992-0025

栗田電機商会 練馬区石神井町2-13-18 03-3995-1048

山賀電気㈱ 練馬区小竹町1-55-2 03-3972-2355

エニータイムナガセ電器 練馬区富士見台3-57-8 03-5393-2288

㈲小高電気 練馬区平和台2-52-7 03-3933-5313

ライフテックアトム中村橋店 練馬区貫井1-7-27 03-3970-4111

亀田電器㈱ 練馬区富士見台2-5-5 03-3990-2181

ライフテックアトム赤塚店 練馬区北町3-21-5 03-3931-7071

ナイトウでんき㈱ 練馬区富士見台2-41-11 03-3926-6404

ムラカミ電器 練馬区高野台3-37-1 03-3904-4864

デンキショップどりーむ館 練馬区貫井3-21-7 03-3999-7848

学園デンキ 練馬区大泉学園町7-15-2 03-3923-5841

ナカヤマ電化 練馬区東大泉6-47-9 03-3922-0257

でんきのこだま光が丘店 練馬区光ヶ丘5-1-1 IMA2F 03-3977-2171

でんきのこだま練馬店 練馬区桜台4-21-5 03-3991-9876

志村電機㈱ 練馬区春日町1-11-1 03-3990-5550

㈱フジ電気商会 練馬区中村北3-22-11 03-3998-4515

花園電気 練馬区中村1-7-14 03-3999-6356

富沢電機㈱ 練馬区西大泉3-31-6 03-3925-2333

㈱ヤマデン 練馬区豊玉中3-14-9 03-3994-1281
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㈱サテライト・ウェイブサテラ平和台 練馬区早宮2-16-32 03-3559-2411

東京ガスライフバル練馬・板橋北 練馬東店 練馬区錦2-18-15 03-3931-3201

東京ガスライフバル練馬・板橋北 練馬区役所前店 練馬区豊玉北6-13-2 03-3931-3201

㈲マイコニック 練馬区上石神井4-10-33メゾンラフォーレ1F 03-3928-1938

光沢電器 練馬区関町北1-11-15 03-3928-1132

㈱長沢電気 練馬区高松5-2-21 03-3996-8366

㈲楯電気（エニータイムタテ） 練馬区早宮3-41-13 03-3991-2720

㈲エスエスセブン 練馬区東大泉1－26－8 03-3921-4477

シャイニー・こいけ 練馬区東大泉7－36－15 03-3925-2122

㈲マエダ電器 練馬区大泉学園町7-14-22 03-3924-5315

オザワ電気 練馬区早宮1-31-9 03-3993-5761

㈱山塚電気商会 練馬区北町1-45-10 03-3934-5571

㈲マツダ電気 練馬区東大泉2-14-15 03-3924-1048

○足立区　５２店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

ベスト電器ＦＣ西新井店㈱大和田テレビ 足立区西新井2-4-6 03-3890-2711

生活彩館いちはら 足立区大谷田5-13-1 03-3620-3278

㈱タニグチ 足立区弘道1-28-2 03-3889-8226

電化のイシヅカ 足立区新田3-27-25 03-3911-6508

㈱デンキのタナカ 足立区綾瀬3-11-21 03-3620-5858

新星電器㈱ 足立区伊興5-5-1 03-3897-2265

㈲和幸電器 足立区西新井4-26-29 03-3897-3464

ＳＫ電化サービス 足立区西新井本町1-12-15 03-3898-7190

東伸電器販売㈲ 足立区南花畑1-2-28 03-3885-1938

㈲マルフジ 足立区東保木間2-28-3 03-3884-3264

山田電化ハウス㈱ 足立区西新井栄町3-7-3 03-3887-2247

まやテレビ 足立区江北2-27-16 03-3890-7335

住吉電器㈱ 足立区梅田1-11-11 03-3887-6521

㈱モリデン 足立区六月1-20-4 03-3883-3015

㈲キシモトデンキ 足立区南花畑4-17-7 03-3884-5948

でんきタウン千住 ㈲オカムラ 足立区柳原2-22-3 03-3882-0252

合資会社金山電気商会 足立区千住4-10-6 03-3882-2158
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博栄電化サービス 足立区神明南1－1－25 03-3605-7641

