
店舗名 店舗住所 電話番号 営業時間 定休⽇ 店舗種別
あけぼのラジオ株式会社 ⻑野県佐久市岩村⽥754-3 0267673520 AM9:00〜PM7：00 不定休 地域協⼒店
アルプスデンキ ⻑野県佐久市野沢 227-5 0267622247 10:00〜19:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
イオン佐久平 ⻑野県佐久市佐久平駅南11-10 0267658711 9:00〜22:00 無し 通常店
エルコンパス アマリ ⻑野県佐久市⾅⽥652-4 0267822460 9:00~18:30 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
エルコンパスセンター ⻑野県⼩諸市相⽣町1-3-6 0267220996 9:00~18:00 ⽇曜⽇・祝⽇ 地域協⼒店
エルコンパスヤマザキ ⻑野県⼩諸市御幸町1-7-5 0267225515 8:30〜18:00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
株式会社 AIREXPRESS ⻑野県佐久市野沢306-12 佐久昭和ビルⅡ 1F 0267730808 10:00-18:00 ⽕・⽊曜⽇ 地域協⼒店
株式会社 ⿊沢電機 ⻑野県佐久市⾅⽥１４２ 0267822021 午前8：30〜午後6：00 ⽇曜祭⽇ 地域協⼒店
株式会社軽井沢テレビサービス ⻑野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢5-1 0267455575 9:00〜18:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
株式会社でんきランド・オカムラ ⻑野県南佐久郡佐久穂町⾼野町464 0267862076 AM9時３０〜ＰＭ１８時 毎週⽉曜⽇、第1第3⽇曜⽇ 地域協⼒店
株式会社ヤマダデンキ テックランド軽井沢店 ⻑野県北佐久郡軽井沢町⼤字⻑倉1879-2 0267316722 10：00〜20：00 1⽉1⽇ 通常店
ケーズデンキ佐久平店 ⻑野県佐久市佐久平駅東6-10 0267660005 10:00〜20:00 無 通常店
桜井テレビ商会 ⻑野県佐久市岩村⽥3162-6 0267672079 AM9:00~PM6:00 第1・３⽇曜⽇ 地域協⼒店
ちくまでんき ⻑野県⼩諸市⽿取 381-1  0267228185 午前9:00〜午後7:00 不定休 地域協⼒店
電化センターヤナギサワ ⻑野県佐久市平賀2924-5 0267630141 9-19 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
ハナザワ電気センター ⻑野県佐久市⼋幡247-2 0267582720 8時〜18時 なし 地域協⼒店
(有)古間ラジオテレビ商会 ⻑野県佐久市下越156-14 0267822335 7時30分〜19時30分 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
マルゴ電器設備 ⻑野県佐久市⾅⽥259 0267823105 9時から18時 なし 地域協⼒店
ミツワデンキ ⻑野県佐久市中込1-20-5 0267620648 10:00~19:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
ヤマダデンキ テックランド佐久本店 ⻑野県佐久市岩村⽥字下樋⽥1788-2 0267661388 10：00〜20：00 1/1 通常店
有限会社 ユキ電化 ⻑野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢17番地9 0267461331 9:00〜18:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
有限会社クワヤマデンキ ⻑野県佐久市桑⼭1262 0267582513 AM8:00〜PM7:00 不定休 地域協⼒店
リックスあいでん ⻑野県佐久市岩村⽥641-2 0267673763 午前8時より午後7時 不定休 地域協⼒店

店舗名 店舗住所 電話番号 営業時間 定休⽇ 店舗種別
アトム電器上⽥東店 ⻑野県上⽥市⻑瀬3509−3 0268422579 8時30分から17時30分 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
アルファタケダ ⻑野県東御市常⽥７０２ 0268621262 9:00~18:30 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
イオンスタイル上⽥ ⻑野県上⽥市常⽥2丁⽬12-18 0268298181 9:00〜22:00 なし 通常店
⼀之瀬電器⽡斯サービス ⻑野県上⽥市中央5-8-14 0268221841 9:00-18:00 ⽇曜、祝⽇ 地域協⼒店

株式会社エディオンイオン上⽥店
⻑野県上⽥市常⽥2-12-18
イオンスタイル上⽥店1階インショップ

0268297311 10：00~19：00 無し 通常店

エディオン上⽥しおだ野店
⻑野県上⽥市神畑字⻄村373
エディオン上⽥しおだ野店

0268293611 １０時〜１９時 なし 通常店

（有）エム・テック アトム電器上⽥店 ⻑野県上⽥市材⽊町１丁⽬８−１８ 0268285253 10:00〜19:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
エルコンパスコヤマ ⻑野県上⽥市中之条７４−６ 0268276677 ９：３０〜１８：３０ ⽔曜⽇ 地域協⼒店

カインズ上⽥店 ⻑野県上⽥市秋和五⾥堂152-2 0268259111
本館9:30〜20：00 
園芸館9：30〜19：30

1/1 通常店

株式会社ヤマダデンキ 家電住まいる館上⽥本店 ⻑野県上⽥市古⾥字⼤畑1992-1 0268265735 10時00分〜20時00分 1⽉1⽇（元旦） 通常店
ケーズデンキ上⽥店 ⻑野県上⽥市国分80番地12 0268293322 10:00~20:00 無 通常店
⼩平電機商会 ⻑野県上⽥市上丸⼦364 0268422366 AM9〜PM6 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
三栄電機株式会社 ⻑野県上⽥市中央２−１９−１１ 0268231131 9:00~18:30 ⽇曜⽇・祭⽇・祝⽇ 地域協⼒店
セキグチデンキ ⻑野県上⽥市真⽥町本原617-1 0268722644 9:00〜18:00 ⽇曜・祝⽇ 地域協⼒店
中央電機サービス株式会社 ⻑野県上⽥市中央⻄１丁⽬７番６号 0268247523 AM9：00〜PM6：00 ⽇曜祭⽇ 地域協⼒店
ツカダ電化サービス ⻑野県上⽥市中央⻄1-6-13 0268231825 9時〜19時 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
テヅカデンキ ⻑野県上⽥市上⽥2490-4 0268221626 9：00〜18：30 毎⽔曜⽇・祝⽇ 地域協⼒店
でんかショップミドリカワ ⻑野県⼩県郡⻑和町古町2424-13 0268682148 8:30〜18:30 毎週⽔曜⽇と第３⽇曜⽇ 地域協⼒店
でんきのサポートC ⻑野県上⽥市中央２−２４−１８ 0268290767 09:00〜19:00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
でんきのノワ・シミズ ⻑野県上⽥市下丸⼦265 0268422328 9:00~19:00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
でんきの森忠 ⻑野県上⽥市中央⻄1-5-47 0268222015 9：00〜18：00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
NAGANO21's ダイエー ⻑野県上⽥市上⽥上⽥１７８８−３ 0268223040 9:00〜19:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
パナメイトカネダ（株式会社カネダデンキ） ⻑野県上⽥市菅平⾼原１２２３−３０１５ 0268742214 8:30-18:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
パルクタカハシ ⻑野県上⽥市下武⽯８６６ 0268852756 9時〜18:30分 毎週⽇曜⽇ 地域協⼒店
藤沢電機 ⻑野県上⽥市秋和９３９−８ 0268224488 9：00から18：30 ⽇曜⽇・祝⽇ 地域協⼒店
フジノデンキ ⻑野県東御市⽥中152-2 0268620116 AM9：00〜PM6：00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
プライム太陽 ⻑野県上⽥市材⽊町１丁⽬１０-２２ 0268242258 9:30〜18:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
宮沢電器商会 ⻑野県上⽥市⼩泉770-20 0268249432 9:00〜18:00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
有限会社ハイテックウエダ ⻑野県上⽥市踏⼊２−９−１５ 0268220814 10:00-19:30 年中無休（年末年始を除く） 地域協⼒店
芳沢ラジオ店 ⻑野県⼩県郡⻑和町和⽥2673-2 0268882033 午前8時から午後5時まで ⽇曜⽇ 地域協⼒店

