
店名 郵便番号 店住所

1 レグルス株式会社家電部 　御影ラジオ 〒658-0057 神戸市東灘区御影2-2-1フォンテ上御影106

2 でんきのウキタ 〒658-0014 神戸市東灘区北青木4-1-26

3 有限会社ひろみ電機商会 〒658-0027 神戸市東灘区青木5-6-12

4 株式会社甲南クレセント 〒658-0084 神戸市東灘区甲南町4-10-10

5 多田電気ラジオ店 〒658-0021 神戸市東灘区深江本町3-1-11

6 ひより電器 〒658-0066 神戸市東灘区渦森台2-14

7 ビーライフ　フカダ 〒658-0003 神戸市東灘区魚崎西町4-4-20

8 スヤマ電化センター 〒657-0824 神戸市灘区福住通5-4-12

9 有限会社サウンドタウン 〒657-0065 神戸市灘区宮山町1-2-13

10 ミズ倶楽部キノシタ 〒657-0817 神戸市灘区上野通3-4-17

11 有限会社山根電化 〒657-0825 神戸市灘区中原通3-1-16

12 勢弘家電 〒652-0042 神戸市兵庫区東山町1-10-3　東山ビル3212　

13 ショーデン 〒652-0872 神戸市兵庫区吉田町2-40-15-1109

14 有限会社ホームテック・サノ 〒653-0852 神戸市長田区山下町2-1-5

15 大喜屋電機株式会社 〒653-0873 神戸市長田区萩乃町2-7-5

16 大塚ラジオ 〒653-0851 神戸市長田区五位ノ池町1-7-12

17 銭屋電気株式会社 〒653-0042 神戸市長田区二葉町3-3-1

18 でんきのイワサキ 〒653-0842 神戸市長田区水笠通3-2-17

19 クツナ無線株式会社 〒654-0051 神戸市須磨区月見山本町2-5-7-104

20 有限会社はるデンカ 〒654-0103 神戸市須磨区白川台6-23-1

21 株式会社吉川電機 〒654-0047 神戸市須磨区磯馴町4-1-24

22 有限会社工藤基電 〒655-0044 神戸市垂水区舞子坂3-2-1

23 スギノデンキ 〒655-0006 神戸市垂水区本多聞6-22-27

24 大下無線株式会社 〒655-0028 神戸市垂水区宮本町3-20

25 神戸テレビサービス 〒655-0885 神戸市垂水区泉が丘4-4-45

26 シロ電化サービス 〒655-0886 神戸市垂水区東垂水3-16-8

27 坂口電器 〒655-0013 神戸市垂水区福田4-2-10

28 電化ショップ愛和 〒655-0038 神戸市垂水区星陵台7-9-1

29 明舞電器 〒655-0044 神戸市垂水区舞子坂3-1-3

30 キノシタデンキ 〒651-1113 神戸市北区鈴蘭台南町8-8-18

31 丸山電工株式会社 〒651-1401 神戸市北区有馬町1297-6

32 有限会社マキデンキ 〒651-1231 神戸市北区青葉台3-8

33 有限会社原田電工社 〒651-0055 神戸市中央区熊内橋通1-9-15

34 有限会社なかたでんか 〒651-0078 神戸市中央区八雲通6-1-2

35 シンコー電気 〒651-0079 神戸市中央区東雲通5-2-2

36 Creative　Life タナカ 〒651-2265 神戸市西区平野町宮前221
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37 有限会社菱田電気商会 〒651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬1058-8

