2017年11月20日

NEWS RELEASE

スマートハウスのことなら『スマートマスター』におまかせください

11/1付にて、新たに970名が資格を取得

すべての都道府県、全国623の店舗などでスマートマスターが活躍
一般財団法人家電製品協会は、本年9月に実施された全国統一認定試験の結果、11月1日付にて、新たに970名
の「スマートマスター」が誕生しました。創設2年目となるスマートマスター資格保有者数は今回の合格者を含め
計3,895名となりました。なお、これらのスマートマスターは、11月1日現在、全国623箇所の店舗･オフィスなど
に在籍し、スマートハウスに関連する「建築」や「リフォーム」、｢発電･蓄電を含めたエネルギーマネジメントと
家電ネットワークの構築」など、消費者の皆さまからのご相談やご注文に対応できる体制が整いました。
家電製品協会では、主催の認定センターのホームページにて「スマートマスターがいるお店・オフィス」を都道
府県別に公開しています。スマートハウスに関することはもちろん、「先進のリフォーム」、IoTやAI等と家電に
よる「くらしのサポート」などに関するご相談にも、ぜひ、お近くのスマートマスターをお訪ねください。

家電製品協会認定センターのホームページ (http://www.aeha.or.jp/nintei-center/)にて

「スマートマスターがいるお店・オフィス」 を一挙公開
なお、上記のお店・オフィス側でも、「登録証(※1

ステッカー)」や「のぼり(※2)」を掲げるなどの工夫をして

お客様をお迎えいたします。

認定証 (イメージサンプル)

※１

登録証(ステッカー)

※2

店頭用のぼり

最近、スマートハウスという言葉をよく耳にしますが、スマートハウスの構築には、「家の構造や断熱性能」、

｢新エネルギー・蓄電」、「家中のエネルギー・マネジメント・システム(HEMS)」さらには「健康やセキュリ
ティの管理など、IoTやAIといった先進技術を活用した新たなサービス」など、様々な技術と製品をお客様のニー
ズに沿って組み合わせていく高度な知識とスキルを要します。これら複雑に絡み合った内容を正しく理解し、お客
様への提案力をもった人材、それが「スマートマスター」です。(詳しくは次ページ以降の資料をご参照ください)
【本件に関するお問合わせ先】
一般財団法人家電製品協会 認定センターTEL:03-6741-5609 FAX:03-3595-0766
Mail:nintei-info@aeha.or.jp
ホームページ: http://www.aeha.or.jp/nintei-center/

＜参考資料 １＞

■ スマートハウスってどんな住まい？
暮らす人の幸せを追求する住まい、それがスマートハウスです。
スマートハウスという言葉を最近、よく耳にしませんか？スマートハウスによって私たちの暮らしはどう変
わるのでしょうか？スマートハウスが目指すものは大きく分けてふたつあります。ひとつはご家庭のエネル
ギーを「創る」「蓄える」「省エネする」ことで、実質的にエネルギーの消費を抑えること。もうひとつは
お年寄りからお子さままで、すべての人がより安心して快適に暮らせるお手伝いをすることです。暮らす人
の幸せを追求する住まい、それがスマートハウスです。
スマートハウスが目指すふたつのこと
➊ 住まいの構造・断熱性能の確保、創エネ・蓄エネ・省エネによるエネルギーマネジメントの徹底などに
より、実質的なエネルギーの消費を抑制できる住まい「ZEH ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」を目指
します。
【Point】「ZEH ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」はエネルギー問題（化石燃料依存が高止まり）に対
応すると同時に、新たに発効されたCOP21パリ協定における「CO2排出量削減目標（2030年に2013年比
▲26％）の達成」に向けた具体的な施策のひとつになっています。

➋ IoT、AI、ビッグデータ、ロボットなどの先進技術を活用し、これまで単独で活用されてきた機器や
サービスが相互につながり連携しあることで、新たな利便性・安全性・快適性を暮らしに届けます。
【Point】少子高齢化に伴う「独居老人の見守り」や「介護問題」、さらにはご家庭における「健康管理」
や「防犯・防災」など、社会・暮らしの課題解決を目指します。

スマートハウスのさまざまな機能やサービスで暮らしが変わる。

エネルギーマネジメントサービス
・電気使用量、電気料金モニター
・エアコン／換気扇／照明／ブラインド協調省エネ運転
・契約電力デマンド制御
ホームセキュリティーサービス
・防火（火災、ガス漏れ、漏電監視）
・防災（漏水検知、地震対応、凍結防止）
・防犯（訪問者管理、侵入者防止）
機器リモートメンテナンスサービス
・宅内機器遠隔故障診断・保守
・宅内機器運転遠隔コンサルタント
出典：神奈川工科大学HEMS認証支援センター

快適生活支援サービス
・ブラインド／換気扇／照明の集中操作
・宅内機器スケジュール運転（予冷、予熱）

ホームヘルスケアサービス
・健康管理サービス
（病院、健康アドバイス会社）
・高齢者生活ケアサービス
・在宅医療機器監視・制御
モバイルサービス
・宅内機器運転状況遠隔モニター
・宅内機器遠隔操作、施錠操作
・訪問者、高齢者生活状況遠隔モニター

＜参考資料 ２＞

■ スマートマスターってどんな人？
あなたのスマートハウスづくりをお手伝いするプロフェッショナルです。
スマートマスターは、当協会が実施する資格試験に合格したスマートハウスのプロフェッショナルです。
スマートハウスとひと言でいっても、それぞれの住まいによって必要な設備やサービスが異なり、スマート
ハウスのカタチはさまざまです。スマートマスターは住まいの構造から家電製品や住宅設備、さらには省エ
ネ管理まで、豊富な知識を活かし、あなたの住まいに合ったスマートハウスづくりをサポートします。
スマートマスターってこんな人！（スマートマスター認定要件）
・スマートハウスのメリットや将来性を分かり易く説明できる
・住宅設備など、省エネ関連製品の知識が豊富である
・「ZEHネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」について熟知している
・住まいのリフォームについて十分な知識がある
・HEMSについて、その機能や受けられるサービスを説明できる
・家電製品の基礎知識からトレンドまでを理解し、相談者に合った製品選びをサポートできる
・スマートハウスに関連する法規やルールを熟知し、しっかり説明できる

【お役立ち事例】こんなとき、ぜひスマートマスターにご相談ください！
住まいを新築したい、リフォームしたい
・新築する住まいをスマートハウスにしたい
・いまの住まいをリフォームしてスマートハウスにしたい
・「ZEH ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」を建てたい
・高齢の両親が快適に暮らせる住まいにリフォームしたい
・改築から家電のネットワークまでまるごとまかせたい
等々
もっと省エネしたい
・設置済みの太陽光発電をもっと有効に活用したい
・HEMSを設置して、住まいのエネルギーを管理したい
・地球にやさしい住まいで暮らしたい
等々
もっと快適に暮らしたい
・家電同士をつないで、もっと便利に使いたい
・省エネでしかも暖かい、そんな住まいで暮らしたい
・一人暮らしの親が心配！離れていても見守りはできる？
等々
あれが知りたい、これを教えて！
・スマートハウスの話しを聞いてみたい
・「ZEH ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」ってどんな住まい？
・エネルギーの創・蓄・省って何？教えてほしい
・将来建てるスマートハウスでも使える家電製品を選びたい
等々

