
 

 

キ ャ ン ペ ー ン 参 加 店 舗 一 覧 （ 市 町 村 別 ）  
 

【横浜市鶴見区】 

店舗名 住所 

㈲エコー電化 横浜市鶴見区北寺尾 7-17-11 

コバヤシ電機 横浜市鶴見区小野町 33 

㈲シンコウ電化 横浜市鶴見区潮田町 3-137-1 

㈱末広電気商会 横浜市鶴見区潮田町 4-153-1ハセビル 1Ｆ 

㈲ナカヤマ       横浜市鶴見区北寺尾 1-2-3 

日進㈱生麦店 横浜市鶴見区生麦町 4-12-6 

橋本デンキ 横浜市鶴見区市場上町 7-42 

㈲ビジネスカレント 横浜市鶴見区平安町 2-8-27 

藤田電器 横浜市鶴見区本町通 3-163-2 

㈲万全電気商会 横浜市鶴見区佃野町 22-24 

㈲矢向電気商会 横浜市鶴見区矢向 6 ｰ 11 ｰ 30 

ヤマダ電機 テックランド鶴見店 横浜市鶴見区鶴見中央 3-17-1 ｷﾘﾝ横浜鶴見 

 

【横浜市神奈川区】 

店舗名 住所 

有田電気商会 横浜市神奈川区羽沢町 1495 

㈱川戸電機 横浜市神奈川区三ツ沢中町 8 ｰ 3 

㈲倉金電気 横浜市神奈川区松見町４－９９７ 

㈲坂口電気店 横浜市神奈川区大口通 1 

㈲佐藤テレビ音響社 横浜市神奈川区片倉町 1-13-4 

㈲ジューテック      横浜市神奈川区白幡東町 4-18 

㈱電化工房フカサワ 横浜市神奈川区七島町 127 

㈱ヨネヤマ電機 横浜市神奈川区六角橋町 6-30-17 

コジマ×ビックカメラ横浜大口店 横浜市神奈川区神之木町 3-3 

 

【横浜市西区】 

店舗名 住所 

英光電機㈱ 横浜市西区平沼 1-33-16 

㈲英電舎 横浜市西区中央 2-17-2 

㈲興電社 横浜市西区伊勢町 3-138-4 

シミズ電気 横浜市西区浅間町 4-350-5 

㈲丹羽電気商会 横浜市西区戸部町 4-143 

㈲山口電気商会 横浜市西区境之谷 34 

㈲横浜テレビサービス 横浜市西区浅間町 5-382-1 

渡辺電気商会 横浜市西区中央 2-6-7 

ノジマ MARK IS みなとみらい店  横浜市西区みなとみらい 3-5-1 MARK IS みなとみらい3F 

ビックカメラ 横浜西口店 横浜市西区南幸 2-1-2 

ビックカメラ アウトレット横浜ビブレ店 横浜市西区南幸 2-15-13 横浜ビブレ 7F 
 



 

 

 
 
 
 

【横浜市中区】 

店舗名 住所 

㈲大谷商店 横浜市中区麦田町 4-107 

㈲三友テレビ 横浜市中区本牧町 2-388  

たかなしでんき 横浜市中区千代崎町 4-９８ 

(名)高橋電化サービス 横浜市中区北方町 1-74 

朋友電機商会        横浜市中区大和町 2-34 

㈱村松電気商会 横浜市中区麦田町 4-99 

㈱吉田電機 横浜市中区山元町 1-8 

ノジマ 本牧フロント店 横浜市中区小港町 2-100-4 本牧フロント 2階 

ヤマダ電機 テックランド新山下店 横浜市中区新山下一丁目 17-39 

 

【横浜市南区】 

店舗名 住所 

㈱アークランドスター 横浜市南区弘明寺町 155(ｱｰｸﾋﾙｽﾞ弘明寺内) 

㈱旭無線 横浜市南区井土ヶ谷上町 3-7 

㈲アシタテ電器 横浜市南区永田北 1-16-8 

アリス電機㈱ 横浜市南区花ノ木町 3-51 

㈲井上電機商会 横浜市南区大岡町 2-20-5 

Ｗｉｎｇキムラ 横浜市南区六ツ川 2-121-6 

ウスイ電気 横浜市南区永田東 1-3-17 

キタムラ電気商会 横浜市南区中村町 2-115-4 

熊谷電気 横浜市南区大岡 1-17-30 

㈲弘明寺電化 横浜市南区通町 4-102 

佐山電気商会      横浜市南区井土ヶ谷中町 16 

㈲渋谷電機 横浜市南区永田山王台 23-22 

東光無線     横浜市南区白妙町 1-1 

㈲細井電機商会     横浜市南区宮元町 3-50 

㈲マスカワ電器 横浜市南区庚台 22-11 

㈱ミナト電気商会 横浜市南区井戸ヶ谷上町 22-21 

安川電気商会 横浜市南区通町 2-29 

㈲山田電気商会 横浜市南区大岡 1-9-2 

㈲豊電機商会 横浜市南区清水ケ丘 169-1 

 