佐久エリア

信州省エネ家電購⼊応援キャンペーン 対象店舗⼀覧
キャンペーンの対象となる店舗は、随時更新されます。以下は令和４年７⽉25⽇時点の登録店舗⼀覧です。

※右の地域順に掲載しています。佐久/上⽥/諏訪/上伊那/南信州/⽊曽/松本/北アルプス/⻑野
エリア内の掲載順は店舗から申請いただいたフリガナ順です。

また、8⽉9⽇(⽕)以降はキャンペーンサイトで検索できるようになる予定です。

上⽥エリア



店舗名 店舗住所 電話番号 営業時間 定休⽇ 店舗種別
イトウヤ電気店 ⻑野県諏訪市諏訪1-4-5 0266523846 AM9:30~PM7:00 毎週⽔曜⽇ 地域協⼒店
エディオン諏訪インター店 ⻑野県諏訪市沖⽥町5-3諏訪ステーションパーク内 0266711481 10：00〜20：00 不定休 通常店
エディオン富⼠⾒店 ⻑野県諏訪郡富⼠⾒町落合１００６７−１ 0266627000 １０時から１８時 毎週⽔曜⽇ 地域協⼒店

エディオン レイクウォーク岡⾕店 ⻑野県岡⾕市銀座1-1-5レイクウォーク岡⾕3階 0266215011
10：00から19：00
(9⽉より10：00から21：00予定)

なし 通常店

エレコム茅野店 ⻑野県茅野市塚原1丁⽬８−５０ 0266726264 AM９：００〜１８：００ 毎週⽔曜⽇ 地域協⼒店
⼩⼝電気商会 ⻑野県岡⾕市銀座2-9-12 0266223440 9:00〜19:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
⾦⼦電化 ⻑野県諏訪市湖南 6235-2 0266521867 AM8:30からPM7:30 ⽔曜⽇ 地域協⼒店

株式会社 サスナカ ⻑野県岡⾕市湖畔1-11-15 0266227161 9:30~18:00
⽔曜⽇・⽇曜⽇
（お盆・年末年始）

地域協⼒店

株式会社 ⽇本電気設備 ⻑野県諏訪市豊⽥1956 0266581733 8:30〜18:00 ⼟⽇祝⽇ 地域協⼒店
株式会社ヤマダデンキ テックランド岡⾕店 ⻑野県岡⾕市⻑地源２−５−４１ 0266264611 10:00〜20:00 元⽇ 通常店
株式会社ヤマダデンキテックランド茅野店 ⻑野県茅野市塚原2丁⽬13-3744-1 0266731530 10時から20時 1⽉1⽇ 通常店
グリーンポートササヤ ⻑野県茅野市ちの7053 0266735000 10：00〜18:00 毎週⽔曜⽇、⽇曜⽇ 地域協⼒店
⾼原電機 ⻑野県諏訪郡富⼠⾒町落合富⾥10007 0266622226 9:00~19:30 1⽇、11⽇、21⽇ 地域協⼒店
諏訪湖電器 ⻑野県諏訪市⾼島1-23-1 0266532422 AM9･00-ＰＭ6･00 ⽇曜⽇ 祭⽇ 地域協⼒店
電化ショップノアケ ⻑野県茅野市ちの2829-1 0266734472 AM8:30〜PM7:00 ⽇、祭⽇ 地域協⼒店
デンキショップ物江 ⻑野県岡⾕市⻑地鎮2-5-13 09042428064 9時〜18時 ⼟⽇ 地域協⼒店
でんきの島⽥屋 ⻑野県茅野市ちの2540-3 0266720309 AM7:00-7:00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
（有）でんきハウスきたはら ⻑野県茅野市塚原2-3-1 0266722502 10:00〜18:00 ⽕曜⽇ 地域協⼒店
南新電気⼯業株式会社 ⻑野県茅野市塚原⼆丁⽬４番３号 0266724158 8:00〜17:00 ⼟曜⽇・⽇曜⽇ 地域協⼒店
ノジマ諏訪店 ⻑野県諏訪市上川1-1507-2 0266546171 10:00-20:00 なし 通常店
ハシドデンキ ⻑野県岡⾕市天⻯町3-9-6 0266222897 9:00-19:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
ハチデン ⻑野県岡⾕市中央町1-8-38 0266222939 AM10:00〜PM7:00 毎週⽔曜⽇ 地域協⼒店
ピオラタケハナ ⻑野県岡⾕市⻑地鎮1-2-11 0266280488 9:00〜19:00 第三⽇曜⽇ 地域協⼒店
平林電気商会 ⻑野県諏訪市諏訪2-7-20 0266521448 9:00〜19：00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
（有）富⼠電機商会 ⻑野県岡⾕市幸町4-5 0266223214 8:00~19:00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
フレンドヤザキ ⻑野県諏訪郡下諏訪町⻄鷹野町４８３０ 0266282604 ９時から17時 ⽇曜祭⽇ 地域協⼒店
マルミヤデンキ ⻑野県茅野市本町東４−４１ 0266723059 09:00~19:00 ⽉曜⽇ 地域協⼒店
マルヤス電気株式会社 ⻑野県諏訪市四賀２２１８−１５ 0266521433 10：００〜１９：００ ⽔曜⽇ 地域協⼒店
（有）マルヤス電気富⼠⾒店 ⻑野県諏訪郡富⼠⾒町落合9984 0266622355 AM9:00〜PM6:30 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
メイク家電設備 ⻑野県諏訪市豊⽥1832-15 0266526579 10:00-19:00 ⽇曜⽇・⽉曜⽇ 地域協⼒店
ヤナギサワ電器 ⻑野県茅野市ちの1765-4 0266732220 午前９時より午後7時半 ⽇ 地域協⼒店
(有)スワ⽇⽴ ⻑野県茅野市宮川8698-12 0266722579 9:00〜18：00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
有限会社ちの電化サービス ⻑野県茅野市本町東17-24 0266723003 9:00〜18:00 ⽇ 地域協⼒店
ユウデン ⻑野県茅野市⽟川 7349 0266793804 AM8:30〜PM7:00 ⽉曜⽇ 地域協⼒店