越渡無線電気商会 足立区梅島3-42-3 03-3849-1622

町田電気 足立区保塚町8-19 03-3885-0844

㈲石川電器 足立区西新井5-41-17 03-3898-2220

㈲ルックマルゼン 足立区神明南2-12-18 03-3605-7745

そが電器 足立区綾瀬1-28-18 03-3604-6170

㈲セイノ電器 足立区入谷2-25-25 03-3897-5701

小林無線 足立区柳原2-51-1 03-3881-3868

㈲デンキ館ノバ 足立区六月3－6－12 03-3859-2218

中橋電気テクニカルサービス 足立区島根2-18-4 03-3859-0737

㈲電化プラザさとう 足立区加賀2-6-1 03-3855-0320

松浦電化平野店 足立区平野3-19-24 03-3850-6431

㈲大和田商会 足立区鹿浜3-29-16 03-3899-3136

松本電気 足立区綾瀬2-14-5 03-3601-4651

イマイデンキ 足立区伊興3－17－1 03-5839-5588

直井電器綾瀬店 足立区東綾瀬3－12－18 03-3606-7010

㈲市川電機商会 足立区梅島1-14-10 03-3887-0109

栄光電化 足立区佐野2-7-1 03-3629-7262

㈲長坂無線 足立区千住龍田町20-9 03-3888-1924

㈲鈴木電気商会 足立区千住元町38-3 03-3882-1650

㈲コガイ電氣商会 足立区本木東町17-5 03-3849-1138

㈲寺島電気商会 足立区綾瀬4-6-9 03-3605-8328

㈲松浦電化 西新井店 足立区西新井栄町1-6-14 03-3887-3577

㈲エフシートムス 足立区保木間4-18-1 03-3883-5575

㈲久保田商店 足立区新田3-3-10 03-3911-0087

㈲新田テレビ 足立区新田3-8-14 03-3919-7714

㈱イングコジョー 足立区東和4-24-15 03-3620-0606

大和電設社 青井店 足立区青井3-37-15 03-3887-0673

山本電気 足立区梅島1-6-10 03-3852-0686

㈲長沼電気商会 足立区江北3-7-9 03-3890-1484

㈱デンカショップライフ 足立区保木間2-23-12 03-3885-0265

杉下電器商会 足立区興野1-3-4 03-3880-0174
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㈱江北エレクトリック 足立区江北3-37-1 03-3890-1904

城北電機ホキマ 足立区保木間5-23-16 080-6786-3839

㈲シバタ電器商会 足立区椿2-11-8 03-3853-7178

○葛飾区　２９店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲フロンティア 葛飾区青戸3-24-11 03-3690-2378