【横浜市保土ヶ谷区】 

店舗名 住所 

㈲イチノセ電子サービス 横浜市保土ヶ谷区上菅田町 858 

㈲イワタデンキ 横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘 1-1-1 

加藤テレビサービス社 横浜市保土ヶ谷区和田 1-11-22 

㈲三共電気商会 横浜市保土ヶ谷区和田 1-18-33 

㈲吉田電気商会 横浜市保土ヶ谷区上星川 2-1-3 

㈱若林でんき 横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町 2-108 

ノジマ 権太坂店 横浜市保土ヶ谷区権太坂 3-1-3 



 

 

 

【横浜市磯子区】 

店舗名 住所 

シンセイ電器 横浜市磯子区田中 1-26-4 

㈱ソナーズ汐見台店 横浜市磯子区汐見台１丁目６番地 

タムラ電器      横浜市磯子区西町 3-4 

㈲ツツミデンキ      横浜市磯子区丸山 2-9-6 

増田電機商会     横浜市磯子区滝頭 3-2-11 

リサイクルシュップＲ－１ 横浜市磯子区丸山 1-2-8ＳＲコーポレートビル 1階 

ヤマダ電機 テックランド磯子店 横浜市磯子区磯子 1-2-1 

 

【横浜市金沢区】 

店舗名 住所 

アズマヤ電気 横浜市金沢区富岡東 5-18-20 

㈲一之瀬電気商会 横浜市金沢区釜利谷東 4-2-9 

岩崎電器 横浜市金沢区泥亀 1-7-12 

エレックス 横浜市金沢区能見台 1-17-1 

甲斐電機商会 横浜市金沢区寺前 2-19-1 

㈲湘南電化サービス 横浜市金沢区六浦南 2-2-22 

高桑電機 横浜市金沢区六浦 4-9-1 

電化ショップヤギシタ 横浜市金沢区大通 2-9-2 

でんきのトガワ 横浜市金沢区六浦東 1-1-7 

㈱トキワ電気商会 横浜市金沢区泥亀 1-15-1 

㈱マルカネデンキ 横浜市金沢区能見台通 4-7 

㈱光森電気 横浜市金沢区釜利谷南 2-16-12 

㈲谷津坂電器 横浜市金沢区能見台通 25-4 

㈲ヤマデン 横浜市金沢区金沢町 15 

ノジマ 金沢八景店 横浜市金沢区泥亀 1-27-1 ダイエー金沢八景店 3階 

ヤマダ電機 テックランド横浜金沢店 横浜市金沢区富岡東 2-4-29 

 

【横浜市港北区】 

店舗名 住所 

㈲カワムラ電気 横浜市港北区日吉本町 4-27-45 

㈲シゲモト電気 横浜市港北区綱島西 1-12-6 

ポシェットおーくら 横浜市港北区大豆戸町 915-3藤和大倉山コープV-104 

ノジマ トレッサ横浜店 横浜市港北区師岡町 700トレッサ横浜南棟 3階 

ビックカメラ 新横浜店 横浜市港北区新横浜 2-100-45キュービックプラザ新横浜3F～9F 

ヤマダ電機 テックランド日吉東急店 横浜市港北区日吉 2-1-1 日吉東急アベニュー本館3階 

 

 

 

 



 

 

 