38 ビーイング 〒661-0033 尼崎市南武庫之荘2-24-27

39 大宝電器 〒661-0013 尼崎市栗山町2-2-2

40 田野電化 〒661-0974 尼崎市若王寺2-1-11

41 中谷電器 〒660-0064 尼崎市稲葉荘2-13-24

42 中島電器 〒660-0076 尼崎市大島2-3-12

43 ナルト電器 〒660-0892 尼崎市東難波町1-1-1-1505

44 株式会社リクラフト 〒661-0012 尼崎市南塚口町6-4-12

45 ツカタ電化 〒660-0071 尼崎市崇徳院2-107

46 有限会社トーヨー電化 〒661-0047 尼崎市西昆陽1-1-29

47 合通システム株式会社 〒661-0012 尼崎市南塚口町3-5-6

48 中野電気商会 〒660-0805 尼崎市西長洲町2-21-6

49 株式会社あだち電気 〒660-0892 尼崎市東難波町2-8-21

50 有限会社ヒュ－マン日商電機 〒660-0812 尼崎市今福1-1-29-103

51 阿波電器 〒661-0002 尼崎市塚口町5-21

52 有限会社三電社 〒661-0001 尼崎市塚口本町1-1-13

53 ミウラデンカ名塩店 〒669-1147 西宮市名塩2丁目23-15

54 夙川電機商会 〒662-0051 西宮市羽衣町7-30-112

55 株式会社梅基電気商会 〒662-0931 西宮市前浜町5-8

56 びーんず株式会社　本社 〒651-1412 西宮市山口町下山口1-1-1

57 アトム電器　鳴尾店 〒663-8134 西宮市上田中町11-24

58 有限会社フカダ電器 〒663-8031 西宮市伏原町7-28

59 有限会社今津菊池電気商会 〒663-8245 西宮市津門呉羽町10-2

60 株式会社ヒガシでんき 〒659-0025 芦屋市浜町6-12-102

61 岡本電器 〒673-0857 明石市北朝霧丘2-7-3

62 有限会社宮川電気商会 〒673-0023 明石市西新町2-4-12

63 楠本電機株式会社 〒673-0012 明石市和坂12-22

64 サキタデンキ 〒673-0044 明石市藤江831-5

65 有限会社豊田電気商会 〒673-0046 明石市藤が丘2-27-18

66 マツイ電器有限会社 〒673-0041 明石市西明石南町2-12-17

67 豊光電気商会 〒674-0092 明石市二見町東二見378-11

68 ウェル・カナイ 〒673-0893 明石市材木町3-26

69 大久保無線　岸店 〒674-0051 明石市大久保町大窪257

70 アカモト電器 〒674-0067 明石市大久保町大久保町286-10

71 シラガキ電器 〒664-0028 伊丹市西野5-200

72 松田ナショナル電気　伊丹店 〒664-0015 伊丹市昆陽池2-166

73 アトム電器　昆陽店 〒664-0888 伊丹市昆陽南3-10-17



74 MIYA電工 〒664-0888 伊丹市昆陽南2-2-40

75 シンワ電器 〒664-0865 伊丹市南野2-1-2

76 ヤマモト電工 〒664-0027 伊丹市池尻7-40-306

77 サン電化株式会社 〒664-0893 伊丹市春日丘1-13

78 オクムラ電化 〒664-0846 伊丹市伊丹5-2-28

79 若松電器 〒665-0852 宝塚市売布2-11-1 ピピアメフ105　

80 関西電機総業株式会社 〒665-0836 宝塚市清荒神3-2-20

81 株式会社宝塚電機 〒665-0842 宝塚市川面5-15-28

82 株式会社ヤマグチデンキ 〒665-0842 宝塚市川面5-16-32

83 有限会社高畑電機　宝塚店 〒665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1　アピア2号館1F