マルフジ電器商会 葛飾区東新小岩6-1-5 03-3692-8276

㈱たかの電器 葛飾区立石7-22-3 03-3693-5033

㈲東京テレビサービス 葛飾区東金町4-34-15 03-3608-2263

星野電器㈱ 葛飾区西亀有2-6-10 03-3601-7984

小林家電 葛飾区南水元4-11-2 03-3608-7389

㈱柴又デンキ 葛飾区柴又4-11-17 03-3673-1163

㈲鎌倉家電 葛飾区鎌倉1-22-1 03-3657-7782

㈱古城家電 葛飾区金町1-20-17 03-3600-9443

㈲本山テレビ商会 葛飾区青戸5-5-2 03-3690-5533

㈲岡﨑電器ガスセンター 葛飾区堀切4-13-1 03-3693-7172

㈱電器堂 葛飾区東立石4-52-2 03-3692-4721

オレンジカデン水元 葛飾区水元1-11-7 03-3627-3200

クサマデンキ㈱ 葛飾区亀有5－35－7 03-3606-9079

㈱ダイトーテクノス 葛飾区四ツ木4-20-2 03-3694-7806

メルテス・エナミ 葛飾区水元2-21-11 03-3627-1097

エニータイムエイデン 葛飾区亀有5-21-10 03-3605-4598

㈱小岩家電 お花茶屋店 葛飾区お花茶屋2-15-2 03-3602-5482

㈱ビデオサウンド・コジマ 葛飾区亀有4-6-6 03-3690-1654

西沢電気 葛飾区東水元1-5-6 03-3608-6611

㈱山木屋電興社 葛飾区立石1-17-4 03-3697-4673

㈲横井電気 葛飾区四つ木2－9－3 03-3695-1001

三恵通信㈱ 葛飾区東金町7－26－13 03-3607-1222

㈲旭東電機 葛飾区東新小岩8-3-12 03-3691-5638

ノムラムセン 葛飾区南水元1-22-15 03-3607-3080

オレンジカデン亀有　（㈲はら電器） 葛飾区西亀有2－47－11 03-3690-2179

丸山電気商会 葛飾区亀有5－54－20 03-3605-0347
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㈱野村電気 葛飾区柴又6-8-7 03-3657-8719

㈱あきよし電器 葛飾区東金町2-19-17 03-3609-3350

○江戸川区　３７店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

生活彩館かさい電器㈱ 江戸川区中葛西7-11-8 03-3675-8768

電化ストアー二之江 江戸川区江戸川6-42-19 03-3687-2825

㈱黒沢電気商会 江戸川区平井6-29-7 03-3612-1796

中川電器㈱ 江戸川区西葛西1-12-15 03-3687-1818

ユニテック 江戸川区南小岩4-6-1 03-5612-0370

㈲ライフラインサービス 江戸川区新堀2-3-15 03-3677-8011

㈲ミヤジマ電気 江戸川区北小岩5-2-9 03-3650-1215

石谷電機商会 江戸川区東小岩4－33－6 03-3659-6236

プラスワンイシザワ　㈱石澤電機 江戸川区西瑞江4-27-23 03-3656-7181

㈲旭電気商会 江戸川区西小岩5-14-12 03-3673-6331

アオヤマ電器 江戸川区春江町5-15-15 03-3689-8341

生活彩館もりよし電器 江戸川区北小岩7-1-5 03-3658-9663

㈲鬼電化センター 江戸川区西瑞江3-6 03-3670-4822

大野電機商会 江戸川区南小岩5-17-19 03-3657-4232

㈱マキノインクス 江戸川区南篠崎町2-58-17 03-3670-7311

㈱フクデン 江戸川区春江町5-20-60 03-3687-4114

㈲藤平テレビ電化 江戸川区北小岩2-8-11 03-3657-8338

㈲ひろせでんき 江戸川区中葛西7-26-10 03-3687-1728

㈱小岩家電 江戸川区東小岩1-21-3 03-3650-4812

大澤電器サービス 江戸川区北小岩6-20-1 03-3650-7489

㈲マツムラデンキ 江戸川区小松川2-4-6-103 03-3682-9888

花島家庭電器 江戸川区平井4-24-4 03-3685-8740

㈱ワタデンラヂオ26 江戸川区南小岩8-26-2 03-3657-0455

㈲さとうでんきサービス 江戸川区松島2-32-3 03-3652-1948

トマトでんき 江戸川区瑞江1-2-3 03-3678-5382

Ｅショップわたなべでんき 江戸川区平井4-4-28 03-5609-4880

㈲マサミツ電気 江戸川区船堀7-2-4 03-3680-5956

上月電気商会 江戸川区江戸川3-6 03-3670-7419
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須永電気商会 江戸川区西葛西7-22-9 03-3688-2597

近藤電機 江戸川区北小岩5-20-4 03-3658-3338

㈲中里電気 江戸川区東小松川1－9－20 03-3654-8751

ｗing21一之江いとう電器 江戸川区西瑞江4-14-11 03-3652-4155

電化ショップ　カンナ 江戸川区篠崎町7-14-11 03-3677-1048

でんきのイタガキ 江戸川区西葛西8-12-1 03-3689-2389

チバデンキ 江戸川区北葛西4-4-24 03-3686-6924

㈲うえはら電器 江戸川区船堀2-17-18 03-3687-8185

㈱大垣電器 江戸川区松島4－46－15 03-3651-5141

○八王子市　２３店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲電化のあまの 八王子市大楽寺町403-10 042-626-1277