【横浜市戸塚区】 

店舗名 住所 

㈲カラサワ電器 横浜市戸塚区矢部町 232-9 

㈲光和家電商会 横浜市戸塚区原宿 4-1-7 

㈱東海無線電機商会 横浜市戸塚区信濃町 514-1-8-104 

㈲徳栄電機商会 横浜市戸塚区平戸 3-37-16 

㈱トツカ家電 横浜市戸塚区上倉田町 849-31 

㈲ヤマダ電器 横浜市戸塚区南舞岡 3-1-1 

ノジマ 東戸塚西口プラザ店 横浜市戸塚区川上町 87-8東戸塚西口プラザ１階 

ノジマ 戸塚モディ店 横浜市戸塚区戸塚町 10 戸塚モディ 4階 

ヤマダ電機 テックランド戸塚店 横浜市戸塚区汲沢二丁目 1-7 
 

【横浜市港南区】 

店舗名 住所 

㈱伊東電機     横浜市港南区上永谷 2-11-1-116 

栄光電子サービスキタムラ店 横浜市港南区日野南 5-47-8 

㈲新生電器 横浜市港南区港南台 4-3-9 

㈱トップス 横浜市港南区上永谷 1-1-27 

パルやまいち 横浜市港南区日限山 4-5-23 

フジ電器チェーン  ニシカタ電器 横浜市港南区日野 8-31-13(ﾌｨｰﾙﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾝｴｲ内) 

松永テレビ商会     横浜市港南区芹が谷 1-12-27 

ノジマ 港南台店 横浜市港南区日野 8-2-5 

ヤマダ電機 テックランド横浜本店 横浜市港南区下永谷 5-2-1 

ヤマダ電機 LABI上大岡 横浜市港南区上大岡西 1-18-5 
 

【横浜市旭区】 

店舗名 住所 

㈲倉野電気 横浜市旭区今宿東町 514-2 

㈱末広電気商会白根店 横浜市旭区中白根 4-17-8 

㈲二興電気商会 横浜市旭区鶴ヶ峰 1 ｰ 2 ｰ 11 

新川電器 横浜市旭区今宿南町 147 

森光電気 横浜市旭区今宿西町 477 

㈲和田電機 横浜市旭区南希望が丘 76-1 

ノジマ 横浜四季の森店 横浜市旭区上白根 3-41-1横浜四季の森フォレオ 3Ｆ 

ノジマ 希望が丘店 横浜市旭区中希望が丘 177-1 K-1ショッピングセンター3F 

ヤマダ電機 テックランド二俣川店 横浜市旭区二俣川 1-43-28 アルコットニ俣川店 5階 
 

【横浜市緑区】 

店舗名 住所 

㈲高橋電機     横浜市緑区鴨居 4-1-12 

㈲はっさく電化   横浜市緑区青砥町 851-2 

㈲フクダデンキ井上店  横浜市緑区中山町 83-12 

㈲ヤマグチ電機   横浜市緑区霧が丘 4-17-10 

㈲ヤマザキ家電 横浜市緑区中山町 83 

㈲横浜テレビ 横浜市緑区十日市場町 823-11 

ヤマダ電機 テックランド上山店 横浜市緑区上山 2-27-1 



 

 

 

【横浜市瀬谷区】 

店舗名 住所 

白川電化サービス 横浜市瀬谷区南台 2-11-6 

 

【横浜市栄区】 

店舗名 住所 

栄光電子 上郷店 横浜市栄区犬山町 30-8 

㈲末広電気本郷台店 横浜市栄区小菅ヶ谷 1-4-6 

㈲でんきのくりはら        横浜市栄区本郷台 2-31-17  

㈲ハッピーでんき 横浜市栄区上之町 8-2 

㈲ユタカ電器商会 横浜市栄区桂台西２－３－１３ 

ヤマダ電機 LABI大船 横浜市栄区笠間 2-2-1 

 

【横浜市泉区】 

店舗名 住所 

㈱アリジック 横浜市泉区新橋町 915-3 

㈲カワノテレビ商会 横浜市泉区和泉町 1440いずみマート内 

キムラ電器㈲領家店 横浜市泉区岡津町 975-3 

京栄電気商会       横浜市泉区中田東４－５９－３０ 

ヤマダ電機 テックランド横浜泉店 横浜市泉区上飯田町 3937 

 

【横浜市青葉区】 

店舗名 住所 

㈱青葉電気商会    横浜市青葉区桜台２７ー３ 

㈲さくら電気 横浜市青葉区鉄町 1027 

志村電気㈲ 横浜市青葉区若草台 5-38 

㈱松電社大場店      横浜市青葉区大場町 254 

ノジマ たまプラーザ店 横浜市青葉区美しが丘 1-2 

ヤマダ電機 テックランド青葉店 横浜市青葉区もえぎ野 2-3 

 