店舗名 店舗住所 電話番号 営業時間 定休⽇ 店舗種別
アートタナカヤ ⻑野県上伊那郡箕輪町中箕輪中箕輪452-1 0265792276 AM8:00~PM7:30 ⽉曜⽇ 地域協⼒店
アルファステーツミカサ ⻑野県伊那市上牧6476-5 0265723253 AM10:00 〜 PM18:00 ⽕曜⽇ 地域協⼒店
イオン箕輪店 ⻑野県上伊那郡箕輪町中箕輪9025 0265791411 9:00〜22:00 無し 通常店
井⼝電気 ⻑野県伊那市坂下3326 0265782368 9時から18時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
イトウ商会 ⻑野県伊那市上牧6461-1 0265723607 8時〜17時 ⼟⽇祝⽇ 地域協⼒店
伊南電⼯有限会社 ⻑野県駒ヶ根市⾚穂9186 0265823125 9:00-17:00 ⼟⽇祝⽇ 地域協⼒店
イホク ⻑野県上伊那郡⾠野町伊那富8216 0266412166 AM9:00 〜 PM19:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
エルコンパス イセリョウ ⻑野県上伊那郡箕輪町中箕輪中箕輪604-1 0265792204 9時ー19時 ⽇曜⽇ ⽔曜⽇ 地域協⼒店
エルコンパスイリイチ ⻑野県上伊那郡⾠野町上島672-1 0266475443 AM9:00 〜 PM19:00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
エルコンパスハラ ⻑野県駒ヶ根市⾚須町8-12 0265833554 am9:00〜pm7:00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
家電サポートチオリ ⻑野県伊那市荒井4302 0265723006 AM8時〜PM6時 ⽔曜 地域協⼒店
加藤テレビ ⻑野県上伊那郡宮⽥村3243-5 0265854220 午前８時〜午後７時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店

株式会社エディオン駒ヶ根店 ⻑野県駒ヶ根市南⽥17-14 0265839881
10：00〜19：00
（8⽉21⽇迄19：30）

お問い合わせください 通常店

株式会社キタノヤ電器 ⻑野県伊那市上新⽥2686-1 0265727251 10:00~19:00 毎週⽔曜⽇ 地域協⼒店
株式会社ヤマダデンキ テックランド伊那店 ⻑野県伊那市上新⽥2031-1 0265736988 AM10時〜PM8時 1⽉1⽇ 通常店
ケーズデンキ伊那店 ⻑野県伊那市⻄春近2692番1 0265771151 9:30〜19:30 無 通常店
合資会社 三澤電気商会 ⻑野県駒ヶ根市中央17-20 0265823800 8時30分〜17時00分 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
サンワ電化イグチ ⻑野県上伊那郡箕輪町中箕輪9622番地3 0265792405 9時−18時30分 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
TAC タック ⻑野県駒ヶ根市⾚穂福岡１４−１５９５ 0265822216 9:00~19:00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
ティブロン ⻑野県駒ヶ根市⾚穂9293-3 0265825005 AM8:30 〜 PM18:30 ⽉曜⽇ 地域協⼒店
電化のコマツ ⻑野県上伊那郡⾠野町伊那富7493−6 0266413229 AM9:00〜PM6:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
南信温⽔ ⻑野県上伊那郡南箕輪村2982-4 0265728036 ８時〜17時 ⽇曜祭⽇第⼆第四⼟曜⽇ 地域協⼒店
パナメイト イナムセン ⻑野県伊那市荒井3481-7 0265722679 AM9:30~PM7:00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
パナメイト ツシ ⻑野県上伊那郡南箕輪村3472番地 0265783589 9時30分〜20時 ⽉曜⽇ 地域協⼒店
パナメイトハニュウ ⻑野県上伊那郡飯島町飯島1147 0265865358 9:00〜19:00 毎週⽔曜⽇ 地域協⼒店
平澤ラジオ店 ⻑野県伊那市⻄町4934-1 0265722864 9時-19時 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
藤澤 ⻑野県伊那市坂下3201 0265784545 9:00~18:30 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
ミシン・デンキショップマツモト ⻑野県上伊那郡箕輪町中箕輪12453-6 0265792339 午前9時30分〜午後6時30分 毎週⽔曜⽇ 地域協⼒店
ミツワ無線 ⻑野県伊那市荒井3481 0265722523 AM9:00 〜 PM19:00 不定休 地域協⼒店
ヤマダデンキ テックランド箕輪店 ⻑野県上伊那郡箕輪町⼤字中箕輪8699-2 0265988761 10：00〜19：00 1⽉1⽇ 通常店
ヤマダデンキテックランド駒ヶ根店 ⻑野県駒ヶ根市東町11-15 0265988360 10:00~20:00 無し 通常店
有）エルモールヤハタ ⻑野県伊那市⼭寺1981 0265724416 10時ー18時 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
有限会社 池上電器 ⻑野県伊那市荒井29 0265722544 午前9：00〜午後4：00 ⽔曜⽇・⽇曜⽇ 地域協⼒店
有限会社サカイ家電 ⻑野県上伊那郡宮⽥村3125 0265852491 am8:00~pm18:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店