＜参考資料 ３＞
■ スマートマスター』試験概要
1.受験資格

：
2.試験スケジュール ：
3.試験科目
：

なし

4.資格の有効期限

：

資格交付日より5年間 （資格更新制度あり）

5.受験料

：

9,230円（税込・２科目受験）--- １科目受験の場合は6,180円（税込）

毎年年2回（9月・3月）実施 --- 次回は2017年9月3日(日)・6日(水)
試験科目は「スマートハウスの基礎」および「家電製品の基礎」の2科目

■ スマートマスター』資格 学習用テキスト
著

編：一般財団法人家電製品協会

発

行：株式会社NHK出版

仕

様：B5版並製／４８８ページ（オール2色）

定

価：本体3,800円 ＋ 税

発

売：2017年4月25日 (第2版）
初の問題集も同時発刊
(定価1,800円)

■ スマートマスターの社会的認知の促進を目的に、TV-CMなどを積極的に推進しています。
以下のTV-CMのほか、各種メディアへの報道、SNSの活用などを実施いたします。
提供番組

「NEWS２３」

（１）対象放送局
ＴＢＳ系列全国28局ネット（※１）

（※１：秋田県・福井県・徳島県・佐賀県は含まず。）
（２）本CMの放映日 (予定)
11月／2日（木）・8日（水）・16日（木）・24日（金）
12月／4日（月）・８日（金）・14日（木）・20日（水）

(4回)
(4回)

（３）番組の放映時間
月曜日から木曜日

ＰＭ11:00～ＰＭ11:56

金曜日

ＰＭ11:00～ＡＭ00:15

■一般財団法人 家電製品協会

概要

家電製品協会は、人々の身近にあり日々進化する多種多様な家電製品の安全性の向上、アフターサービスの充実、
製造物責任に関する検討、さらには、環境問題と密接なかかわりをもつ使用済み家電製品対策、省エネルギー・
省資源対策など、家電製品に共通する諸問題を総合的に捉え、調査・研究と政策の立案、実施を行っています。
また、同協会認定センターでは、複雑かつ高度に発展する家電製品について、ご購入やご使用の場面でお客様の
よき案内役となる人材（アドバイザー）と各機器のセットアップから問題発生時のトラブルシューティングを
担う人材（エンジニア）を豊富な学習カリキュラムと厳正な試験により認定する資格制度の企画運営を行ってい
ます。 これら資格制度は2001年の発足以来、延べ約16万人の資格取得者を輩出しています。

スマートマスターがいるお店

一覧

あなたの街のスマートマスターをお探しください
※このリストは2017年11月10日現在の状況です。今後この情報は、毎月末にHPで更新する予定です。
※法人名・店舗名／所在地／電話番号の順で記載をしています。
北海道
(株）伊藤電機商会