【横浜市都筑区】 

店舗名 住所 

㈲佐野電気商会 横浜市都筑区川和町 2296-4 

日本エコクリーン㈱ 横浜市都筑区中川 1-4-1ハウスクエア横浜 4F 

㈲わたなべ電器 横浜市都筑区荏田南 5-7-6 

ノジマ センター北店 横浜市都筑区中川中央 1-25-1ノースポート内 4F 

ノジマ ららぽーと横浜店 横浜市都筑区池辺町 4035-1ららぽーと横浜内 3階 

コジマ×ビックカメラ港北インター店 横浜市都筑区折本町 437 

コジマ×ビックカメラ港北東急 S.C.店 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 5-1 

ヤマダ電機 テックランドNew港北センター本店 横浜市都筑区中川中央二丁目 2-1 

 



 

 

【川崎市川崎区】 

店舗名 住所 

㈲ジャストイシバシ    川崎市川崎区貝塚 1-1-15 

ノジマ川崎小田栄店 川崎市川崎区小田栄 2-3-1 コーナン川崎小田栄店 2F 

ヤマダ電機 テックランド川崎店 川崎市川崎区港町 12-1 
 

【川崎市幸区】 

店舗名 住所 

㈲あおぬまでんき 川崎市幸区戸手本町 2 ｰ 228 

朝日電気河原町店 川崎市幸区河原町 1-14-130 

岩井電機商会     川崎市幸区南加瀬 3-12-1 

エレポートハタケヤマ 川崎市幸区小倉 3-29-30 

スガ電機商会 川崎市幸区北加瀬 2 ｰ 17-27 

㈲チバデンキ 川崎市幸区南加瀬 3-8-31 

㈲羽田電気商会 川崎市幸区古市場 1-29 

プラザ塚原 川崎市幸区古市場 2-102-4 

ミナミ電器商会 川崎市幸区南幸町 1-32 

ビックカメラ ラゾーナ川崎店 川崎市幸区堀川町 72-１ラゾーナ川崎プラザ 1F～4F 

ヤマダ電機 テックランドクロスガーデン川崎幸店 川崎市幸区小倉 5丁目 19番 23号 
 

【川崎市中原区】 

店舗名 住所 

㈲朝日電気商会中原店 川崎市中原区市ノ坪 675 

井田無線 川崎市中原区井田中町 25-18 

上山無線㈲ 川崎市中原区新丸子東 1 ｰ 835 

㈲エンドーデンキ 川崎市中原区小杉御殿町 2 ｰ 91 

㈲大塚電化サービス 川崎市中原区木月 2-4-19 

かしまだ電化 川崎市中原区田尻町 10-1 

㈲川崎家電 川崎市中原区木月 3-17-17 

㈱関口ホーム電化 川崎市中原区小杉御殿町 2-103 

橋本電機商会 川崎市中原区上丸子山王町 2-1367-1 

パナステーションモチダ 川崎市中原区中丸子 579 

㈱ビッグプラグ 川崎市中原区田尻町 58 

ノジマ 川崎中原店 川崎市中原区宮内 2-25-18  

ヤマダ電機 テックランド武蔵中原店 川崎市中原区下小田中 1-28-1 ﾏﾙｴﾂ中原店 3F 
 

【川崎市高津区】 

店舗名 住所 

㈲大塚電機 川崎市高津区梶ヶ谷 6-13-6 

㈱スワヤ電気 川崎市高津区二子 2 ｰ 1-12-103 

東京電化サービス 川崎市高津区溝口 2-10-20 ﾌﾚｽｺﾑﾗﾀ 102 

㈲宮内無線 川崎市高津区二子 1-2-6 

ノジマ マルイファミリー溝口店 川崎市高津区溝口 1-4-1マルイファミリー溝口内9階 

コジマ×ビックカメラ梶ヶ谷店 川崎市高津区梶ヶ谷 2-2-3 

ヤマダ電機 テックランド溝の口店 川崎市高津区溝口 1-13-5ドン・キホーテ溝ノ口駅前店4階 



 

 

【川崎市多摩区】 

店舗名 住所 

㈲朝日電気商会中野島店 川崎市多摩区生田１－11-5 

関東テレビサービス 川崎市多摩区宿河原 7-15-20 

㈱地蔵電気 川崎市多摩区南生田 2-10-2サンシャイン南生田１階 

㈲マカナエ電気       川崎市多摩区南生田 5-1-2 

ノジマ向ヶ丘店 川崎市多摩区登戸 2789ダイエー向ヶ丘店 3F 

 