諏訪エリア

上伊那エリア



店舗名 店舗住所 電話番号 営業時間 定休⽇ 店舗種別
あちでんき ⻑野県下伊那郡阿智村駒場443-7 0265432073 9時〜18時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
アライミシン電器 ⻑野県下伊那郡⾼森町下市⽥2964 0265352075 9時-18時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
イオン飯⽥ ⻑野県飯⽥市上郷飯沼1575番地 0265529111 9：00~22：00 なし 通常店
IGUCHI（いぐち） ⻑野県飯⽥市北⽅1036-8 09033430886 9:00~18:00 なし 地域協⼒店
イトーデンキ ⻑野県飯⽥市東中央通3036-1 0265230234 9:00~19:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
エードでんき ⻑野県飯⽥市上郷⿊⽥1867-6 0265238075 9:30〜18:30 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
エディオン飯⽥インター店 ⻑野県飯⽥市育良町1-2-1りんごの⾥内 0265282801 10：00 〜 20：00 不定期 通常店
エディオンでんき舘リックス ⻑野県飯⽥市三⽇市場1466-1 0265256745 9:00〜18:00 毎週⽉曜⽇・第⼀第三⽇曜⽇ 地域協⼒店
エルコンパス イプサ ⻑野県飯⽥市⿓江７０４５−２ 0265273054 ９時から１８時３０分 ⽇曜⽇・⽔曜⽇ 地域協⼒店
エルコンパス シモダイラ ⻑野県下伊那郡⾼森町下市⽥2964-7 0265352444 9:00~19:00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
エルコンパスキタハラ ⻑野県飯⽥市中央通り2丁⽬19番地 0265221932 9:30~18:00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
エルコンパス・ナカガワ ⻑野県下伊那郡下條村陽皐2006-1 0260272351 9:00〜19：00 毎週⽔曜⽇ 地域協⼒店
株式会社 ⽇幸電気 ⻑野県飯⽥市座光寺4520番地1 0265246932 9:00〜18:00 無 地域協⼒店
株式会社 丸三建設 ⻑野県飯⽥市座光寺3905-4 0265239096 8時〜17時 ⼟曜⽇、⽇曜⽇ 地域協⼒店
株式会社バイオ・ベース ⻑野県下伊那郡阿智村春⽇3071−3 0265432458 8:00~17:00 なし 地域協⼒店
株式会社ヤマダデンキ テックランド飯⽥店 ⻑野県飯⽥市上郷飯沼1964-1 0265248111 10時〜20時 無 通常店
ケーズデンキ飯⽥インター店 ⻑野県飯⽥市北⽅833番1 0265282511 9:30~19:30 無 通常店
コトブキ電気 ⻑野県飯⽥市南信濃和⽥1187 0260342224 9：00−19：00 不定休 地域協⼒店

システム管理株式会社 ⻑野県下伊那郡阿智村駒場1497番地3 0265434551 8:00〜17:00
⼟⽇祭⽇、
当社カレンダーによる

地域協⼒店

代⽥電化サービス ⻑野県飯⽥市伊⾖⽊3952 0265272719 午前8時〜午後10時 なし 地域協⼒店
杉野電気商会 ⻑野県飯⽥市南信濃⼋重河内116 0260342170 9:00~18:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
⽥中電機 ⻑野県下伊那郡阿智村浪合437-15 0265472358 8時〜18時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
パナメイト オリヤマ ⻑野県下伊那郡下條村睦沢1216-2 0260272373 9時〜19時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
パナメイト シロタ ⻑野県飯⽥市上郷飯沼1801-4 0265239887 10:00~19:00 ⽇祝 地域協⼒店
パナメイトコニシ ⻑野県下伊那郡阿南町⻄條707 0260223677 午前９時から午後７時まで ⽇曜⽇ 地域協⼒店
パナメイトハヤノ1ばんち ⻑野県下伊那郡泰⾩村8351-15 0260252038 AM9~PM7 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
パナメイトミカサ ⻑野県飯⽥市松尾寺所7318-14 0265227588 9:00~18:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
原電化設備 ⻑野県下伊那郡阿智村春⽇3138-1 09040539591 午前8時〜午後6時 ⽇曜⽇、祝⽇ 地域協⼒店

ホーエイ ⻑野県下伊那郡阿南町⻄條717-1 0260223111
平⽇8：00〜19：00 
⼟⽇祝⽇9：00〜18：30

１⽉１⽇ ２⽉１⽇ 地域協⼒店

有限会社 ⼤場住設⼯業 ⻑野県下伊那郡松川町⼤島1675-1 0265364733 8:00~17:00 ⽇・祝；⼟不定休 地域協⼒店

有限会社倉⽥設備 ⻑野県下伊那郡阿智村駒場1488-1 0265433963 8時〜17時30分
⽇曜⽇、祝祭⽇、
第⼆・第四⼟曜⽇

地域協⼒店

リックス ムラマツ ⻑野県下伊那郡阿南町新野2726-3 0260242356 午前8時〜午後6時30分 ⽇曜⽇、祭⽇ 地域協⼒店
リックス千代 ⻑野県飯⽥市上郷別府3333-17 0265224832 am9:00~pm7:00 ⽉曜⽇ 地域協⼒店
ワット（和地電器） ⻑野県下伊那郡松川町元⼤島1570-1 0265362077 9時〜19時30分 ⽉曜⽇ 地域協⼒店

店舗名 店舗住所 電話番号 営業時間 定休⽇ 店舗種別
オカダデンキ ⻑野県⽊曽郡⽊祖村薮原872-3 0264363201 AM9:00~PM6:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
栗林電器 ⻑野県⽊曽郡上松町駅前通り1-65 0264522221 8：30-18：30 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
コガイト管球サービス ⻑野県⽊曽郡⽊祖村⼩⽊曽500-13 0264363166 9:00~18:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
タザワ電機 ⻑野県⽊曽郡南⽊曽町読書3590-3 0264572235 ８：00〜18：30 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
中澤電器 ⻑野県⽊曽郡上松町⼩川３３０３ 0264524281 ９時から１９時 毎⽇曜⽇ 地域協⼒店
バンバ電器店 ⻑野県⽊曽郡上松町本町通り3丁⽬35番地 0264522062 AM8時からPM７時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
有限会社イケイデンキ ⻑野県⽊曽郡⽊曽町福島5447 0264222448 9：00-19：30 ⽇曜、祝⽇ 地域協⼒店

⽊曽エリア

南信州エリア



店舗名 店舗住所 電話番号 営業時間 定休⽇ 店舗種別
アビックオザワ ⻑野県塩尻市⼤⾨幸町3-23 0263524184 9時~18時30分 ⽕曜⽇ 地域協⼒店
アビックジャパン ⻑野県安曇野市三郷明盛1054-4 0263778789 9時〜18時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
イオンスタイル松本 ⻑野県松本市中央 4丁⽬9-51 0263381900 9時から22時まで 年内無休 通常店
イオン南松本店 ⻑野県松本市双葉５−２０ 0263290011 9:00〜22:00 無し 通常店
ＡＶサントラ ⻑野県松本市⽯芝3-9-25 0263255754 10:00〜19:00 ⽊曜⽇、第三⽇曜⽇ 地域協⼒店