84 有限会社ミウラデンカ 〒665-0044 宝塚市末成町28-3

85 今井電器　宝塚店 〒665-0046 宝塚市福井町28-12

86 いけはた電器 〒665-0021 宝塚市中州1-15-33

87 オカダ電器 小林店 〒665-0034 宝塚市小林5-8-35　サンルート小林

88 大西電気株式会社 〒666-0015 川西市小花1-2-2

89 平和無線 〒666-0014 川西市小戸1-4-6

90 にしね電化 〒666-0004 川西市萩原1-1-25

91 オギノ電化 〒666-0021 川西市栄根1-2-5

92 ダイトーデンキ 〒666-0024 川西市久代2-11-24

93 古川電器商会 〒666-0026 川西市南花屋敷3-8-7

94 井上電化社 〒666-0026 川西市南花屋敷3-10-5

95 有限会社ヤノラジオ 〒666-0033 川西市栄町1-16

96 ヤノラジオ　清和台店 〒666-0142 川西市清和台東5-1-11

97 エコー電器　多田店 〒666-0129 川西市緑台2-2-126

98 ヨシダ電化 〒666-0001 川西市鶯の森町9-2

99 株式会社ファミリー電化 〒666-0026 川西市南花屋敷4-20-2

100 マルミヤ電化サービス　日生店 〒666-0153 川西市一庫3-1-2

101 有限会社道遊電気 〒669-1533 三田市三田町32-6

102 わくわくハウス　オーギノ 〒669-1345 三田市下相野391-1

103 有限会社三田 〒669-1533 三田市三田町6-2

104 仁部電器 〒666-0251 川辺郡猪名川町若葉2-33-5

105 株式会社ムラヤマデンキ 〒666-0243 川辺郡猪名川町柏梨田ハザマ193

106 株式会社髙見電化サービス 〒675-1217 加古川市上荘町薬栗66-2

107 井上電機 〒675-0304 加古川市志方町高畑609

108 有限会社武田電機商会 〒675-0067 加古川市加古川町河原330-1

109 マルサン電化 〒675-0022 加古川市尾上町口里420-5

110 竹田電機商会 〒675-0321 加古川市志方町志方町670

111 大高電気設備 〒675-0021 加古川市尾上町安田173-22



112 つじばやし電器 〒675-0057 加古川市東神吉町神吉823-274

113 ラクティー　くじゃく 〒675-0012 加古川市野口町野口1056

114 株式会社いちわか 〒675-0037 加古川市加古川町本町46-9

115 クオリティーライフ　みずの電器　 〒675-0005 加古川市神野町石守230-1

116 株式会社加古川美津和電器商会 〒675-0101 加古川市平岡町新在家2-274-14

117 松本電工 〒675-1201 加古川市八幡町宗佐337-2

118 稲岡電工 〒675-0067 加古川市加古川町河原4-1

119 ミヤマ神野 〒675-0003 加古川市神野町神野1822-16

120 電化プラザキド 〒675-0115 加古川市平岡町一色336-4

121 有限会社野村電器川西 〒675-0053 加古川市米田町船頭599

122 クボデンキ 〒675-0055 加古川市西井ノ口554　アーバン加古川C-103

123 オオセデンキ 〒675-0066 加古川市加古川町寺家町21-1

124 有限会社廣瀬電器 〒675-0346 加古川市志方町西中346

125 まちの電器屋くうくう 〒675-0055 加古川市東神吉町西井ノ口867-2

126 キヨタ電器有限会社 〒675-0047 加古川市西神吉町清水14-2

127 株式会社フクデン 〒 675-0111 加古川市平岡町二俣1005

128 有限会社末広電器 〒 675-0101 加古川市平岡町新在家2214-9

129 有限会社松井電化 〒676-0076 高砂市伊保崎4-10-1

130 オサキ電化 〒676-0014 高砂市荒井町日之出町4-5

131 有限会社山本電気商会 〒676-0072 高砂市伊保港町1-1-15

132 神和電気株式会社チェーン　曽根店 〒676-0814 高砂市春日野町11-8

133 株式会社田中でんき 〒671-0123 高砂市北浜町西浜392-5

134 サンケイ電機商会 〒676-0011 高砂市荒井町小松原5丁目8-21