【川崎市宮前区】 

店舗名 住所 

朝日電気商会サギヌマ店 川崎市宮前区鷺沼 4-2-3 

㈲杉田電機 川崎市宮前区犬蔵 3-8-11 

㈲ミヤザキ電気 川崎市宮前区平 1-1-16 

㈱宮前関口電機 川崎市宮前区小台 2-6-２ 

㈱ムラタ電商 川崎市宮前区神木本町 2-4-5 

ノジマ東名川崎店 川崎市宮前区馬絹 1980-1  

ヤマダ電機 テックランド向ヶ丘店 川崎市宮前区平 2-3-10 

 

【川崎市麻生区】 

店舗名 住所 

雨宮家庭電器㈱ 川崎市麻生区百合ヶ丘 1-16-13 

㈲タナカ電化 川崎市麻生区下麻生 3-29-6-612 

やまだ電器 川崎市麻生区岡上 106 ｰ 1 

㈲吉澤電機 川崎市麻生区百合丘 1-20-4 

 

【相模原市緑区】 

店舗名 住所 

㈲キャンディ 相模原市緑区上九沢 127 

㈲下九沢カトウ電器 相模原市緑区下九沢 1821-13 

タック 相模原市緑区与瀬 1305-2 

㈲西山電気 相模原市緑区中野 1918-1 

ノジマアリオ橋本店 相模原市緑区大山町 1-22 アリオ橋本 2階 

ノジマ NEW城山店 相模原市緑区川尻 1447-5 

コジマ×ビックカメラ橋本店 相模原市緑区西橋本 5-3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【相模原市中央区】 

店舗名 住所 

㈲愛晃電機商会 相模原市中央区水郷田名 2-19-8 

㈲いずみでんき 相模原市中央区横山 2-10-14 

㈲小野寺電気 相模原市中央区淵野辺 3-7-18 

カイ電気 相模原市中央区相生 3-12-8 

㈲カンノ電気 相模原市中央区千代田 4-7-7 

㈲くりはら電器店 相模原市中央区千代田 3-3-19 

小山電機㈱ 相模原市中央区緑が丘 1-25-24 

㈱相模家庭電気 相模原市中央区上溝 598-1 

篠崎電器サービス 相模原市中央区田名 1882-3 

㈲しみず電化    相模原市中央区田名 4387-1 

㈲チバ電器 相模原市中央区陽光台 2-15-2 

㈲デンカハウスイノウエ 相模原市中央区田名 2743-4 

パナハートアサヒ 相模原市中央区横山台 2-9-13 

㈱宝月堂 相模原市中央区上溝 6-20-9 

前田電器商会 相模原市中央区並木 2-7-5 

明正電気商会 相模原市中央区青葉 1-11-34 

㈱モアエンタープライズ 相模原市中央区横山台 2-23-26 

陽光電気商会 相模原市中央区陽光台 4-8-18 

㈱ライト 相模原市中央区中央 5-9-10 

㈲ワタナベ電化 相模原市中央区横山 2-7-18 

ノジマ 相模原本店 相模原市中央区横山 1-1-1 

コジマ×ビックカメラ相模原店 相模原市中央区共和 4-18-19 

ヤマダ電機 テックランド相模原店 相模原市中央区相模原 8-11-1 
 
【相模原市南区】 

店舗名 住所 

井上電気商会 相模原市南区下溝 691-4 

㈲大沼電気 相模原市南区西大沼 1-6-23 

佐藤電気商会 相模原市南区文京 2-19-9 

清水電気商会 相模原市南区当麻 823-2 

相武台電化㈱ 相模原市南区新磯野 1-19-14 

タムラ電気 相模原市南区大野台 6-8-19 

㈲長栄電機 相模原市南区東林間 5-17-14 

㈲てる電気商会 相模原市南区相模台 7-33-21 

㈱電化センターさがみ 相模原市南区東林間 7-12-7 

㈲でんかはうすフタバ  相模原市南区双葉 2-16-7 

永尾電化 相模原市南区若松 5-3-19 

(資)中村電気商会 相模原市南区相模台 2-3-2 

㈱日電社 相模原市南区文京 1-15-37 

㈱長谷川電機 相模原市南区新戸 2440 

八景電器店 相模原市南区下溝 1404 

㈱宝月堂大野台 相模原市南区大野台 2-4-9 

㈲細谷電気 相模原市南区古淵 3-6-8(ｱﾍﾟｯｸｽ古渕内) 

ビックカメラ 相模大野駅店 相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエアB館 6階 

ヤマダ電機 テックランドニトリモール相模原店 相模原市南区大野台 6丁目 1番 1号 

 