エディオン塩尻店 ⻑野県塩尻市広丘⾼出1788 0263549501
10:00〜20:00 
（8/22以降は変更の可能性あり）

⽉に１回程度
（店舗に確認して下さい）

通常店

エルコンパスハラヤマ ⻑野県松本市筑摩１ー２−１５ 0263266534 9時〜18時30分 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
garden松本PARCO店 ⻑野県松本市中央1-10-30松本PARCO3F 07084845011 10時〜20時（19時以降は無⼈） ⽉曜〜⽊曜⽇定休 地域協⼒店
カインズ梓川店 ⻑野県松本市梓川倭2168 0263786111 09:30-20:00 1⽉1⽇ 通常店
株式会社 電化のツカダ ⻑野県塩尻市広丘原新⽥571-16 0263548185 午前8時30分から午後８時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店

株式会社エディオン エディオン松本なぎさ店 ⻑野県松本市渚1-7-1なぎさライフサイト内 0263243961 午前10時より午後8時まで
繁忙期（７・１２⽉）は無休 
その他⽉１回定休⽇有り 
※８⽉２４⽇（⽔）定休⽇

通常店

株式会社カインズ  カインズ豊科店 ⻑野県安曇野市豊科南穂⾼771-1 0263711000 9:30〜20：00 1⽉1⽇ 通常店
株式会社電化のツカダ ⻑野県塩尻市広丘原新⽥571-16 08099970021 ８時から１９時まで ⽇曜⽇ 地域協⼒店
株式会社ヤマダデンキ テックランド塩尻店 ⻑野県塩尻市広丘野村１７８７−２５ 0263516522 10:00〜20:00 元⽇のみ 通常店
株式会社ヤマダデンキ テックランド穂⾼店 ⻑野県安曇野市穂⾼1776-1 0263814400 10:00 〜 20:00 1⽉1⽇ 通常店

株式会社ヤマダデンキ ヤマダアウトレット松本店 ⻑野県松本市出川３−６−１３ 0263876808
平⽇11：30〜19：00、⼟曜⽇11：
00〜19：00、
⽇曜⽇10：00〜19：00

1/1 通常店

(株)ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT 松本本店 ⻑野県松本市出川2-3-1 0263243055 10:00〜20：00 1⽉1⽇ 通常店
桔梗ケ原武居電器 ⻑野県塩尻市宗賀71-49 0263529576 ８:00〜19:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
ケーズデンキ安曇野店 ⻑野県安曇野市豊科⽥沢6177 0263712730 9:30~19:30 無 通常店
ケーズデンキ松本宮⽥店 ⻑野県松本市宮⽥2-9 0263295980 10:00-20:00 無 通常店
合名会社奥村ラジオ店 ⻑野県安曇野市豊科４４７９ 0263722254 ９：００~１９：００ ⽇曜⽇ 地域協⼒店
(有)こばやしでんき ⻑野県松本市波⽥9800-1 0263922150 9:00〜18:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
システムキムラ ⻑野県松本市村井町⻄1-27-27 0263580128 8時半〜18時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
信光電機商会 ⻑野県松本市中央3丁⽬ 11-8 0263328482 9:00-17:00 ⼟曜⽇曜 地域協⼒店
松南電器 ⻑野県松本市庄内3-1-4 0263250888 午前9時から午後夜7時 ⽇曜/祝⽇ 地域協⼒店
杉⼭電化 ⻑野県松本市本庄1−4−１４ 0263322645 9:00~18:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
タカギ電化サービス ⻑野県松本市波⽥8296-5 0263922540 午前9時〜午後6時 ⽇曜、祭⽇ 地域協⼒店

タダチデンキ ⻑野県松本市村井町南3-4-9 0263582045
（平⽇）9:00〜19:00
（ ⽇・祭⽇）10:00〜19:00

不定休 地域協⼒店

DENKA SHOP ヒラバヤシ ⻑野県松本市浅間温泉1-7-25 0263464440 AM8:30〜PM5:30 ⽇曜⽇、祭⽇ 地域協⼒店
でんきのヤマゼン ⻑野県松本市神⽥1-12-24 0263267212 AM8:30~PM18:30 ⽇曜、祭⽇ 地域協⼒店
ノジマ イオンモール松本店 ⻑野県松本市中央４丁⽬９番５１号⾵庭２階 0263375081 10:00~21:00 なし 通常店
ノジマ豊科店 ⻑野県安曇野市豊科南穂⾼1115 0263711570 10:00-20:00 無し 通常店
パナメイトたつみ原電化 ⻑野県安曇野市豊科⾼家1003−13 0263724673 9時〜19時 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
⼆⽊電器 ⻑野県安曇野市三郷明盛４９４５ 0263772062 10:00〜17:30 ⽇曜⽇祝⽇ 地域協⼒店
マツノ電器 ⻑野県松本市埋橋2-4-10 0263325540 午前９時００分〜午後５時３０分 ⽇曜、祝⽇ 地域協⼒店
真峰時計電器店 ⻑野県安曇野市堀⾦三⽥1828-3⽊造住居併⽤ 0263724407 9：00−19：00 （⽇） 地域協⼒店
宮島電器 ⻑野県安曇野市穂⾼柏原992-5 0263822651 AM9:00~PM7:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
モモセ電化サービス ⻑野県松本市寿豊丘559-9 0263865758 午前９：００〜午後７：００ ⽇曜⽇ 地域協⼒店
森川デンキ ⻑野県塩尻市広丘吉⽥891-1 0263577890 10:00~19:00 ⽕曜⽇ 地域協⼒店
ヤバナ電器 ⻑野県安曇野市豊科南穂⾼2731 0263723396 8:00-19:00 ⽇曜⽇、祝⽇ 地域協⼒店
ヤマダデンキテックランドアイシティ松本店 ⻑野県東筑摩郡⼭形村7977icity21内 0263973155 10:00〜19:00 1⽉1⽇ 通常店
有限会社アフターサービスタナカ ⻑野県塩尻市⼤⾨幸町8−10 0263528426 AM９時からPM８時 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
有限会社ニシデン ⻑野県松本市波⽥10227-9 0263924419 8:00〜19：00 ⽇曜祭⽇ 地域協⼒店
有限会社森⽥商会 ⻑野県安曇野市明科中川⼿3580-1 0263622171 9:00-19:00 ⽇曜祝⽇ 地域協⼒店
株式会社RANDS WORKS ⻑野県松本市神林2948-7garden 0263888417 9時〜18時 ⽕曜⽇ 地域協⼒店
ＮＡＧＡＮＯ２１ʼｓリックスイケダ ⻑野県松本市笹部4-14-7 0263265225 ９時から１９時まで ⽇曜、祭⽇ 地域協⼒店
リックスナガハシ ⻑野県安曇野市明科中川⼿4002-14 0263622219 午前9時〜午後6時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
ワコ電器 ⻑野県松本市梓川上野448 0263782524 9時ー19時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店