登別市富士町

0143-88-1222

（株）ベスト電器ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ札幌北33条店

札幌市北区北33条西

011-708-4147

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ旭川大雪通店

旭川市大雪通

0166-20-1113

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ札幌琴似店

札幌市西区二十四軒二条

011-622-8803

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ札幌本店

札幌市中央区北一条西

011-205-8001

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew帯広西五条店

帯広市西5条南

0155-66-6604

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew北見店

北見市西三輪

0157-66-5570

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew函館本店

函館市美原

0138-34-3111

笹木産業(株）

滝川市流通団地

0125-22-1379

100満ボルト旭川本店

旭川市西御料五条

0166-60-8880

100満ボルト旭川永山店

旭川市永山二条

0166-49-2700

100満ボルト帯広本店

帯広市稲田町南9線西

0155-48-3939

100満ボルト帯広西店

帯広市西二十二条南

0155-37-1139

100満ボルト 北見本店

北見市中央三輪

0157-66-1399

100満ボルト釧路店

釧路郡釧路町木場

0154-39-3300

100満ボルト札幌清田店

札幌市清田区真栄

011-889-6100

ベスト電器 川沿店

札幌市南区川沿5条

011-573-4147

ベスト電器 函館店

函館市昭和

0138-41-1000

(有）中森電器

留萌市南町

0164-42-2148

青森県
(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ青森本店

青森市第二問屋町

017-762-2900

秋田県
(株）コジマ コジマ×ビックカメラ卸団地店

秋田市卸町

018-883-1661

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ秋田御所野店

秋田市御所野堤台

018-825-3010

秋田県
(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞにかほ店

にかほ市平沢字中谷地

0184-44-8500

岩手県
(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ遠野店

遠野市松崎町白岩19地割

0198-68-3003

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ盛岡北店

盛岡市青山

019-603-8010

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew盛岡本店

盛岡市北飯岡

019-656-5200

ヤマダ・ウッドハウス 盛岡店

盛岡市北飯岡

019-656-4466

宮城県
(株）コジマ コジマ×ビックカメラ イオンモール名取店

名取市杜せきのした

022-784-1220

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ石巻店

石巻市恵み野

0225-21-5430

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ佐沼店

登米市南方町新島前

0220-21-6370

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ多賀城店

多賀城市町前

022-361-5788

(株)ヤマダ電機ﾔﾏﾀﾞｱｳﾄﾚｯﾄ太白店

仙台市太白区鈎取本町

022-398-4651

ミヤデンとうほく

仙台市若林区木ノ下

022-257-5428

(有）目黒電化

仙台市太白区青山

022-229-7431

気仙沼市上田中

0226-22-1072

(有）ナカデンキ

山形県
(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew寒河江店

寒河江市新山

0237-85-0391

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ山形上山店

上山市仙石

023-664-0691

ジョーシン米沢店

米沢市成島町

0238-21-2511

ジョーシン山形嶋店

山形市嶋北

023-682-7411

福島県
(株）コジマ コジマ×ビックカメラいわき店

いわき市平菱川町

0246-37-5588

(株）コジマ コジマ×ビックカメラ会津若松店

会津若松市花春町

0242-28-7711

コジマ NEW白河店

白河市北真舟

0248-31-2401

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ会津若松店

会津若松市町北町大字上荒久田字村北 0242-37-1390

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ郡山本店

郡山市喜久田町字四十坦

024-926-1001

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ福島店

福島市御山三本松

024-528-8711

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ福島南店

福島市太平寺字坿屋敷

024-563-3005

茨城県
(株）セイエーデンキ

土浦市神立中央

029-831-2016

茨城県
（有）光電社

日立市十王町友部東

0294-39-2067

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ水戸本店

水戸市笠原町

029-305-7751

栃木県
(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ宇都宮本店

宇都宮市元今泉

028-639-0161

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ宇都宮南店

宇都宮市江曽島本町

028-684-0150

群馬県
(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ伊勢崎店

伊勢崎市韮塚町

0270-20-5266

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ駒形ﾊﾞｲﾊﾟｽ店

前橋市小屋原町

027-225-8050

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ渋川店

渋川市有馬

0279-24-7766

(株)ヤマダ電機LABI1高崎

高崎市栄町

027-345-8811

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew藤岡店

藤岡市中栗須

0274-40-2362

ヤマダ・ウッドハウス 太田店

太田市飯塚町

0276-30-0105

埼玉県
Ｓ-ＬＩＮＫやまき

日高市高萩東

042-989-2378

S-LINK スター岩槻東町店

さいたま市岩槻区東町

048-872-7981

エンドーデンキ仲町本店

さいたま市浦和区仲町

048-822-6428

㈱エディオン 秩父店

秩父市大野原字宿東

0494-27-1611

(株）コジマ コジマ×ビックカメラ新座店

新座市野火止

048-482-9900

（株）ベスト電器 テックランド狭山富士見店

狭山市富士見

04-2956-3288

（株）ベスト電器 テックランド深谷店

深谷市上柴町西

048-572-4626

(株)ヤマダ電機家電住まいる館YAMADA入間店

入間市東藤沢

04-2965-7266

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ浦和店

さいたま市緑区中尾

048-810-1471

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ大宮宮前本店

さいたま市西区宮前町

048-620-2210

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ久喜店

久喜市久喜北

0480-23-7767

（株）ヤマダ電機 ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ坂戸店

坂戸市八幡

049-288-6680

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ狭山店

狭山市上奥富

04-2969-1150

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew川越店

川越市氷川町

049-299-8460

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew新座野火止店

新座市野火止

048-423-7211

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ花園ｲﾝﾀｰ店

深谷市小前田字塚屋

048-598-4550

埼玉県
ジョーシンアウトレット所沢店

所沢市宮本町

04ｰ2925-1911

ジョーシンアリオ川口店

川口市並木元町

048-257-4811

ジョーシン浦和美園イオンモール店

さいたま市緑区大字大門

048-878-7311

ジョーシン北本店

北本市中丸

048-590-3811

ジョーシン鴻巣店

鴻巣市袋

048-549-3811

ジョーシンこしがや店

越谷市神明町

048-966-1221

ジョーシン狭山イオン店

狭山市上奥富

04ｰ2952-1611

ジョーシン草加まつばら店

草加市草加

048-944-9411

ジョーシン羽生イオンモール店

羽生市川崎

048-563-3141

ジョーシンサービス㈱ 埼玉サービスセンター

春日部市増戸

048-752-0311

ミカテック

さいたま市北区奈良町

048-664-7068