 

 

【横須賀市】 

店舗名 住所 

㈲アズマ電気商会 横須賀市森崎 4-8-1 

阿部電器店 横須賀市長坂 3-6-10 

イノウエデンキ 横須賀市森崎 3-1-4 

オーディオミズタニ   横須賀市池上 5-11-12 

小沢電気商会 横須賀市森崎町 2-6-16 

川口電気 横須賀市金谷 2-1-21 

共和電器 横須賀市平作 8-19-2 

㈲くりはら電機 横須賀市田浦町 3-6 

㈲洸洋電気 横須賀市鴨居 1-10-13 

㈲三進電業社 横須賀市田浦町 5-1 

㈲サンデンキ 横須賀市金谷 2-1-29 

㈲サンライズネクスト 横須賀市長井 3-44-5 

志村ラジオ商会 横須賀市芦名 2-30-3 

ジョイテック野比店 横須賀市野比 1-8-22 

㈱スセキ電気商会 横須賀市東逸見町 2-26 

㈱ゼーエーシー 横須賀市本町 2-7 

㈲大洋テレビサービス   横須賀市衣笠栄町 1-5 

武山電化センター    横須賀市林 2-7-11 

㈲千葉電機商会 横須賀市長坂 2-7-2 

㈲長坂電気 横須賀市長坂 3-11-8 

新倉電機商会 横須賀市久里浜 1-4-4 

新田無線㈲ 横須賀市池上 5-1-17(平原ﾋﾞﾙ内) 

ハイランド電器 横須賀市ハイランド 4-7-8 

ハッピー電気商会 横須賀市ハイランド 2-8-9 

㈱原商会       横須賀市大滝町 2-20 

㈱ビデオセンター横須賀 横須賀市日の出町 1-16-1 

㈲平山電気商会 横須賀市東逸見町２－２１ 

㈲広田電気商会 横須賀市大滝町 2-3 

㈱ファミリー電気商会 横須賀市森崎 1-10-4 

福音電機 横須賀市久比里 1-4-5 

藤原電気 横須賀市桜ヶ丘 1-23-15 

マキタ電器商会 横須賀市池上 4-1-4 

増山電機商会 横須賀市上町 3-39 

三角電研工業所 横須賀市追浜東町 3-27 

㈱美濃屋山村電気 横須賀市追浜町 2-64 

㈲ユーデン 横須賀市鷹取 2-5-25 

ノジマ 横須賀店 横須賀市平成町 3-28-2nojimaモール横須賀 2F 

ノジマ 野比店 横須賀市野比 1-5-1 

コジマ×ビックカメラ横須賀店 横須賀市日の出町 3-16-1 

ヤマダ電機 テックランド New横須賀店 横須賀市日の出町 3-3-3 

ヤマダ電機 テックランド久里浜店 横須賀市久里浜 7-9-1 

 

 



 

 

【平塚市】 

店舗名 住所 

α湘南よしかわ  平塚市東八幡 2-11-３ 

飯野ラジオ 平塚市西八幡 2-10-38 

㈲大竹電機 平塚市御殿 1-30-28 

カワハラ家電 平塚市徳延 201-4 

㈲かんだ電器 平塚市田村 5-5-6 

㈱グリーン電化 平塚市平塚 1 ｰ 22 ｰ 23 

㈲小山電気       平塚市達上ヶ丘 4-2 

㈱鈴木電機商会 平塚市老松町 17-6 

電気のマインズチェーン旭店 平塚市河内 377 

㈱永井電機商会 平塚市見附町 1-30 

㈱二之宮電気商会 平塚市南原 2-4-5 

㈲平塚無線商会 平塚市錦町 15-22 

㈲福田無線商会   平塚市菫平 16-28 

㈲本城電機 平塚市飯島 23 

㈲ムロフシ電機 平塚市中原 1-20-39 

コジマ×ビックカメラ 東海大学東店 平塚市北金目 1-6-1 

ノジマ ららぽーと湘南平塚店 平塚市天沼 10-1 3階 

ヤマダ電機 テックランド平塚店 平塚市田村 5-25-5 

ヤマダ電機 テックランド上平塚店 平塚市上平塚 1-61 

 

 