店舗名 店舗住所 電話番号 営業時間 定休⽇ 店舗種別
(有)浅野電器商会 ⻑野県北安曇郡松川村7019-2 0261622234 9:00〜18：00 不定休 地域協⼒店
株式会社 池⽥エコー ⻑野県北安曇郡池⽥町中鵜２４５６−５ 0261624453 9:00-18:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
エディオン⼤町店 ⻑野県⼤町市常盤6906 0261211500 10：00〜18：00 8/17,8/24 通常店
カネモト電器 ⻑野県北安曇郡池⽥町池⽥4175 0261622159 8時30分〜18時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
株式会社ヤマダデンキ テックランド⼤町店 ⻑野県⼤町市⼤町2955-1 0261850900 10：00〜20：00 無し 1/1のみ 通常店
デジタルプラザ ⻑野県北安曇郡松川村7019-161 09031258840 9:00~18;00 不定休 地域協⼒店
電化のオクハラ ⻑野県北安曇郡松川村三軒家7015-51 0261623084 9:30〜18:00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
福島電機 ⻑野県⼤町市⼤町4608-2 0261221780 9:00-19:00 不定休 地域協⼒店
三ツ和電気商会 ⻑野県⼤町市⼤町4082 0261220364 9：00〜18：30 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
有限会社 フリハタ家電 ⻑野県⼤町市⼤町4521番地1 0261220363 9:00〜18:00 ⽇曜⽇・祝⽇ 地域協⼒店
(有)⾼⽥電器商会 ⻑野県北安曇郡池⽥町池⽥4171-1 0261622448 8時半から19時 ⽇曜⽇・祝⽇ 地域協⼒店
横澤建材株式会社 ⻑野県⼤町市社776-1 0261629810 8:00~17:00 ⼟⽇祝 地域協⼒店

松本エリア

北アルプスエリア



店舗名 店舗住所 電話番号 営業時間 定休⽇ 店舗種別
アンドウ電器 ⻑野県千曲市杭瀬下167-1 0262720023 9:00-19:00 ⽇曜、休⽇ 地域協⼒店
イオンリテール㈱イオン須坂店 ⻑野県須坂市⾺場町1288イオン須坂店 0262468811 9:00-21:00 年中無休 通常店
AVプラザ オオカワヤ ⻑野県⻑野市豊野町豊野1062-1 0262572189 9:00〜19：00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店