135 ワタイ電器店 〒676-0022 高砂市高砂町浜田町1-12-14

136 有限会社いなみの 〒675-1115 加古郡稲美町国岡2-16-2

137 株式会社エジソン 〒675-0150 加古郡播磨町南野添1-23-1

138 武田電気商会 〒675-0144 加古郡播磨町北本荘2-6-13

139 有限会社松尾電器商会 〒675-0151 加古郡播磨町野添1635

140 でんきのツルイ 〒675-0158 加古郡播磨町北野添3-9-43

141 笹倉デンキ 〒677-0006 西脇市羽安町88-3

142 株式会社田中電器プラスワンタナカ 〒677-0015 西脇市西脇206

143 ハシデンキ 〒677-0017 西脇市小坂町228

144 有限会社平田ラジオ 〒677-0022 西脇市寺内37-4

145 電化センター　タキイ 〒673-0431 三木市本町2-9-11

146 三枝電気商会 〒673-0403 三木市末広1-7-13

147 新田電気商会 〒673-0404 三木市大村258-1

148 株式会社第一家電　ミドリ店 〒673-0532 三木市緑が丘中1-11-24

149 楠原電気設備 〒673-0541 三木市志染町広野3-315



150 有限会社だるま屋 〒 673-0431 三木市本町2-5-2

151 株式会社冨田電機 〒675-1331 小野市神明町202-3

152 クマクラ電機株式会社 〒675-2321 加西市北条町東高室74

153 堀江電機 〒675-2434 加西市上野町415-1

154 マナベ電機 〒675-2332 加西市鎮岩町238-1

155 和泉電気商会 〒675-2303 加西市北条町古坂432-2

156 酒見電機株式会社 〒675-2312 加西市北条町28-1アスティアかさい1階

157 ナカムラ電設株式会社 〒675-2104 加西市上宮木町387-27

158 ミヤマデンキ加西 〒679-0106 加西市豊倉町504-1

159 有限会社梶原電器 〒675-2445 加西市殿原町826

160 株式会社まえだ 〒675-2311 加西市北条町横尾1079-2

161 株式会社セリウ電器 〒679-0211 加東市上滝野660-3

162 株式会社梶原電器 〒679-0205 加東市北野153

163 やしろ電化 〒673-1431 加東市社1487-1

164 株式会社村上住設 〒673-1462 加東市藤田148-2

165 株式会社藤井デンキ 〒673-1431 加東市社1738-56

166 株式会社井上デンキ 〒679-0221 加東市河高2482

167 冨田電氣株式会社 〒673-1433 加東市松尾562-1

168 畑中電器 〒679-1331 多可郡多可町加美区丹治494

169 株式会社鐵デンキ 〒679-1113 多可郡多可町中区中村町271

170 こてらでんき 〒679-1211 多可郡多可町加美区寺内98-7

171 大矢電器 〒670-0931 姫路市坂田町109

172 ラクティー　おおふじ 〒679-2112 姫路市山田町北山田294-3

173 パナライフひぐま 〒670-0806 姫路市増位新町1-8-2

174 さつき電器 〒672-8071 姫路市飾磨区構4-95

175 デンキの店　タケウチ 〒670-0042 姫路市米田町15-1 船場東ビル11号

176 もりさわ電器 〒671-2201 姫路市書写1277-6

177 有限会社ニシオデンキ 〒670-0086 姫路市田寺1-2-6

178 かわぐち電気 〒671-2201 姫路市書写49-13

179 Pit蒲田 〒671-1102 姫路市広畑区蒲田22-7

180 ヒョウゴ電器株式会社 〒670-0883 姫路市城北新町2-1-23

181 有限会社長谷川デンキ商会 〒670-0009 姫路市鍵町24

182 青田電機商会 〒670-0086 姫路市田寺3-11-22

183 株式会社タケデン 〒671-2106 姫路市夢前町莇野122

184 フタバ無線 〒672-8053 姫路市飾磨区栄町25

185 岸本電機株式会社 〒672-0101 姫路市家島町真浦2375

186 株式会社ポッポ 〒672-8079 姫路市飾磨区今在家4-5



187 ヤマナ電器 〒671-1101 姫路市広畑区東夢前台4-55-8