東京都
イッツ・コミュニケーションズ

世田谷区玉川

03-6732-7338

(株）協和エクシオ

渋谷区渋谷

03-5778-1051

(株）コジマ コジマ×ビックカメラ福生店

福生市本町

042-539-3711

杉並区荻窪

03-6915-1447

(株）高坂デンキ商会

調布市国領町

042-486-7671

(株）タニグチ

足立区弘道

03-3889-8226

(株）ブレインワークス

品川区西五反田

03-5759-5066

（株）ベスト電器 テックランド小金井店

小金井市本町

042-382-5111

(株）ﾔﾏﾀﾞ・ｴｽﾊﾞｲｴﾙﾎｰﾑ東京支店八王子展示場

八王子市大谷町

042-642-7571

(株)ヤマダ電機Concept LABI TOKYO

中央区八重洲

03-3510-9098

（株）ヤマダ電機 ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ昭島店

昭島市松原町

042-519-2960

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew八王子別所店

八王子市別所

042-678-7080

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ練馬本店

練馬区南田中

03-5910-7688

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ東大和店

東大和市清水

042-516-8831

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ東京本店

世田谷区上北沢

03-5316-7070

（株）ヤマダ電機 LABI品川大井町

品川区東大井

03-5479-7600

(株)ヤマダ電機LABI新宿西口館

新宿区西新宿

03-5339-0511

(株）ジャパンエコロジー

東京都
(株)ヤマダ電機LABI新橋

港区新橋

03-3580-7151

(株)ヤマダ電機LABI LIFE SELECT 立川

立川市曙町

042-529-3611

桜総合管理（株）

多摩市鶴牧

042-339-5811

ジョーシン板橋前野店

板橋区前野町

03-3967-3511

ジョーシン王子店

北区堀船

03-5959-2311

ジョーシン西東京保谷店

西東京市保谷町

042-462-0711

ジョーシンアウトレット三鷹店

三鷹市野崎

0422-31-6251

ジョーシンつるかわ店

町田市金井

042-734-4751

ジョーシンサービス㈱ 西東京サービスセンター

小金井市梶野町

0422-36-2411

ジョーシンサービス㈱ 東東京サービスセンター

足立区千住関屋町

03-3881-2611

ジョーシンサービス㈱ビジネス開発 東京営業所

小金井市梶野町

0422-36-2411

でんかのヤマグチ 根岸店

町田市根岸

042-793-1348

でんかのヤマグチ 修理処

町田市忠生

042-793-4698

世田谷区代田

03-3411-2723

山菱電器産業（株）

千葉県
(株）ビックカメラ 柏店

柏市柏

04-7165-1111

(株）ビーテック

松戸市松飛台

047-389-2296

（株）ベスト電器 テックランド千城台店

千葉市若葉区千城台北

043-306-0055

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ大網白里店

大網白里市駒込字中弐町五反

0475-78-3191

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ流山店

流山市大字木

04-7199-3691

(株)ヤマダ電機LABI津田沼

習志野市谷津

047-470-0211

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew蘇我本店

千葉市中央区川崎町

043-239-2011

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew成田店

成田市ウイング土屋

0476-33-7721

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew幕張本店

千葉市花見川区幕張町

043-351-8211

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ銚子店

銚子市三崎町

0479-26-3831

(株)ヤマダ電機ﾔﾏﾀﾞｱｳﾄﾚｯﾄ千葉旭店

旭市

0479-85-7780

ジョーシン市川大野店

市川市大野町

047-303-6811

ジョーシン流山店

流山市向小金

04-7141-6251

ヤマダ・ウッドハウス 茂原店

茂原市高師

0475-27-5433

千葉県
(有）石井電化センター

富津市二間塚

0439-87-4709

神奈川県
(株）スカイテック

横浜市都筑区池辺町

045-933-2721

（株）ベスト電器 テックランド溝の口店

川崎市高津区溝口

044-829-6661

(株）ﾔﾏﾀﾞ・ｴｽﾊﾞｲｴﾙﾎｰﾑ横浜支店 新百合ヶ丘展示場

川崎市麻生区万福寺

044-969-7086

(株)ヤマダ電機家電住まいる館YAMADA鴨宮店

小田原市鴨宮

0465-48-6122

(株)ヤマダ電機家電住まいる館YAMADA新山下店

横浜市中区新山下

045-628-7633

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ新山下店

横浜市中区新山下

045-628-7633

(株)ヤマダ電機 ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew港北ｾﾝﾀｰ本店

横浜市都筑区中川中央

045-442-9051

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew座間店

座間市ひばりが丘

046-257-8880

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ茅ヶ崎店

茅ヶ崎市新栄町

0467-83-4500

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞﾆﾄﾘﾓｰﾙ相模原店

相模原市南区大野台

042-704-8380

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ平塚店

平塚市田村

0463-51-1500

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ大和店

大和市下鶴間

046-271-3056

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ横浜泉店

横浜市泉区上飯田町

045-806-1151

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ横浜本店

横浜市港南区下永谷

045-820-5656

(株）ワイジーオー

平塚市平塚

0463-31-9009

ジョーシン厚木下荻野店

厚木市下荻野

046-243-2811

ジョーシン港北インター店

横浜市都筑区折本町

045-478-0611

ジョーシン相模原小山店

相模原市中央区小山

042-770-1511

ジョーシンサービス㈱ 神奈川サービスセンター

川崎市幸区南加瀬

044-580-3611

ベスト電器 ショッパーズプラザ横須賀店

横須賀市本町

046-829-1147

長野県
川中島建設（株）

長野市篠ノ井布施高田

026-292-1341

㈱エディオン 駒ヶ根店

駒ヶ根市南田

0265-83-9881

（株）ベスト電器 テックランドアイシティ松本店

東筑摩郡山形村

0263-97-3155

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ岡谷店

岡谷市長地源

0266-26-4611

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ千曲店

千曲市大字寂蒔（じゃくまく）

026-214-2202

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ茅野店

茅野市塚原

0266-73-1530

長野県
(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ長野本店

長野市大字高田

026-251-0551

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew上田本店

上田市古里字大畑

0268-26-5735

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNewSBC通り本店

長野市吉田

026-215-1056

ジョーシン長野インター店

長野市篠ノ井杵淵

026-293-6811

山梨県
(株)ヤマダ電機ﾔﾏﾀﾞｱｳﾄﾚｯﾄ館甲府店

甲府市蓬沢町

055-236-5070

静岡県
アオイ家電㈱

静岡市葵区羽鳥

054-278-7620

アトム栄町店・（有）日建電業社

焼津市栄町

054-628-3346

ALPHAいとう

浜松市東区上石田町

053-433-6488

㈱エディオン 浜松和田店

浜松市東区和田町

053-411-6311

㈱エディオン 藤枝店

藤枝市築地

054-647-1411

(株）ﾔﾏﾀﾞ・ｴｽﾊﾞｲｴﾙﾎｰﾑ静岡支店 浜松展示場

浜松市南区青屋町

053-411-3481

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ静岡国吉田店

静岡市駿河区国吉田

054-267-3911

（株）ヤマダ電機 ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ沼津店

沼津市岡宮字寺林

055-920-7211

ベスト電器 西伊豆店

賀茂郡西伊豆町仁科

0558-52-0930

ジョーシン焼津インター店

焼津市越後島

054-626-2211

愛知県
㈱エディオン 新瑞橋店

名古屋市南区駈上

052-819-2811

㈱エディオン 一宮西店

一宮市八幡

0586-47-0371

㈱エディオン 一宮本店

一宮市緑

0586-75-2311

㈱エディオン岡崎本店

岡崎市上六名町字宮前

0564-59-3725

㈱エディオン 春日井サービスセンター

春日井市篠木町

0568-84-7781

㈱エディオン 蒲郡店

蒲郡市港町