エディオン⻑野⻘⽊島店
⻑野県⻑野市⻘⽊島4-4-5
⻘⽊島ショッピングパーク2階

0262546511 10：00〜19：00 年中無休 通常店

エルコンパス ワカツキ ⻑野県⻑野市若槻団地 1-243 0262413560 9：30〜19：00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
エルコンパスたいよう ⻑野県⻑野市柳原2258-2 0262955880 9時から18時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
エルコンパスやまざき ⻑野県⻑野市稲葉９４３−２１ 0262211551 ９：００〜１７：００ ⽔曜⽇ 祝⽇ 地域協⼒店
オガタデンキ ⻑野県上⽔内郡⼩川村⾼府9783 0262692750 9時〜19時 ⽉曜⽇ 地域協⼒店
オキツ電器サービス ⻑野県⻑野市篠ノ井御幣川288-3 0262933733 9時から18時 ⽇曜⽇、祝⽇ 地域協⼒店
（有）カクマルラジオ店 ⻑野県千曲市稲荷⼭９５４ 0262721069 午前8時30分〜午後6時まで 毎週⽇曜⽇ 地域協⼒店
⾦⼦電気 ⻑野県上⽔内郡信濃町穂波76 0262552739 9:00〜18：00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
（株）エディオン千曲店 ⻑野県千曲市⼤字寂蒔1070-2 0262736711 10時〜18時 ⽔曜⽇（不定休） 通常店
株式会社 ケーテック ⻑野県⻑野市北尾張部445 0262411558 8時〜17時15分 ⽇曜祝⽇・第⼆第四⼟曜⽇ 地域協⼒店
株式会社 ⽇の出電気 ⻑野県⻑野市篠ノ井布施⾼⽥305-1 0262921683 9:00~19:00 ⽇曜・祝⽇不定休 地域協⼒店
株式会社 堀内商事 ⻑野県⻑野市篠ノ井布施⾼⽥803 0262920237 午前8時30分から午後6時30分 ⽇曜⽇、祝⽇ 地域協⼒店
株式会社 柳沢テレビサービス ⻑野県千曲市⼾倉2561 0262767722 9時〜１９時 ⽕曜⽇ 地域協⼒店
株式会社ヤマダデンキ テックランド⻑野南店 ⻑野県⻑野市稲⾥町中央3-1-1 0262860780 10：00-20：00 元⽇のみ 通常店
株式会社アトム通信⼯事 ⻑野県⻑野市新⽥町1521 0262323570 9:00~18:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
株式会社⽯橋 ライフヘルパー⽯橋 ⻑野県⻑野市吉⽥５−２−３４ 0262437455 午前9時〜午後7時 ⽇曜・祝⽇ 地域協⼒店
株式会社ヤマダデンキ Ｔecc LIFE SELECT ⻑野SBC通り店 ⻑野県⻑野市吉⽥1-21-33 0262151056 10：00-20：00 なし 通常店
株式会社ヤマダデンキテックランド⻑野本店 ⻑野県⻑野市⼤字⾼⽥1889-1 0262510551 10：00−20：00 1⽉1⽇ 通常店
株式会社ワダ電化センター ⻑野県⻑野市平林2丁⽬17-32 0262433389 9時〜19時 ⽇曜祝⽇ 地域協⼒店
神⼾電器株式会社 ⻑野県須坂市⾺場町1230-50 0262453559 9:30〜19：00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
⽊下ラジオ店 ⻑野県上⾼井郡⼩布施町⼩布施⼤字⼩布施1446-10 0262472552 9:00〜18:00 ⽇・祝⽇その他 地域協⼒店
クボタ電器吉⽥店 ⻑野県⻑野市吉⽥4-3-22 0262433855 9:00〜17:00 ⽉曜⽇ 地域協⼒店
グリーンポートマツモト ⻑野県須坂市⼤字須坂１４４４ 0262452767 9:00 から 19:00 ⽇曜⽇ 祝祭⽇ 地域協⼒店
⿊川テレビ⼩布施店 ⻑野県上⾼井郡⼩布施町⼩布施720-1 0262474885 ９時から６時３０分 ⽇曜⽇及び祝祭⽇ 地域協⼒店
ケーズデンキ⻑野⻄和⽥店 ⻑野県⻑野市⻄和⽥１丁⽬２９−３２ 0262397380 9:30〜20:00 無 通常店
ケーズデンキ⻑野本店 ⻑野県⻑野市若⾥3-22-1 0262242800 9:30~20:00 無 通常店
コイワ電器 ⻑野県千曲市鋳物師屋180-5 0262720437 9:30~19:00 第1、第3⽔曜⽇ 地域協⼒店
光電社 ⻑野県⻑野市神楽橋10-68 0262410001 8:00~19:00 ⽇曜 祭⽇ 地域協⼒店
更北でんか堂 ⻑野県⻑野市⻘⽊島町⼤塚1024-1 0262850606 10時〜18時 ⽇曜、祝⽇ 地域協⼒店
こばやし電器 ⻑野県上⽔内郡信濃町柏原８２−１ 0262554732 AM9：00〜PM7：00 なし 地域協⼒店
芝電 ⻑野県千曲市⼾倉1942 0262750864 9:00〜19:00 ⽇曜、祭⽇ 地域協⼒店
霜⽥電機 ⻑野県⻑野市三輪4-16-6 0262326547 9:00〜19:00 ⽇ 祝⽇ 地域協⼒店
上新電機株式会社 ジョーシン⻑野インター店 ⻑野県⻑野市篠ノ井杵淵４８０-１ 0262936811 10:00から19:00 なし 通常店
城東電機 ⻑野県⻑野市上松2-2-17 0262341484 8:30-18:30 ⽇曜、祭⽇ 地域協⼒店
鈴⽊電化サービス ⻑野県⻑野市川中島町上氷鉋309-8 0262841312 9時〜20時 ⽇曜、祭⽇ 地域協⼒店
スズキ電器 ⻑野県⻑野市稲⾥町⽥牧７７６ 0262852426 10時〜１９時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
ステップインチムラ ⻑野県⻑野市徳間1-21-14 0262416185 10時から18時 ⽇曜・祝祭⽇ 地域協⼒店
有限会社ダイヤデンキ ⻑野県⻑野市東和⽥247 0262445950 9時から6時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
太陽電気 ⻑野県須坂市南横町1637-1 0262450516 9:00〜18:00 ⽇曜⽇、祝祭⽇ 地域協⼒店
⾼⼭電業 ⻑野県須坂市⼤字塩川490番地1 0262455733 8時30分〜17時30分 第2・第4⼟曜⽇ ⽇曜⽇ 祝⽇  地域協⼒店
⽥澤時計店 ⻑野県千曲市⾬宮５２−２ 0262720364 9:00〜17:30 ⽇曜・祭⽇ 地域協⼒店
⽥中デンキ ⻑野県⻑野市栗⽥558-14 0262272223 9：30〜19：00 ⽇曜・祝⽇ 地域協⼒店
テクニカル・ヒロ ⻑野県⻑野市桜枝町908 0262331988 9:00〜18：00 ⽇曜・祝祭⽇ 地域協⼒店
電化のナカジマ ⻑野県須坂市坂⽥町369-1 0262451816 9:00〜18:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店