188 株式会社パナウイングおおつ 〒671-1131 姫路市大津区天神町1-34-2

189 株式会社マルデン 〒671-1226 姫路市網干区高田267-1

190 合田電器 〒671-1257 姫路市網干区垣内本町556-1

191 有限会社ダルマヤデンキ 〒679-2161 姫路市香寺町溝口511-6

192 有限会社藤花電器 〒679-2143 姫路市香寺町中仁野150-3

193 こまだ電器 〒679-2154 姫路市香寺町相坂185

194 国光デンキ 〒670-0053 姫路市南車崎2-3-45

195 株式会社鳥本電設 〒671-2222 姫路市青山4-23-5

196 有限会社矢庭電器 〒672-8097 姫路市飾磨区山崎87-8

197 株式会社イノウエデンカ 〒672-8085 姫路市飾磨区中浜町2-50

198 テラダ電機商会 〒671-1234 姫路市網干区新在家671-2

199 株式会社三興テクニカ 〒670-0903 姫路市立町20三興ビル1F

200 戎電機産業株式会社 〒670-0051 姫路市名古山町10-7

201 有限会社丸晶電気 〒670-0096 姫路市西新在家2-2-23

202 ＬＥＴ’Ｓ　ナニワ 〒670-0083 姫路市辻井8-15-20

203 ＬＥＴ’Ｓ　ＷＡＤＡ 〒670-0086 姫路市田寺3-12-1

204 サンワデンキ 〒671-2233 姫路市太市中130-3

205 株式会社美津和電器商会 〒670-0012 姫路市本町68大手前第1ビル

206 有限会社白井電化 〒672-8014 姫路市東山685-16

207 小谷電機有限会社 〒672-8023 姫路市白浜町甲330-5

208 伏見電機商会 〒671-0111 姫路市的形町的形1722-11

209 妹尾電化サービス 〒672-8015 姫路市白浜町宇佐崎北3丁目346の２

210 白浜電機株式会社 〒672-8023 姫路市白浜町乙463

211 小川商会 〒 671-0221 姫路市別所町別所４丁目54

212 ラクティー　ユーアイ 〒671-0111 姫路市的形町的形775-36

213 庄坪電機 〒679-2311 神崎郡市川町上田中147-2

214 アサノ電器 〒679-2337 神崎郡市川町屋形556

215 橋本電気設備 〒679-2211 神崎郡福崎町山崎579-14

216 パナハウスごとう電化 〒679-2212 神崎郡福崎町福田334

217 株式会社でんきや杉田 〒679-3116 神崎郡神河町寺前206-5

218 梅本電機設備株式会社 〒678-0172 赤穂市坂越2191

219 谷崎電器株式会社 〒678-1184 赤穂市有年横尾570

220 有限会社本庄電器 〒678-0205 赤穂市大町11-7

221 株式会社ヤマノデンキ 〒678-0221 赤穂市尾崎3910

222 有限会社おさべ電気 〒678-0239 赤穂市加里屋46-5

223 フジタデンキ株式会社 〒678-0214 赤穂市朝日町5-22

224 株式会社上田電気 〒678-0174 赤穂市砂子229-3



225 山本無線電機有限会社 〒678-0239 赤穂市加里屋69-20

226 有限会社清水電気商会 〒671-3201 宍粟市千種町千草87

227 たつのオーギヤ電機株式会社 〒679-4161 たつの市龍野町日山377-2

228 有限会社フクミヅデンキ 〒679-4129 たつの市龍野町堂本321

229 株式会社内海電化ハウス 〒679-4313 たつの市新宮町新宮789-10

230 合資会社フクタケ 〒679-4164 たつの市龍野町立町7

231 株式会社山根電器商会 〒679-4109 たつの市神岡町東觜崎385-1

232 村瀬電器株式会社 〒671-1535 揖保郡太子町蓮常寺2-9

233 プラス　なるみや 〒678-1231 赤穂郡上郡町上郡148-9

234 有限会社スエヒロデンキ 〒679-5523 佐用郡佐用町上月516-22

235 有限会社新光電機店 〒668-0021 豊岡市泉町10-21

236 Pit弥栄　イケダ商会　 〒668-0057 豊岡市弥栄町4-7

237 Pit若松　有限会社かとう電器 〒668-0027 豊岡市若松町4-12

238 Pit寿　有限会社ヨシオカ電機　 〒668-0024 豊岡市寿町6-13