0533-67-7261

㈱エディオン 小牧インター店

小牧市大字村中

0568-75-4261

㈱エディオン 高辻シャンピアポート店

名古屋市昭和区金

052-884-8511

㈱エディオン 常滑店

常滑市大鳥町

0569-36-0611

㈱エディオン 豊橋店

豊橋市前田南町

0532-51-5211

㈱エディオン 豊田大林店

豊田市大林町

0565-74-3161

愛知県
㈱エディオン 豊田本店

豊田市三軒町

0565-37-9111

㈱エディオン 名古屋本店

名古屋市中村区名駅南

052-589-3500

㈱エディオン 西尾店

西尾市矢曽根町長配

0563-57-8211

㈱エディオン メッツ大曽根店

名古屋市東区矢田

052-725-2311

(株）ﾔﾏﾀﾞ・ｴｽﾊﾞｲｴﾙホーム中部支店一宮展示場

一宮市丹陽町五日市場字本地

0586-76-5351

(株）ﾔﾏﾀﾞ・ｴｽﾊﾞｲｴﾙﾎｰﾑ中部支店岡崎中日展示場

岡崎市昭和町木舟

0564-32-6131

(株）ﾔﾏﾀﾞ・ｴｽﾊﾞｲｴﾙﾎｰﾑ中部支店春日井展示場

春日井市西山町

0568-83-5761

(株）ﾔﾏﾀﾞ・ｴｽﾊﾞｲｴﾙﾎｰﾑ中部支店半田展示場

半田市榎下町

0569-23-7333

(株）ﾔﾏﾀﾞ・ｴｽﾊﾞｲｴﾙﾎｰﾑ中部支店港展示場

名古屋市港区港明

052-659-1771

(株）ﾔﾏﾀﾞ・ｴｽﾊﾞｲｴﾙﾎｰﾑ中部支店日進展示場

日進市梅森町西田面

052-805-8190

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ安城店

安城市尾崎町上大縄

0566-91-6851

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ一宮店

一宮市下沼町

0586-26-2121

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ名古屋本店

名古屋市中川区昭明町

052-659-6880

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew岡崎本店

岡崎市大平町堤下

0564-66-0280

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew春日井店

春日井市鳥居松町

0568-86-4321

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ星ヶ丘店

名古屋市千種区星が丘

052-788-2591

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ守山店

名古屋市守山区深沢

052-739-2688

(株)ヤマダ電機LABI名古屋

名古屋市中村区名駅

052-533-3711

シーエスグループ本部合資会社

名古屋市中村区名駅南

052-380-9388

ジョーシンアピタ長久手店

長久手市戸田谷

0561-65-0211

ジョーシン一宮尾西店

一宮市篭屋

0586-46-2611

ジョーシン大高イオンモール店

名古屋市緑区南大高

052-623-7411

ジョーシン稲沢店

稲沢市長野

0587-22-3111

ジョーシン高蔵寺店

春日井市中央台

0568-91-8611

ジョーシン白土店

名古屋市緑区白土

052-878-2411

ジョーシン新安城店

安城市住吉町荒曽根

0566-97-8211

ジョーシン豊川店

豊川市正岡町池田

0533-83-5511

ジョーシン名古屋みなとイオンモール店

名古屋市港区品川町

052-654-7011

ジョーシン鳴海店

名古屋市緑区浦里

052-892-6811

愛知県
ジョーシン小牧店

小牧市郷中

0568-71-5911

ジョーシン半田店

半田市浜田町

0569-26-1811

ジョーシンサービス㈱ 名古屋サービスセンター

稲沢市下津下町西

0587-32-4411

ジョーシンサービス㈱ 名古屋南サービスセンター

東海市南柴田町リﾉ割

052-689-0411

ヤマダ・ウッドハウス 豊橋中日ハウジングセンター店

豊川市篠束町仲堀

0533-73-3911

(有)ナショナルヤガタ東山

長久手市久保山

0561-62-6131

岐阜県
㈱エディオン 関店

関市池田町

0575-21-5051

㈱エディオン 可児今渡店

可児市今渡

0574-60-5011

㈱エディオン 高山店

高山市上岡本町

0577-32-7071

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ可児店

可児市中恵土

0574-60-3550

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ岐阜長良店

岐阜市長良東

058-296-4511

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ岐阜本店

岐阜市薮田南

058-268-7001

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ瑞浪店

瑞浪市土岐町

0572-66-2688

ジョーシン各務原イオンモール店

各務原市那加萱場町

058-389-5521

ジョーシン大垣イオンモール店

大垣市外野

0584-89-0771

ジョーシン岐阜カラフルタウン店

岐阜市柳津町丸野

058-388-9911

ジョーシン岐阜羽島店

羽島市小熊町島

058-393-3611

ジョーシン多治見店

多治見市上山町

0572-25-6601

ジョーシン瑞穂店

瑞穂市穂積字タリ

058-327-1911

三重県
㈱エディオン イオンモール鈴鹿店

鈴鹿市庄野羽山

059-375-4677

㈱エディオン 伊勢店

伊勢市上地町

0596-21-5031

㈱エディオン 津南店

津市高茶屋小森上野町

059-238-6133

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ四日市店

四日市市十七軒町

059-350-2111

(株）ZTV

津市あのつ台

059-236-5111

彩電館たかはし

いなべ市北勢町阿下喜

0594-72-2232

ジョーシン伊勢ララパーク店

伊勢市小木町字曽祢

0596-36-9211

ジョーシン鈴鹿店

鈴鹿市庄野共進

059-375-1911

三重県
ジョーシン津城山イオンタウン店

津市久居小野辺町

059-254-5711

ジョーシン東員イオンモール店

員弁郡東員町大字長深字築田

0594-86-0711

ジョーシン名張店

名張市瀬古口

0595-61-2411

ジョーシン明和イオンモール店

多気郡明和町中村

0596-55-8111

ジョーシンサービス㈱ 三重サービスセンター

津市高茶屋小森町

059-238-7711

新潟県
（株）カツデン

五泉市泉町

0250-43-0454

(株）コスモデンキ ホクデン＆シンキョー店

新発田市緑町

0254-23-1145

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ柏崎店

柏崎市宝町

0257-28-5611

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ亀田店

新潟市江南区東早通

025-385-8000

（株）ヤマダ電機 ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ新発田店

新発田市中曽根町

0254-20-1120

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ上越店

上越市富岡

025-521-0455

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ新潟西店

新潟市西区小新

025-378-3611

ジョーシン柏崎店

柏崎市幸町

0257-22-0333

ジョーシン上越店

上越市藤野新田

025-522-8211

ジョーシン亀貝店

新潟市西区亀貝

025-268-0511

ジョーシン佐渡店

佐渡市市野沢

0259-57-3211

ジョーシン新発田店

新発田市舟入町

0254-23-0711

ジョーシンサービス㈱上越サービスセンター

上越市大字下荒浜

025-545-6711

ジョーシンサービス㈱ 新潟サービスセンター

新潟市南区茨曽根字関上

025-375-1511

真野電機店

三条市東三条

0256-32-5616

(有）コンドーシステム

佐渡市河原田諏訪町

0259-57-3638

上越市上中田

025-522-3433

(有）山崎ハウジング

富山県
(株）かもの ニューイングランドかもの

射水市堀岡古明神

0766-86-0230

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ小矢部店

小矢部市今石動町

0766-50-8027

ジョーシン射水店

射水市本開発

0766-55-3011

ジョーシン砺波店

砺波市太郎丸

0763-34-5811

ジョーシン富山本店

富山市田中町

076-442-2131

富山県
ジョーシン富山南店

富山市大町

076-495-9101

ジョーシン高岡店

高岡市新成町

0766-25-6003

ジョーシン立山店

中新川郡立山町利田

076-462-2711

ジョーシン魚津店

魚津市吉島

0765-22-1411

ジョーシンサービス㈱ 富山サービスセンター

富山市問屋町

076-451-3377

100満ボルトアピタ砺波店

砺波市太郎丸

0763-33-1200

100満ボルトWAO富山店

富山市布瀬町南

076-492-8800

100満ボルト高岡店

高岡市赤祖父

0766-50-9740

100満ボルト戸出店

高岡市戸出町

0766-63-3733

100満ボルト黒部店

黒部市植木

0765-32-5511

100満ボルト高岡サービスセンター

高岡市戸出町

0766-63-8122

石川県
(株)ヤマダ電機家電住まいる館YAMADA野々市店

野々市市三日市

076-294-5885

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ金沢本店

金沢市西都

076-266-8222

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ輪島店

輪島市宅田町

0768-23-0088

ジョーシン加賀店

加賀市上河崎町

0761-72-7222

ジョーシン金沢本店

金沢市戸板西

076-268-5533

ジョーシン野々市店