デンカのワコー有限会社中野家電
⻑野県⻑野市東和⽥930-1
ショッピングタウンあおぞら

0262435449 AM10:00ーＰＭ19：00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店

でんきのオサダ ⻑野県⻑野市川中島町原1303-3 0262911955 9:00-18:00 毎週⽕曜⽇ 地域協⼒店
でんきパークおおば ⻑野県須坂市新町885-64 0262469204 9時〜19時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
中沢電器 ⻑野県⻑野市川中島町上氷鉋１３６４−２３ 0262845771 9：00〜19：00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
ナガノ電化サービス ⻑野県⻑野市三輪7-10-1 0262323482 am9:00~pm7:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
⻑野⽇化サービス株式会社 ⻑野県⻑野市⼤字安茂⾥１５５７−１ 0262286138 8:30~17:30 ⽇・祝⽇・お盆・年末年始 通常店
(有)中村電業社 ⻑野県⻑野市松代町松代595 0262782684 8:00-19:00 ⽇祝⽇ 地域協⼒店
ハタ電器 ⻑野県須坂市旭ケ丘5-7 0262455191 9時から19時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
花岡 電機 ⻑野県⻑野市村⼭65-1 0262446887 AM9時ーPM7時 ⽇曜、祝⽇ 地域協⼒店
パナメイトキタノ ⻑野県⻑野市三輪８丁⽬１５番１９号 0262351211 AM9:30〜PM7:00 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
ヒザワ電機商会 ⻑野県上⾼井郡⾼⼭村紫3232-1 0262453677 08：00〜19：00 不定休 地域協⼒店
ひろはし電器サービス ⻑野県上⾼井郡⼩布施町⼤字⼩布施96-5 0262473950 am9:00~pm7:00 ⽇曜、祝⽇ 地域協⼒店
フジオカ電機株式会社 ⻑野県千曲市稲荷⼭995-1 0262731507 9時〜19時 ⽇曜⽇、祝⽇ 地域協⼒店
フジサワ電器 ⻑野県須坂市南横町１５５５−１ 0262450037 ９：００〜１９：００ ⽇曜 地域協⼒店
⽂化電気 ⻑野県⻑野市篠ノ井布施⾼⽥813-3 0262920542 9：00〜18：30 不定休 地域協⼒店
松澤電器 ⻑野県⻑野市豊野町蟹沢2626 0262572802 8：00〜19：００ 第１第３⽇曜⽇ 地域協⼒店
ミト電化センター ⻑野県⻑野市徳間１−１−１ 0262410198 09時から１８時 ⽇曜祝⽇ 地域協⼒店
ミヤザワデンキ ⻑野県⻑野市合戦場2-90 0262932605 AM9;00~PM6:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
株式会社ミワ電機商会 ⻑野県須坂市墨坂南２−５−２ 0262480015 ８時１５分〜１８時３０分 祝⽇ ⽇曜⽇ 地域協⼒店
もりやまデンキ ⻑野県須坂市南⼩河原町554-10 09087432437 9〜7 不定休 地域協⼒店
ヤマダデンキ テックランド千曲店 ⻑野県千曲市⼤字寂蒔361 0262142202 10:00-20:00 無し 通常店
有限会社⻘⽊ラジオ店 ⻑野県⻑野市⼤字⻑野東町１４２ 0262324623 ８時から７時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
有限会社 井堀電器商会 ⻑野県⻑野市南県町１１０５ 0262320377 9:00〜17:00 ⽇曜・祝⽇・⼟曜⽇不定休 地域協⼒店
有限会社 ⼤島電機 ⻑野県須坂市墨坂1丁⽬１７−２ 0262451489 午前9時から午後7時 ⽇曜祝⽇ 地域協⼒店
有限会社 クボタ電器サービス ⻑野県⻑野市北堀722-1 0262963111 10:00-19:00 毎週⽉曜⽇ 地域協⼒店
有限会社 三愛商会 ⻑野県⻑野市上松4-5-12 0262412802 9時〜19時 ⽇曜⽇ 祭⽇ 地域協⼒店
有限会社信越デンキ ⻑野県⻑野市信州新町新町207-3 0262622167 AM9:00~PM6:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
有限会社 ⻑崎電機商会 ⻑野県上⽔内郡飯綱町倉井1623 0262532381 9:00〜18:00 ⽇曜・祝⽇・第2⼟曜・第5⼟曜 地域協⼒店
有限会社 中村電⾳ エルコンパスでんおん ⻑野県須坂市⼤字須坂1574-36 0262454516 9：００〜１８：００ ⽇曜⽇ 地域協⼒店
有限会社 ナカヤマ電器 ⻑野県千曲市稲荷⼭327-1 0262733500 10:00~19:00 ⽇曜⽇・祝⽇ 地域協⼒店
有限会社 パルみやじま ⻑野県埴科郡坂城町中之条1310-14 0268823148 9:00~18:00 ⽇曜⽇・祝⽇ 地域協⼒店
有限会社キタザワ電機 ⻑野県⻑野市中御所3-7-12 0262278464 8:30〜18:00 ⼟⽇祝⽇ 地域協⼒店
有限会社関⾕電気 ⻑野県上⾼井郡⼩布施町⼩布施1512-9 0262472151 午前8時から午後6時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
有限会社双葉電器商会 ⻑野県⻑野市安茂⾥1926-1 0262265487 午前9時から午後6時 ⽇曜⽇ 祭⽇ 地域協⼒店
有限会社北信電器商会 ⻑野県⻑野市東鶴賀町1906 0262330241 9:00~19:00 ⽇曜・祭⽇ 地域協⼒店
有限会社ヤナギサワ電機 ⻑野県⻑野市三輪三輪8-52-28 0262330533 9:00〜18:30 ⽔曜⽇ 地域協⼒店
(有)服部電機商会 ⻑野県⻑野市北⽯堂町１４１０ 0262268671 ９：００〜１８：００ ⽇曜⽇ 地域協⼒店
湯本電気店 ⻑野県⻑野市⼤字稲葉2771-6 0262214465 9時〜19時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
ＲＩＣＳツカデン ⻑野県埴科郡坂城町坂城6625-1 0268823840 9時〜19時 祝祭⽇ 地域協⼒店

⻑野エリア



店舗名 店舗住所 電話番号 営業時間 定休⽇ 店舗種別
阿部でんき ⻑野県下⾼井郡⽊島平村往郷1429-2 0269823393 8:00〜17:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
イオン中野店 ⻑野県中野市⼀本⽊252-1 0269234555 9:00-22：00 なし 通常店
エルコンパス ミヨシ ⻑野県中野市三好町２−３−２ 0269264610 AM9:00〜PM7:00 ⽇曜祭⽇ 地域協⼒店
エルコンパストキダ ⻑野県中野市中野1655 0269224090 9:30~19:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店

株式会社 ヤマダデンキ テックランド飯⼭店 ⻑野県飯⼭市⼤字静間字⽥中2103-1 0269670370 10：00-20：00
毎週⽊曜⽇
(⽊曜⽇が祝⽇の時は営業します。)

通常店

ケーズデンキ中野店 ⻑野県中野市⼀本⽊３３番地 0269245010 ９：３０〜１９：３０ 無 通常店
⼩林電気株式会社 ⻑野県飯⼭市野坂⽥287-2 0269622771 am8:15~pm6:00 ⼟⽇、祝祭⽇ 地域協⼒店
サイトウラジオ ⻑野県下⽔内郡栄村北信３５９８−１ 0269872724 8:00-19:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
(有)信越電機 ⻑野県飯⼭市照岡2982-25 0269692201 9:00〜19:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
⾼津電気⼯事株式会社 ⻑野県飯⼭市南町5番地19 0269623521 8：00〜17：30 ⼟⽇ 地域協⼒店
テックランド中野店 ⻑野県中野市吉⽥字新井境711-1 0269261501 10:00~20:00 元旦のみ 通常店
⻄⼭電化センター ⻑野県中野市中野1613 0269222271 午前９時から午後6時30分 ⽇曜⽇祝⽇ 地域協⼒店
有限会社 内藤電気 ⻑野県中野市中央３丁⽬１−２１ 0269222413 ９：００〜１９：００ なし 地域協⼒店
有限会社 ながや電気 ⻑野県下⾼井郡野沢温泉村前坂8157-3 0269852343 9時―18時 ⽇曜⽇ 地域協⼒店
有限会社越後屋電器商会 ⻑野県飯⼭市飯⼭3144 0269622422 8：00〜18：00 ⽇曜⽇、第２・４⼟曜⽇ 地域協⼒店
有限会社パル・モットー ⻑野県中野市中野1641 0269222239 9:00~19:00 なし 地域協⼒店
有限会社ヒシヤ電化センター ⻑野県飯⼭市飯⼭967-1 0269622725 9~18時 ⽇曜 地域協⼒店

有限会社藤益商会 ⻑野県中野市⼩⽥中221 0269224165
平⽇・⼟曜⽇7:30〜19:00、
⽇曜祝⽇9:00〜18:30

正⽉三が⽇ 地域協⼒店

湯本電機 ⻑野県下⾼井郡⽊島平村上⽊島2548-2 0269822365 8:00~19:00 ⽇曜⽇ 地域協⼒店

北信エリア