239 有限会社豊芝電化センター 〒668-0023 豊岡市加広町4-17

240 福富電気店 〒668-0045 豊岡市城南町3-23

241 トヨデン 〒668-0045 豊岡市城南町9-7

242 中尾電器店 〒668-0843 豊岡市引野179-1

243 明和デンキ 〒669-5364 豊岡市日高町庄境99-3

244 ルミエールあかつき 〒669-5301 豊岡市日高町江原59

245 有限会社タイヨーでんき 〒668-0063 豊岡市正法寺636-1

246 三宅デンキ 〒668-0021 豊岡市泉町2-19

247 株式会社長谷川電機 〒668-0231 豊岡市出石町川原197

248 合資会社タムラ電器商会 〒667-0311 養父市大屋町大屋市場383-1

249 株式会社児島屋商店 〒667-0021 養父市八鹿町八鹿933

250 Pit八鹿　有限会社飯野電器　 〒667-0021 養父市八鹿町八鹿873-1

251 有限会社天野屋ラジオ商店 〒679-3301 朝来市生野町口銀谷586

252 マツウラデンキ 〒669-5252 朝来市和田山町竹田116-1

253 ルミエールムラカミ 〒669-5203 朝来市和田山町寺谷244-1

254 有限会社安達ミシン電器 〒679-3301 朝来市生野町口銀谷720

255 吉田電機店 〒669-6401 美方郡香美町香住区無南垣193-8

256 井上電器店 〒669-6402 美方郡香美町香住区訓谷130

257 桑原電気 〒669-6941 美方郡新温泉町千原636

258 株式会社ニシムラ百貨店 〒669-6801 美方郡新温泉町井土16-1

259 有限会社いまき 〒669-6702 美方郡新温泉町浜坂2346-3

260 ニシムラでんき 〒669-6821 美方郡新温泉町湯69-1

261 ルミエール　きたむら 〒669-2323 丹波篠山市立町45-1

262 たなかでんき 〒669-2122 丹波篠山市波賀野新田160



263 イマイ無線電器 〒669-2341 丹波篠山市郡家130-17

264 ヤマデン 〒669-2734 丹波篠山市宮田219-1

265 有限会社もりでんき 〒669-2212 丹波篠山市大沢483-7

266 中野電気 〒669-2321 丹波篠山市黒岡1054-3

267 アトム氷上店　Ｌｅｔ’ｓよしずみ 〒669-3601 丹波市氷上町成松317

268 アダチ電化サービス 〒669-3831 丹波市青垣町市原924-3

269 ルミエ－ル　タカセ 〒669-3131 丹波市山南町谷川466-2

270 中岡電化設備建設 〒669-3145 丹波市山南町野坂213-9

271 電化ランドおおつき 〒669-4132 丹波市春日町野村2001-1

272 山本電気商会 〒669-4324 丹波市市島町市島327-11

273 平田電気 〒669-4302 丹波市市島町中竹田708

274 ロータリーチェーン　春日店 〒669-4132 丹波市春日町野村2468

275 でんデンキ 〒669-3315 丹波市柏原町大新屋656-1

276 ロータリーミシン電業株式会社 〒669-3601 丹波市氷上町成松332

277 コトブキ電化販売株式会社 〒656-0053 洲本市上物部2-2-70

278 双葉電化 〒656-0502 南あわじ市福良乙528

279 電気の店くろだ 〒656-0501 南あわじ市福良甲512-109

280 辻西電化センター 〒656-0401 南あわじ市市十一ヶ所297-4

281 三和商事株式会社　 〒656-0405 南あわじ市榎列大榎列738

282 喜田電気商会 〒656-0661 南あわじ市阿那賀1396-1

283 有限会社前川電機商会 〒656-0305 南あわじ市松帆北浜12-1

284 淡路屋商店 〒656-2131 淡路市志筑2840-8

285 つるでん株式会社 〒656-2132 淡路市志筑新島10-5

286 川越電機商会 〒656-2131 淡路市志筑1890-1

287 パナペップハルイ 〒656-2302 淡路市大磯11-8

288 Skipセゴウ 〒656-2311 淡路市久留麻1820-12

289 Friendsやまと 〒 656-1711 淡路市富島1275

290 井筒屋 〒 656-2333 淡路市下田138