野々市市三納

076-246-8555

ジョーシン西金沢店

金沢市米泉町

076-249-0311

ジョーシンサービス㈱ 石川サービスセンター

金沢市駅西新町

076-223-3901

100満ボルト穴水店

鳳珠郡穴水町此木

0768-52-3900

100満ボルト金沢東店

金沢市高柳町ニ

076-252-0100

100満ボルト金沢本店

野々市市野代

076-294-1011

100満ボルト小松本店

小松市打越町イ

0761-23-7277

100満ボルト七尾店

七尾市古府町か

0767-53-0100

100満ボルト金沢直江店

金沢市直江町37街区

076-238-0100

100満ボルト羽咋宝達志水店

羽咋郡宝達志水町二口へ

0767-29-3939

100満ボルト 金沢サービスセンター

野々市市野代

076-294-0100

福井県
(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ福井大和田店

福井市大和田

0776-57-0513

ジョーシン福井本店

福井市高柳

0776-54-6800

ジョーシン敦賀店

敦賀市古田刈

0770-25-1733

ニューイングランド さんけいどう

大野市幸町

0779-66-3560

100満ボルト福井本店

福井市新保北

0776-57-1800

100満ボルト大勝店

大野市南新在家

0779-65-3039

100満ボルト福井南本店

福井市江守中町

0776-33-3577

100満ボルト越前店

越前市塚町

0778-24-5400

100満ボルト敦賀店

敦賀市木崎

0770-24-0988

100満ボルト小浜本店

小浜市府中

0770-53-3339

100満ボルト福井サービスセンター

福井市和田東

0776-23-0119

滋賀県
㈱エディオン 大津一里山店

大津市一里山

077-547-5110

㈱エディオン 東近江店

東近江市五個荘北町屋町

0748-48-8012

㈱エディオン イオンタウン湖南店

湖南市岩根

0748-72-6621

㈱エディオン 草津店

草津市西渋川

077-561-2080

㈱エディオン 東近江店

東近江市五個荘北町屋町

0748-48-8012

㈱エディオン 守山店

守山市播磨田町

077-514-1666

(株）ﾔﾏﾀﾞ・ｴｽﾊﾞｲｴﾙﾎｰﾑ草津展示場

草津市木川町

077-566-5111

ジョーシン堅田店

大津市真野

077-574-3344

ジョーシン草津店

草津市木川町

077-565-4711

ジョーシン草津イオンモール店

草津市新浜町

077-569-4611

ジョーシン守山店

守山市播磨田町

077-582-0351

ジョーシン近江八幡店

近江八幡市上田町

0748-37-8911

ジョーシン長浜店

長浜市八幡中山町

0749-62-9911

ジョーシン西大津店

大津市際川

077-510-2811

ジョーシン近江今津店

高島市今津町今津

0740-22-2911

ジョーシン東近江店

東近江市宮荘町

0748-48-5911

ジョーシン彦根店

彦根市長曽根南町

0749-23-5411

滋賀県
ジョーシン水口店

甲賀市水口町北泉

0748-63-8061

ジョーシンサービス㈱ 滋賀サービスセンター

守山市勝部

077-581-4601

ドクターコトウ

米原市野一色

0749-55-0011

京都府
エコリンクス(株）

木津川市木津川台

050-3116-6900

㈱エディオン 京都ファミリー店

京都市右京区山ﾉ内池尻町

075-325-0320

㈱エディオン 円町店

京都市中京区西ﾉ京西円町

075-467-8111

(株）電化チェリー

京都市下京区和気町

075-371-0535

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ久御山店

久世郡久御山町林八幡講

0774-48-3777

(株）ヤマダ電機 ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ舞鶴店

舞鶴市字下福井

0773-77-5761

ジョーシン桂川イオンモール店

京都市南区久世高田町

075-933-1311

ジョーシン京都１ばん館

京都市右京区西院巽町

075-323-1511

ジョーシン城陽インター店

城陽市久世荒内

0774-55-5151

ジョーシン福知山店

福知山市字岩井小字秋道

0773-24-4770

ジョーシン宇治店

宇治市宇治樋ノ尻

0774-21-9311

ジョーシン六地蔵店

宇治市六地蔵奈良町

0774-32-6301

ジョーシン長岡京店

長岡京市神足四ノ坪

075-958-2301

ジョーシン九条烏丸店

京都市南区東九条南烏丸町

075-693-5711

ジョーシン大久保バイパス店

宇治市大久保町旦椋

0774-44-1211

ジョーシン亀岡店

亀岡市余部町樋又

0771-21-0211

ジョーシン伏見店

京都市伏見区下鳥羽渡瀬町

075-605-1711

ジョーシン山科店

京都市山科区大塚北溝町

075-593-1101

ジョーシンサービス㈱ 京都サービスセンター

京都市伏見区横大路下三栖里ノ内

075-602-1800

100満ボルト舞鶴店

舞鶴市字倉谷小字森安

0773-76-1003

100満ボルト福知山店

福知山市土師宮町

0773-20-2400

大阪府
アトム電器伊賀店

羽曳野市野々上

072-953-4571

エディオン 豊南でんき館

豊中市豊南町西

06-6842-7015

㈱エディオン 門真店

門真市舟田町

072-887-7808

大阪府
㈱エディオン 京橋店

大阪市城東区蒲生

06-4225-5311

㈱エディオン くずはモール店

枚方市楠葉花園町

072-809-4711

㈱エディオン 東淡路店

大阪市東淀川区東淡路

06-6328-7211

㈱エディオン ららぽーと和泉店

和泉市あゆみ野

0725-53-4511

㈱エディオン ユニバーサルシティウォーク大阪店

大阪市此花区島屋

06-6469-1211

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ和泉中央本店

和泉市いぶき野

0725-99-8015

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞｲｵﾝ鴻池店

東大阪市鴻池町

06-6105-5009

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ高槻大塚本店

高槻市大塚町

072-662-3239

小林電気商会

八尾市南太子堂

072-923-3818

三和デンキ（株）

枚方市中宮本町

072-847-2506

ジョーシン市岡店

大阪市港区市岡

06-6571-8511

ジョーシン高槻店

高槻市大畑町

072-693-3111

ジョーシン高槻大塚店

高槻市大塚町

072-672-2911

ジョーシン新大阪店

大阪市淀川区西宮原

06-6399-7511

ジョーシンスーパーでんでんランド

大阪市浪速区日本橋

06-6633-8111

ジョーシン千里丘店

吹田市千里丘上

06-6878-9021

ジョーシンいばらき店

茨木市双葉町

072-632-8741

ジョーシン南いばらき店

茨木市沢良宜浜

072-638-8511

ジョーシン大日イオンモール店

守口市大日東町

06-4252-1411

ジョーシン寝屋川店

寝屋川市昭栄町

072-820-5611

ジョーシン東香里店

枚方市高田

072-807-2411

ジョーシン門真店

門真市大橋町

072-886-1151

ジョーシン大東店

大東市新田旭町

072-870-6711

ジョーシン鶴見店

大阪市鶴見区緑

06-6930-0021

ジョーシンホームズ寝屋川店

寝屋川市日新町

072-827-7811

ジョーシン河内長野店

河内長野市寿町

0721-52-2111

ジョーシン久宝寺店

八尾市春日町

072-922-4311

ジョーシンくずは店

枚方市楠葉並木

072-866-7311

ジョーシン蒲生店

大阪市城東区今福西

06-6936-2001

大阪府
ジョーシン四條畷イオンモール店

四條畷市砂

072-803-2111

ジョーシン吹田上新庄店

吹田市西御旅町

06-4860-7811

ジョーシン住吉店

大阪市住吉区殿辻

06-4700-3111

ジョーシン泉南イオンモール店

泉南市りんくう南浜

072-482-9911

ジョーシンせんばやし店

大阪市旭区千林

06-6955-6161

ジョーシンＪ＆Ｐテクノランド

大阪市浪速区日本橋

06-6634-1211

ジョーシン平野うりわり店

大阪市平野区瓜破

06-6701-1411

ジョーシン平野加美店

大阪市平野区加美北

06-6796-6411

ジョーシン日本橋１ばん館

大阪市浪速区日本橋

06-6634-2111

ジョーシン東大阪店

東大阪市若江西新町

06-6736-6111

ジョーシン高井田店

東大阪市高井田本通

06-6787-1811

ジョーシン外環柏原店

柏原市本郷

072-920-6011

ジョーシン外環八尾店

八尾市楽音寺

072-941-2611

ジョーシン新石切店

東大阪市弥生町

072-985-5721

ジョーシンはりなかの店

大阪市東住吉区湯里

06-6703-2211

ジョーシン光明池店

和泉市室堂町

0725-55-5411

ジョーシン鳳店

堺市西区鳳北町

072-262-5711

ジョーシン富田林店

富田林市若松町西

0721-23-3511

ジョーシン高石店

高石市西取石

072-262-2311

ジョーシン三国ヶ丘店

堺市北区百舌鳥梅北町

072-251-3011

ジョーシン南津守店

大阪市西成区南津守

06-6653-0211

ジョーシン南摂津店

摂津市鳥飼西

072-654-6611

ジョーシン美原店

堺市美原区北余部

072-369-0911

ジョーシン羽曳が丘店

羽曳野市羽曳が丘

072-956-4511

ジョーシン狭山店

大阪狭山市池之原

072-368-1621

ジョーシン堺インター店

堺市南区小代

072-292-5311

ジョーシン岸和田店

岸和田市作才町

072-437-1021

ジョーシン日根野イオンモール店

泉佐野市日根野

072-467-1411

ジョーシン枚方店

枚方市田口

072-848-1211

大阪府
ジョーシン藤井寺店

藤井寺市岡

072-938-2111

ジョーシン緑地公園店

吹田市千里山竹園

06-6330-8511

ジョーシンサービス㈱ 大阪中央サービスセンター

大阪市住之江区南港東