【鎌倉市】 

店舗名 住所 

㈲アキヨシ電器 鎌倉市西鎌倉 3-3-23 

㈲岡田電気サービス 鎌倉市城廻 345-6 

㈲小林電機商会 鎌倉市山崎 1066-2 

㈲須賀川電気商会 鎌倉市長谷 3-12-18 

㈲広瀬電機商会 鎌倉市雪の下 1-11-5 

㈲水島デンキ住設 鎌倉市今泉台 6-26-9- 

ノジマ 鎌倉店 鎌倉市岡本 1188-1コーナン鎌倉大船モール内 2F 

 

【藤沢市】 

店舗名 住所 

㈲トリイ電気商会 藤沢市亀井野 1-9-19 

㈲ハラデン   藤沢市亀井野 3263-4 

㈲本間電機商会 藤沢市遠藤 3556-8 

ノジマ藤沢店 藤沢市辻堂新町 4丁目 1-1湘南モール FILL2階 

ノジマ テラスモール湘南店 藤沢市辻堂神台 1-3-1テラスモール湘南 4F 

ノジマ 湘南台店 藤沢市円行 1-2-1 

ビックカメラ 藤沢店 藤沢市藤沢 559 

 

 

http://www.nojima.co.jp/shop/kanagawa/lalapo_syounanhiratsuka.html


 

 

 

 

【小田原市】 

店舗名 住所 

こじまでんき 小田原市城山 1-3-18 

サウンドプラザコトブキ 小田原市国府津 2-5-1 

㈲相洋無線 小田原市東町 2-5-2 

竹広電気 小田原市中町 1-4-26-103 

㈲電業社 小田原市栄町 2-9-24 

㈲ナカザト電器商会 小田原市中里 285-1 

パナハートヤマグチ 小田原市板橋 630-1 

㈲ユニオン商会    小田原市南町 2-2-58 

ヨコデン 小田原市浜町 4-14-3 

㈲吉野屋電気商会 小田原市浜町 4-24-8 

ノジマ 鴨宮店 小田原市前川 100フレスポ小田原シティーモール 2F 

ヤマダ電機 テックランド鴨宮店 小田原市鴨宮 631-1 

 

【茅ヶ崎市】 

店舗名 住所 

㈲あすか 茅ヶ崎市萩園 2297 

㈱三光電気商会 茅ヶ崎市高田 1-13-1 

㈱フジプロ 茅ヶ崎市本宿町 11-52 

ヤマダ電機 テックランド茅ヶ崎店 茅ヶ崎市新栄町 12-3 

 

【逗子市】 

店舗名 住所 

アサ川電気 逗子市山の根 2-5-19 

安全電器㈱ 逗子市桜山 6-13-1 

㈲坂本電化商会 逗子市桜山 6-18-18 

外山電器テクニカルサービス 逗子市沼間 1-4-24 

牧田電気 逗子市逗子 1-5-6 

 

【三浦市】 

店舗名 住所 

㈲池田電気商会 三浦市南下浦町上宮田 1114 

㈲イシイデンキ 三浦市南下浦町菊名 621-5 

㈲梶原電気商会 三浦市三崎 1-16-3 

㈱三電商事 三浦市栄町 4-14 

タキグチ電器商会 三浦市栄町 17-4 

㈲電化のコトブキ 三浦市三崎 1-7-8 

㈲電化のヨシダ 三浦市南下浦町上宮田 3282 

㈲ハートファイブタナカヤ 三浦市三崎 4-8-6 

㈲三浦電気商会 三浦市初声町下宮田 463-30 

三崎テレビ商会 三浦市海外町 8-22 



 

 

 

 

【秦野市】 

店舗名 住所 

パナクリークあいでん片岡店 秦野市曽屋 6006-8 

ノジマ 秦野店 秦野市曽屋 4784 

ヤマダ電機 テックランド秦野店 秦野市尾尻字宮ノ前 882-1 

 

【厚木市】 

店舗名 住所 

㈲うるし原冷熱 厚木市妻田北 3-21-5 

ノジマ 厚木本店 厚木市岡田 3005 

コジマ×ビックカメラ 厚木栄町店 厚木市栄町 2-1-5 

ヤマダ電機 テックランドダイクマヤマダ厚木店 厚木市長谷 6-20 

ヤマダ電機 テックランド厚木店 厚木市林 4-25-28 

 