パナピットみやかわ 八王子市南陽台1-12-22 042-676-0719

㈲キタ電気 八王子市千人町2-3-2 042-666-1362

㈱田中テレビサービス 八王子市打越町345-2、京王北野マンションC-101 042-645-6608

ヤマモト電気 八王子市館町1937 042-665-0101

㈱エジソン商会 八王子市横山町6-8 042-645-2950

㈱ヤスダ電器 八王子市初沢町1227-4　高尾パークハイツA106 042-665-6258

丸美電化 八王子市片倉町347-4 042-636-3859

ふくだでんき㈲ 八王子市上壱分方町253-1 042-651-2332

ぷらぐいん 八王子市東浅川町37-5 042-661-4457

㈲いそでん 八王子市片倉町341-7 042-637-7998

ウチダ電器 八王子市上壱分方町4 042-651-4805

㈲阿部川電機商会 八王子市千人町1-8-7 042-661-3538

㈲小林電気商会 八王子市中野上町1-25-12 042-622-3231

ライフテクトイトウ 八王子市中野町2728－17 042-624-7568

パナピットしもとり 八王子市散田町3-18-5 042-663-1263

共同電機 八王子市元八王子1-523 042-622-4017

㈲ラビット・サイトー 八王子市石川町2965－6 042-645-8315

アオバ電機㈱ 八王子市泉町1227 042-634-8557

パナピットフジタ 八王子市北野町546－8 042-644-3480

パナピットこやまでんき 八王子市長房町335-4 042-664-4196
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よこかわでんき㈱ 八王子市横川町11 042-622-5516

精電無線 八王子市川口町1567 042-654-4553

○立川市　１２店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

岡本電器 立川市若葉町3-54-8 042-536-6118

走る電気屋さんハッピー 立川市一番町6-24-40 042-520-1351

パナピットシムラ 立川市高松町2-3-17 042-523-5378

古庄電気 立川市栄町5-61-1 042-536-2611

電化のサカモト 立川市羽衣町2-44-13 042-524-2104

㈱サンエー電化 立川市柴崎町4-7-4 042-523-0206

㈲小山電気商会 立川市羽衣町1-17-10 042-529-4545

電器のサカデン 立川市砂川町8-65-19 042-535-5038

㈲榊原電気商会 立川市柴崎町2-17-3 042-522-3836

岩本電機㈱ 立川市若葉町1-16-5 042-536-2330

ムサシ電機 立川市柴崎町3-2-14 042-522-3649

シンカイデンキ砂川店 立川市砂川町2-1-1 042-537-6133

○武蔵野市　２店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲やまと家庭電器ＤＯ-やまと２１ 武蔵野市緑町1－5－14 0422-52-3283

COMイスズ 武蔵野市西久保3-11-1-105 0422-51-1694

○三鷹市　１０店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈱共栄電化 三鷹市井の頭1-29-12 0422-43-7528

㈲続橋電気商会 三鷹市新川4-25-15-104 0422-43-4816

㈲ヒカリ電気商会 三鷹市井の頭4-9-14 0422-43-0439

コバ電化サービス 三鷹市牟礼4-6-16 0422-49-6131

㈱加藤電気商会 三鷹市新川6-5-14 0422-46-6664

㈲三光社 三鷹市下連雀3-28-20三鷹中央ビル1F 0422-44-1503

㈱連雀でんき 三鷹市下連雀6-17-36 0422-44-4142

武田電気 三鷹市牟礼5－13－38 0422-46-1745

㈱高坂デンキ商会 三鷹店 三鷹市野崎2-1-16 0422-30-9993
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ナカムラ電気 三鷹市新川6－6－20 0422-46-2047

○青梅市　７店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈱成電社 青梅市東青梅5-20-3 0428-23-0271