06-6613-1211

ジョーシンサービス㈱ 北大阪サービスセンター

高槻市竹の内町

072-672-7411

ジョーシンサービス㈱ ビジネス開発部 大阪営業所 大阪府八尾市南太子堂

072-993-9211

ジョーシンサービス㈱ 南大阪サービスセンター

岸和田市上松町

072-427-1711

ジョーシンサービス㈱ 八尾サービスセンター

八尾市南太子堂

072-993-8211

マツヤデンキ住吉店

大阪市住之江区粉浜

06-6671-0003

兵庫県
㈱エディオン 伊丹店

伊丹市北伊丹

072-772-0337

㈱エディオン 神戸北町店

神戸市北区日の峰

078-581-4541

㈱エディオン 宝塚店

宝塚市安倉西

0797-84-6801

㈱エディオン 西宮店

西宮市芦原町

0798-69-2202

㈱エディオン 姫路店

姫路市飾磨区今在家

079-231-5850

㈱エディオン 三田ウッディタウン店

三田市すずかけ台

079-553-6011

(株)ヤマダ電機ﾔﾏﾀﾞｱｳﾄﾚｯﾄ垂水店

神戸市垂水区多聞町字小束山

078-940-5405

(株）ヤマダ電機 ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew淡路店

洲本市納

0799-38-4510

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew神戸垂水本店

神戸市垂水区多聞町字小束山

078-940-5405

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ三木店

三木市大村

0794-86-6789

ジョーシンアウトレット西宮店

西宮市河原町

0798-71-1171

ジョーシン明石大久保店

明石市大久保町ゆりのき通

078-937-0811

ジョーシン尼崎杭瀬店

尼崎市梶ヶ島

06-6481-2411

ジョーシン手柄店

姫路市延末

079-225-6711

ジョーシン イオンタウン加古川店

加古川市東神吉町出河原

079-433-4711

ジョーシン淡路店

南あわじ市広田広田

0799-44-2711

ジョーシン加古川店

加古川市別府町新野辺

079-441-3411

ジョーシン川西店

川西市久代

072-758-7211

ジョーシン神戸岩岡店

神戸市西区岩岡町古郷

078-967-4711

ジョーシン神戸南イオンモール店

神戸市兵庫区中之島

078-652-5911

兵庫県
ジョーシン三宮１ばん館

神戸市中央区八幡通

078-231-2111

ジョーシン篠山店

篠山市池上

079-552-8600

ジョーシン姫路東店

姫路市楠町

079-287-2911

ジョーシン太子店

揖保郡太子町鵤

079-277-1911

ジョーシン竜野イオン店

たつの市龍野町堂本字五反田

0791-62-5311

ジョーシン丹波ゆめタウン店

丹波市氷上町本郷

0795-82-9811

ジョーシンつかしん店

尼崎市塚口本町

06-6426-2211

ジョーシン津名店

淡路市大谷

0799-60-4711

ジョーシン豊岡店

豊岡市中陰

0796-26-5211

ジョーシン社店

加東市社

0795-42-5711

ジョーシン藤原台店

神戸市北区藤原台中町

078-982-2121

ジョーシン灘店

神戸市灘区新在家南町

078-843-7711

ジョーシン名谷ダイエー店

神戸市須磨区中落合

078-793-2011

ジョーシン西脇店

西脇市小坂町

0795-25-0411

ジョーシン姫路大津イオンモール店

姫路市大津区大津町

079-238-5911

ジョーシン三木青山イオン店

三木市志染町青山

0794-87-2551

ジョーシン三田店

三田市下深田

079-563-7111

ジョーシン山崎イオン店

宍粟市山崎町中井

0790-64-3111

ジョーシン西宮ガーデンズ店

西宮市高松町

0798-68-6311

ジョーシン西宮今津店

西宮市今津港町

0798-32-8001

ジョーシン中山寺店

宝塚市中筋

0797-89-0211

ジョーシン伊丹昆陽イオンモール店

伊丹市池尻

072-778-6911

ジョーシン川西ダイエー店

川西市多田桜木

072-793-1401

ジョーシンサービス㈱ 姫路サービスセンター

揖保郡太子町老原

079-276-7111

ジョーシンサービス㈱ 加古川サービスセンター

加古川市野口町坂元

079-456-2181

ジョーシンサービス㈱ 丹波サービスセンター

丹波市柏原町上小倉

0795-72-8611

ジョーシンサービス㈱ 神戸サービスセンター

神戸市東灘区魚崎南町

078-412-2131

ジョーシンサービス㈱ 尼崎サービスセンター

尼崎市次屋

06-6496-0711

100満ボルト養父店

養父市上箇スワ田

079-663-4000

兵庫県
(有）エミヤデンキ

芦屋市前田町

0797-22-4229

奈良県
㈱エディオン おしくま店

奈良市押熊町

0742-47-9311

㈱エディオン かしはら店

橿原市曲川町

0744-21-2069

（株）ヤマダ電機 ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew奈良本店

奈良市柏木町

0742-32-5611

ジョーシン郡山イオンモール店

大和郡山市下三橋町

0743-54-8611

ジョーシン登美ヶ丘イオンモール店

生駒市鹿畑町

0743-78-1711

ジョーシン橿原店

橿原市北妙法寺町

0744-24-6601

ジョーシン郡山店

大和郡山市横田町

0743-59-2221

ジョーシン東生駒店

生駒市小明町

0743-73-8211

ジョーシン上牧店

北葛城郡上牧町大字上牧

0745-70-5711

ジョーシン桜井店

桜井市上之庄

0744-42-3151

ジョーシン新庄店

葛城市北花内

0745-69-4551

ジョーシン斑鳩店

生駒郡斑鳩町龍田西

0745-75-8111

ジョーシン富雄南イオンタウン店

奈良市石木町

0742-53-7311

ジョーシン大和高田店

大和高田市大字神楽

0745-21-5511

ジョーシン奈良店

奈良市三条大路

0742-33-2611

ジョーシンサービス㈱ 奈良サービスセンター

天理市二階堂上ノ庄町

0743-64-6711

和歌山県
(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ和歌山北店

和歌山市松江北

073-488-6377

ジョーシン岩出店

岩出市西野

0736-61-7411

ジョーシン和歌山店

和歌山市中島

073-425-1414

ジョーシン橋本店

橋本市高野口町伏原

0736-43-2351

ジョーシン田辺店

田辺市新庄町

0739-24-1924

ジョーシン和歌山北店

和歌山市平井

073-455-6111

ジョーシン御坊店

御坊市薗

0738-23-2111

ジョーシン有田川店

有田郡有田川町天満

0737-52-4911

ジョーシン海南店

海南市築地

073-483-3551

ジョーシン有田店

有田市宮崎町

0737-82-3011

和歌山県
ジョーシンサービス㈱ 和歌山サービスセンター

和歌山市中島

073-425-2411

岡山県
㈱エディオン 一宮店

岡山市北区楢津

086-284-8991

㈱エディオン 倉敷本店

倉敷市笹沖

086-422-2011

㈱エディオン 下中野店

岡山市北区下中野五ﾉ坪

086-245-0311

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew岡南本店

岡山市南区新福

086-250-7300

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ津山店

津山市河辺

0868-21-7122

シャープタカヤ電子工業(株） 矢掛事務所

小田郡矢掛町東三成

0866-83-3710

ジョーシンアリオ倉敷店

倉敷市寿町

086-435-7511

ジョーシン岡山岡南店

岡山市北区岡南町

086-212-0511

ベスト電器 岡山本店

岡山市北区下中野

086-805-0077

Ｍ-ｄｅｎねっと ビナン店

岡山市東区西大寺南

086-942-3224

（有）セノオ電器 あいでんセノオ店

真庭市上市瀬

0867-52-1495

広島県
㈱エディオン アルパーク南店

広島市西区商工センター

082-276-8111

㈱エディオン 宇品店

広島市南区宇品西

082-250-0211

㈱エディオン 尾道店

尾道市天満町

0848-23-2128

㈱エディオン 可部店

広島市安佐北区亀山

082-814-2344

㈱エディオン 呉本店

呉市西中央

0823-21-4931

㈱エディオン 沼田店

広島市安佐南区伴東

082-848-9811

㈱エディオン 広島サービスセンター

広島市安佐南区長束

082-509-1110

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ佐伯店

広島市佐伯区楽々園

082-942-2731

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ福山店

福山市明神町

084-973-9660

(株）谷川建設 広島営業所

広島市東区牛田新町

082-502-7730

パナックダイオー(ダイオー電機）

安芸郡海田町南幸町

082-822-8826

島根県
（株）ベスト電器 テックランド松江学園南店

松江市学園南

0852-31-4147

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ江津店

江津市都野津町

0855-54-3118

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew出雲店

出雲市大塚町

0853-20-7500

島根県
(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ益田店

益田市高津

0856-25-7390

100満ボルト松江本店

松江市乃白町

0852-28-6800

100満ボルト出雲店

出雲市小山町

0853-20-0801

鳥取県
(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew鳥取東店

鳥取市大杙

0857-50-0522

（株）ヤマダ電機 ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew米子店

米子市日ノ出町

0859-39-2700

100満ボルト倉吉本店（FC)