【大和市】 

店舗名 住所 

あづみ電器 大和市中央林間 5-1-6 

㈲伊東商店 大和市渋谷 1-4-3 

㈲井上電気 大和市福田 1-10-3 

小泉電機 大和市中央 4 ｰ 9 ｰ 10 

㈲西海電器商会 大和市南林間 1-9-17 

㈲斉藤電器商会 大和市福田 2182 

㈲電化ライフサンワ 大和市西鶴間 6-2-8 

八光電気 大和市柳橋 1-3906-61 

㈲広崎電器 大和市鶴間 1-1-1 

㈲二見電機商会 大和市上草柳 7-5-18 

㈲前田電化サービス 大和市鶴間 1-4-13 

やまと家電㈱ 大和市中央 3-9-28 

ライフゾーン･ナガヤマ 大和市つきみ野 3-28-17 

㈲渡辺電気商会つきみ野店  大和市下鶴間 1900-12 

ノジマ 大和店 大和市深見台 1-1-18  

ヤマダ電機 テックランド New大和深見店 大和市深見 488-1 

ヤマダ電機 テックランド大和店 大和市下鶴間 526-1 

 

【伊勢原市】 

店舗名 住所 

㈲岩崎電気商会 伊勢原市石田 336 

㈲三響電器商会 伊勢原市田中 939 

㈱大昌 伊勢原市伊勢原 2-10-33 

ノジマ 伊勢原店 伊勢原市板戸 8エムアイプラザ内 

コジマ ＮＥＷ伊勢原店 伊勢原市桜台 1-21-5 

 



 

 

 

 

【海老名市】 

店舗名 住所 

市川電器 海老名市上今泉 1-21-16 

ハナワ電気 海老名市東粕ケ谷 6-1-9 

㈲古郡電器商会 海老名市本郷 875 

ノジマららぽーと海老名店 海老名市扇町 13番 1号ららぽーと海老名 4階 

コジマ×ビックカメラ海老名店 海老名市大谷北 1-2-1 

ヤマダ電機 テックランド海老名店 海老名市中央 2丁目 10-1 

 

【座間市】 

店舗名 住所 

㈲小川電気商会 座間市相模ヶ丘 5-5-18 

片野電気商会 座間市相模が丘 1-17-41 

サウンドキモト      座間市入谷 4-2613 

タカハシデンキ㈱ 座間市緑ヶ丘 4-13-42 

ハタノ電気 座間市立野台 1-23-35 

㈱ポストイン 座間市相模が丘 1-33-25-202 

ノジマ 座間店 座間市小松原 1-43-23 

コジマ×ビックカメラ座間店 座間市相模が丘 1-12-2 

ヤマダ電機 テックランド New座間店 座間市ひばりが丘四丁目 27番 1号 

 

【南足柄市】 

店舗名 住所 

㈲関野ラジオ店 南足柄市関本 750-8 

 

【綾瀬市】 

店舗名 住所 

㈲みかみ電器 綾瀬市深谷中 6-10-54 

ノジマ 綾瀬店 綾瀬市深谷 3734-1綾瀬タウンヒルズ SC内 2F 

 

【葉山町】 

店舗名 住所 

石渡ラジオ店 三浦郡葉山町一色 1425-2 

 

【大磯町】 

店舗名 住所 

太田電気商会 中郡大磯町国府新宿 449-1 

㈲やまご電器 中郡大磯町西小磯 46-7 

 

【二宮町】 

店舗名 住所 



 

 

㈲井上電器商会 中郡二宮町一色 1311-10 

 

【中井町】 

店舗名 住所 

コイズミ電器 足柄上郡中井町遠藤 127-6 

 

【大井町】 

店舗名 住所 

ノジマ 大井松田店 足柄上郡大井町金子字中の町 325-1 

 

【松田町】 

店舗名 住所 

㈱和田電機 松田本店 足柄上郡松田町惣領 1891 

 

【開成町】 

店舗名 住所 

アドバンス・ラボ 足柄上郡開成町金井島 570 

ヒカルデンケン    足柄上郡開成町吉田島 3325 

ヤマダ電機 テックランド開成店 足柄上郡開成町宮台 398 

 

【湯河原町】 

店舗名 住所 

愛ランド オケモト    足柄下郡湯河原町中央 2-18-24 

ノジマ 湯河原店 足柄下郡湯河原町中央 1-1617-54 

ヤマダ電機 テックランド湯河原店 足柄下郡湯河原町吉浜 1576-47 

 

【愛川町】 

店舗名 住所 

㈲電化のきつぎ    愛甲郡愛川町中津 7478(ｾｿﾞﾝﾊｲﾂきつぎ内) 

ノジマ 愛川店 愛甲郡愛川町中津 975-1 

 

㈱グラスビトウイーン 東京都町田市矢部町 2692-7 

 