㈲でんきのアミ 青梅市野上町4-9-6 0428-23-5045

㈱久保ラジオ商会 青梅市勝沼3-111 0428-22-5151

エース電気 青梅市新町5-41-4 0428-31-8974

㈱比留間電気 青梅市新町7-3-17 0428-31-0488

㈱藤井電気 青梅市富岡1-202-1 0428-74-4455

㈲サンライズなかじま 青梅市新町5-26-8 0428-32-1249

○府中市　１３店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

山本電機㈱ 府中市宮町1-29-1 042-364-0123

㈲サイトウ電機 府中市新町2-42-5 042-361-6245

高久電器㈲ 府中市紅葉丘2-10-1　ハイム鈴木 042-369-8791

電化のシンザワ 府中市四谷3－1－24 042-363-8137

山本でんき多磨店 府中市是政1-55-8 042-365-8002

㈱熊谷電機 府中市美好町1-25-11 042-362-5026

志村電機商会 府中市本町2-25-53 042-361-4183

㈱内田電気 府中市白糸台5-25-1 042-367-0081

㈱三和電気 府中市美好町2-7-5 042-364-3777

かみくぼ電器 府中市紅葉丘3-35-4 042-365-7207

㈲うらさき電機 府中市晴見町1－14－14 042-366-5728

ecoQ多摩ホーム電化サービス㈱ 府中市幸町1-27-4 042-319-9099

㈲ユウ・アイ 府中市白糸台4-16-1 042-365-5681

○昭島市　５店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈱ヒカリ電機 昭島市つつじが丘3-5-6-115 042-541-4843

いしでん昭島店 昭島市玉川町3-22-3 042-543-6506

シラカネ電器 昭島市郷地町1-5-13 042-543-0139

パナピットコマチ 昭島市中神町1176-25 042-543-8670
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㈲オオヤ電気 昭島市玉川町4-7-15 042-541-0439

○調布市　９店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

サトウデンキ 調布市仙川町1-16-12 03-3300-5016

谷田部電気染地店 調布市染地2-3-12 042-484-2113

㈲でんきのアタックマルオ 調布市国領町7-35-8 042-484-1354

ベスト電器　国領店 調布市国領町8-1-19 042-483-5221

㈱高坂デンキ商会国領店 調布市国領町4-33-31 042-486-7671

㈱マルエス佐藤電気 調布市市西つつじヶ丘3-26-10 042-481-3333

㈲ムトウ電器つつじヶ丘店 調布市西つつじヶ丘1-30-4 042-482-2069

エレックス 調布市小島町2-39-4 042-487-3228

カタオカ電器 調布市深大寺北町2－33－1 042-486-3777

○町田市　１３店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

でんきのイチカワ 町田市成瀬7-10都営成瀬6-104 042-722-2733

ほその電機 町田市南成瀬5-19-10 042-732-3665

ライフテクトヤマグチ 町田市根岸1-13-5 042-793-2278

はまざき家電 町田市金井町2857-7 042-735-1192

㈲鶴川電化ストアー 町田市鶴川2-17-32 042-734-2222

㈲セキ電器 町田市鶴川2-14-10 042-735-2890

㈲マチデン 町田市鶴川5-10-1 042-735-0101

L-TOPソピック 町田市南つくし野4-18-5 042-796-0840

デンキのしたら 町田市玉川学園2-1-32 042-729-6000

とうきょう電化 町田市玉川学園1-21-19 042-727-2701

㈲遠山電設　松電社三輪店 町田市三輪町527 044-986-2364

遠藤電器 町田市小山町1152-7 042-797-1352

㈲ワールド電器 町田市中町1-7-2 042-722-7582
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○小金井市　５店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲信邦無線 小金井市本町4-13-20 042-383-0368

㈱山本電業社 小金井市本町1-5-12 042-381-2416

浅川電気 小金井市緑町2-1-27 042-385-5855

㈲貫井電業社 小金井市貫井南町4-8-2 042-381-2172

小金井電化サービス 小金井市本町3-8-1-1 042-381-1569

○小平市　１０店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

なかしろ電器 小平市小川東町1-18-28 042-344-3881

まるおか電気 小平市小川西町3－19－14 042-341-0314

㈲ムラタ電器 小平市学園東町1-15-1 042-342-2321

㈲マツミ電器 小平市美園町2-2-9 042-341-0404

風間電器商会 小平市花小金井南町2-17-19 042-462-9748

多摩芝電機㈱ 小平市学園東町1-3-9 042-342-2424

まつきでんき 小平市美園町2-9-5 042-316-7145

でんきのサン・オーツあかしあ店 小平市学園東町436-23 042-313-8882

㈱ヤザワ電機 小平市花小金井1-25-1 042-468-1210

でんきのMAC団地店 小平市学園東町3-3-2 042-341-7369

○日野市　８店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲タケハラ電気 日野市高幡1001-1 042-591-4773