倉吉市河北町

0858-26-3131

100満ボルト米子店

米子市新開

0859-39-0100

山口県
アトム山口阿知須店 （有）岡村電器

山口市阿知須

0836-65-2172

（株）エボリューシュン

山口市吉敷下東

083-902-3535

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ下関店

下関市武久町

0832-50-1010

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ下関長府店

下関市長府才川

0832-48-3243

（株）ヤマダ電機 ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ山口本店

山口市大字黒川

083-934-5888

ベスト電器 宇部東店

宇部市東岐波字横尾頭

0836-59-0711

ベスト電器 New宇部店

宇部市小松原町

0836-37-2228

ベスト電器 山口店

山口市平井

083-924-0850

ベスト電器 ゆめシティ下関本店

下関市伊倉新町

083-251-1147

徳島県
（株）ベスト電器 テックランドマルナカ徳島店

徳島市西新浜町

088-663-9333

香川県
㈱エディオン 高松サービスセンター

高松市春日町川尻

087-841-0610

（株）ベスト電器 テックランド坂出店

坂出市入船町

0877-45-0808

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ高松春日本店

高松市春日町

087-818-0101

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ丸亀店

丸亀市田村町

0877-58-2311

愛媛県
㈱エディオン 松山本店

松山市宮西

089-933-2311

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew松山問屋町本店

松山市問屋町

089-909-6601

高知県
四国家電（株）ベスト電器高知本店

高知市知寄町

088-885-9100

四国家電（株）ベスト電器高知西店

高知市朝倉丙

088-843-1100

四国家電（株）ベスト電器野市店

香南市野市西野

0887-56-5520

四国家電（株）ベスト電器四万十店

四万十市古津賀大場

0880-35-2300

福岡県
（株）エコテックシステム

筑紫野市杉塚

092-918-7077

㈱エディオン サンリブもりつね店

北九州市小倉南区守恒

093-963-2111

㈱エディオン 福岡西店

福岡市西区福重

092-895-5111

㈱エディオン 八幡黒崎店

北九州市八幡西区東曲里町

093-642-9111

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ北九州小倉店

北九州市小倉南区葛原東

093-474-8111

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ田川店

田川市大字川宮

0947-50-6500

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ直方店

直方市大字頓野

0949-52-7000

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ福岡賀茂本店

福岡市早良区賀茂

092-874-1800

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ福岡志免本店

糟屋郡志免町南里

092-957-8500

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ福岡城南店AV生活館

福岡市城南区友泉亭

092-726-2133

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ福岡城南店ﾃﾞｼﾞﾀﾙ館

福岡市城南区友泉亭

092-726-2077

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ門司店

北九州市門司区大里本町

093-382-3866

ベスト電器 New飯塚店

飯塚市西徳前

0948-23-0575

ベスト電器 New太宰府店

太宰府市向佐野

092-921-3311

ベスト電器 直方店

直方市大字頓野

0949-28-3620

ベスト電器 行橋店

行橋市門樋町

0930-25-2720

ベスト電器 久留米本店

久留米市東合川

0942-45-3546

ベスト電器 久留米南店

久留米市本山

0942-21-0002

ベスト電器 小倉本店

北九州市小倉北区浅野

093-551-1081

ベスト電器 小倉南店

北九州市小倉南区葛原東

093-474-2200

ベスト電器 志免店

粕屋郡志免町志免中央

092-936-1371

ベスト電器 ショッパーズモール中間店

中間市上蓮花寺

093-243-2121

ベスト電器 宗像バイパス店

宗像市大字野坂

0940-34-2521

ベスト電器 那珂川店

筑紫郡那珂川町片縄

092-954-1240

福岡県
ベスト電器 メイト黒崎店

北九州市八幡西区黒崎

093-644-1700

ベスト電器 八幡本店

北九州市八幡東区東田

093-661-1001

ベスト電器 八幡西店

北九州市八幡西区八枝

093-695-2330

ベスト電器 戸畑店

北九州市戸畑区初音町

093-882-6904

ベスト電器 門司店

北九州市門司区梅ﾉ木町

093-391-7317

ベスト電器 筑紫野店

筑紫野市針摺東

092-921-0023

大分県
（株）ベスト電器 テックランドNew日田店

日田市十二町浄明寺

0973-23-8131

（株）ベスト電器 テックランドNew大分佐伯店

佐伯市鶴岡西町

0972-22-7171

ベスト電器 高城店

大分市仲西町

097-551-3800

ベスト電器 New竹田店

竹田市大字拝田原

0974-63-2850

ベスト電器 New別府店

別府市北中

0977-27-9200

100満ボルト日田店

日田市大字友田字森ﾉ木

0973-26-0100

長崎県
㈱エディオン 長崎本店

長崎市浜町

095-826-4151

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ長崎本店

長崎市三芳町

095-841-9055

ベスト電器 多良見店

諫早市多良見町市布

0957-27-2170

ベスト電器 大村店

大村市古賀島町

0957-54-5050

ベスト電器 時津店

西彼杵郡時津町浦郷蔵本

095-881-7177

ベスト電器 長崎本店

長崎市浜町

095-821-0692

ベスト電器 長崎夢彩都店

長崎市元船町

095-832-6500

ベスト電器 四ケ町店

佐世保市下京町

0956-23-1333

(有）橋川家電サービス

壱岐市郷ノ浦町片原触

0920-47-1433

佐賀県
(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ佐賀本店

佐賀市兵庫南

0952-27-0311

ベスト電器 伊万里店

伊万里市ﾆ里町八谷搦伊万里三本松 0955-22-5236

ベスト電器 江北店

杵島郡江北町大字山口三本松三

0952-86-5322

ベスト電器 佐賀大和店

佐賀市大和町尼寺

0952-64-8139

ベスト電器 佐賀本店

佐賀市兵庫北

0952-36-8200

熊本県
㈱エディオン サンリブシティくまなん店

熊本市中央区平成

096-370-6811

(株）コジマ コジマ×ビックカメラ熊本店

熊本市南区日吉

096-320-2900

(株)サンライフ21 サンエコライフ倉岳店

天草市倉岳町宮田

0969-64-2029

(株)サンライフ21 サンエコライフ天草店

天草市栄町

0969-22-7114

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew熊本春日本店

熊本市西区春日

096-355-8666

(株)ヤマダ電機九州ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ八代ｲﾝﾀｰ店

八代市西片町

0965-43-7700

サンエコライフ でんきのサントップ

合志市須屋

096-344-3951

ベスト電器 大津店

菊池郡大津町大津字鍛冶ﾉ上

096-293-8611

ベスト電器 サンロードシティ熊本店

熊本市東区東町

096-367-1167

ベスト電器 山鹿店

山鹿市方保田字鳥越

0968-44-8200

宮崎県
(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ串間店

串間市西浜

0987-55-1000

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew宮崎花ヶ島本店

宮崎市花ヶ島町瀬々町

0985-61-8033

100満ボルト宮崎東店

宮崎市新別府町麓

0985-22-4100

100満ボルト都城店

都城市吉尾町

0986-27-5252

ベスト電器 延岡店

延岡市浜町

0982-22-7722

ベスト電器 都城店

都城市栄町

0986-25-8155

鹿児島県
エディオン 鹿児島出水店

出水市向江町

0996-62-2601

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ阿久根店

阿久根市赤瀬川

0996-79-3200

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ鹿児島本店

鹿児島市新栄町

099-286-1220

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ鹿屋店

鹿屋市札元

0994-42-7231

(株)ヤマダ電機九州ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ谷山店

鹿児島市中山

099-266-5780

サツマガス工業（株）

鹿屋市旭原町

0994-43-1611

沖縄県
(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ具志川店

うるま市字前原

098-982-6000

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ名護店

名護市宮里

0980-43-5313

(株)ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ那覇本店

那覇市おもろまち

098-851-5040

ベスト電器 イオン那覇店

那覇市金城

098-859-7711

沖縄県
ベスト電器 イオン具志川店

うるま市字前原幸崎原

098-983-6700

ベスト電器 イオン名護店

名護市名護見取川原

0980-52-6180

ベスト電器 登野城店

石垣市登野城

0980-83-0380

ベスト電器 天久店

那覇市天久

098-941-2811

ベスト電器 西原インター店

浦添市当山

098-870-1110