エモト電器 日野市落川360-11 042-591-5168

パナピットおがわ　㈲オガワ電気 日野市東豊田3-22-9 042-581-8448

㈲トヨデン 日野市多摩平1-6-30 042-581-7605

㈲いずい電器 日野市多摩平1-14-36 042-583-6067

㈱ナナオテレビ 日野市程久保8-16-1 042-591-0756

㈱ヒラフネ電気 日野市南平8－14－15 042-592-1215

㈱村松電器 日野市落川460番地 042-592-5888
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○東村山市　１０店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈱中俣電化 東村山市萩山町4-1-2 042-391-4376

㈲東村山電気 東村山市諏訪町1-10-1 042-394-1200

パナピットシバタ 東村山市青葉町3-35-21 042-391-9786

パナピットまつおか 東村山市栄町2-22-13 042-391-0264

㈱イーエスピー 東村山市秋津町1-17-32 042-399-0037

㈱シノハラ電器 東村山市秋津町5-21-2 042-392-3029

㈲コイヌマ電気 東村山市秋津町5－25－25 042-395-4158

久米川電化ストアー 東村山市栄町1-12-39 042-399-0175

㈲ファミリージョイあおき 東村山市萩山町4-9-11 042-391-1961

㈲ツヅキ電気商会 東村山市栄町3-16-26 042-391-0237

○国分寺市　８店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

パナピットきよとも 国分寺市西恋ヶ窪4-30-28 042-321-4885

松下でんき 国分寺市日吉町2-15-18 042-572-6792

アダチ電機 国分寺市高木町1-21-27 042-572-7872

金井無線電機 国分寺市南町3-28-9 042-322-3874

でんきのサン・オーツ国分寺店 国分寺市東恋ヶ窪4-20-14 042-322-9936

㈲橘電気商会 国分寺市東恋ヶ窪2-14-8 042-323-3315

三立電器 国分寺市南町2-10-16 042-324-2262

㈱Do21くにたち 国分寺市光町1-27-7 042-572-1144

○国立市　５店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈱サンエース 国立市東1-18-8 042-577-7181

㈱早川電機商会 国立市東2-8-4 042-572-0925

三宝電化設備㈱ 国立市北1-10-28 042-575-2435

ヤガワ電気 国立市富士見台4-10-15 042-576-2272

㈲宮原電気商会 国立市東1-6-4 042-572-0719
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○福生市　３店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲カトウ電気 福生市北田園1-20-6 042-551-4677

ササモトデンキ 福生市本町68 042-551-0099

ジップアート羽村デビジョン 福生市武蔵野台1-5-16明和荘101 042-530-0231

○狛江市　３店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

キタミ電器 狛江市岩戸南4-31-17 03-3480-3811

ヤタベ電気㈱ 狛江市東和泉3-6-6 03-3489-2884

フクダデンキ 狛江市元和泉1-14-1 03-3489-2804

○東大和市　８店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

カリヤ電機 東大和市向原4-15-11 042-565-2763

㈲ナカジマ電機 東大和市芋窪4-1744-8 042-565-8470

㈲上岡電機商会 東大和市南街2-117-2 042-561-3149

川島電機サービス 東大和市蔵敷2-510-7 042-564-0638

双葉電化 東大和市桜が丘4-318-31 042-563-0549

南街電機 東大和市南街6-64-1 042-562-2323

㈲矢嶋電器商会 東大和市南街5-95-1 042-561-0666

パナピットセキタ 東大和市向原4-31-6 042-564-5855

○清瀬市　２店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲笠原デンキ 清瀬市竹丘2-33-1 042-491-7772

㈱大久保無線電機 清瀬市松山2-14-18 042-491-0139

○東久留米市　７店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈱田中電機hitタナカ21 東久留米市滝山5-12-22 042-471-0865

㈲ハタガワ電器 東久留米市南沢5-1-21 042-465-0265

㈱六光デンキ 東久留米市本町2-3-28 042-471-0838

㈲いとう電気 東久留米市新川町1－6－7 042-471-5626
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久留米家電㈲ 東久留米市前沢5-16-15 042-473-1212

㈲久留米電機商会 東久留米市中央町2－1－58 042-471-0423

電化のナミキ 東久留米市神宝町2-8-22 042-474-2051

○武蔵村山市　２店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

村山電気㈱ 武蔵村山市本町1－34－6 042-560-8382

㈲でんきのアミみねぎし 武蔵村山市緑が丘1492 042-564-0181

○多摩市　４店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

プラスワンきたむらでんき（㈲北村電気商会） 多摩市関戸4-7-2 042-374-4166

㈱ライフページ桜ヶ丘 多摩市関戸4-13-6 042-375-7121

アヴァンツルマキ 多摩市鶴牧5－1－1－104 042-337-0858

川辺電気 多摩市落川1147 042-375-7333

○稲城市　３店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈱ベック 稲城市平尾1-33-19 042-331-0135

㈱電化のウエダ 平尾店 稲城市平尾3-1-1-35-103 042-331-0320

山崎電器 稲城市矢野口583-4 042-377-1158

○羽村市　４店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

クサジマ電器㈱ 羽村市緑ヶ丘1-15-10 042-554-5121

佐野電気商会 羽村市緑ヶ丘1-24-2 042-554-5501

生活彩館フジデン 羽村市川崎2-1-26 042-555-2702

丸和デンキ 羽村市小作台4-4-19 042-555-4727

○あきる野市　４店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈱ミナミ電気 あきる野市五日市20 042-596-1326

もりしん電器 あきる野市油平99 042-558-8244

オヤイヅ電気 あきる野市二宮2246 042-558-0375

小金井オンキヨー あきる野市二宮1089 042-558-1046
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○西東京市　１２店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲ファースト電器 西東京市保谷町3-15-10 042-464-3564

パナピットいいだ 西東京市芝久保町4-22-13 042-463-5955

㈲高石電気商会 西東京市保谷町3-26-13 042-461-0727

大関電機商会　保谷店 西東京市東町4-13-23 042-423-5181

もといでんき 西東京市田無町2－12－10 042-461-3364

サンコー電器 西東京市芝久保町2-8-1 042-467-2977

㈱三浦電気商会 西東京市東町3-8-16 042-423-2545

サンエー電化 西東京市柳沢3-1-1 042-465-1077

でんきのI/O 西東京市東伏見1-17-13 042-467-9120

ひばりプラス電気 西東京市ひばりが丘2－8－16 042-423-0586

㈲小田桐電気 西東京市北原町1-39-7 042-464-7988

㈲サンワードでんき 西東京市北町3-5-14 042-421-4800

○瑞穂町　３店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲ジョイタイム 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎458-13 042-557-5760

㈲アルテック 西多摩郡瑞穂町むさし野2-61-3 042-554-5221

上原電気店 西多摩郡瑞穂町大字武蔵196-3 042-557-0405

○日の出町　１店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

ACOSミナミ電気平井店 西多摩郡日の出町平井2104-3 042-597-2250

○檜原村　１店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

大野電気 西多摩郡檜原村4541 042-598-0685

○奥多摩町　２店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲若松屋 西多摩郡奥多摩町氷川1410 0428-83-2013

㈲鈴木電気商会 西多摩郡奥多摩町氷川153 0428-83-2058
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○大島町　４店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲青木電気商会 大島町差木地字クダッチ 04992‐4‐0345

御神火テレビ楽器 大島町元町4-4-12 04992-2-1506

高尾電器 大島町泉津16-4 04992-2-8110

東海テレビ穐山商店 大島町元町4-8-2 04992-2-1024

○新島村　１店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

梅田電気設備工業㈱ 新島村本村2-7-9 04992-5-0362

○三宅村　１店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲イシデン 三宅島三宅村阿古374-2 04994-5-0605

○八丈町　２店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

㈲船橋電気商会 八丈島八丈町三根1707番地 04996-2-0814

小沢電気 八丈島八丈町三根363 04996-2-1500

○小笠原村 1店舗
店舗名 店舗所在地 電話番号

小笠原消費生活協同組合 小笠原村父島字東町 04998-2-2141
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