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北 海 道

宮 城

福 島 ㈱鈴木電機 〒960-8153 福島市黒岩字浅井74-1 024-546-9635 024-546-9651 http://www.suzukidenki.net/
㈲ホマレ電池工業 〒972-8318 いわき市常磐関船町宮下41 0246-42-4439 0246-42-4437 http://www.homaredenchi.net/
㈲会津バッテリー商会 〒965-0005 会津若松市一箕町亀賀字郷原65-2 0242-22-3629 0242-22-3655

㈱伊野電装 〒963-8833 郡山市香久池1-5-23 024-923-1282 024-922-2252

㈱オートデンソーマルヤマ 〒963-0115 郡山市南二丁目５８番地 024-945-5388 024-945-5398 http://www.autodenso-maruyama.com/
岩 手

青 森 ㈱小山内バッテリー社弘前店 〒036-8002 弘前市大字駅前3-1-5 0172-32-812 0172-34-1526 https://osanaibattery.jp/
山 形 オートファーベン㈱ 〒996-0002 新庄市金沢字前野2260-1 0233-28-1050 0233-28-1051

秋 田

小 計 ７社

東 京 東都無線㈱ 〒112-0011 文京区千石1-16-14 03-3946-3725 03-3946-3728 http://toutomusen.jp/index.html
マコト電機㈱ 〒158-0095 世田谷区瀬田3-15-4 03-3700-2211 03-3700-2256 http://www.makoden.com/repair/
㈱信越電装 〒143-0025 大田区南馬込5-30-6 03-3775-4911 03-3775-4910 http://www.shin-etsu-denso.co.jp/
城北電機工業 〒170-0013 豊島区東池袋4-37-3 03-3984-5831 03-3984-5833

アライ電機産業 〒179-0075 練馬区高松6-33-14 03-3925-1602 03-3925-3435 http://www.araidenki.biz/
㈱ミヤケデンソー 〒133-0073 江戸川区鹿骨4-16-4 03-3676-6876 03-3676-6873

神 奈 川 ㈱オート電機 〒242-0018 大和市深見西4-6-3 046-263-6551 046-263-2105 http://www.auto-denki.co.jp/
㈱三宅電気工業所 〒250-0512 小田原市西大友208番6 0465-39-0003 0465-39-5550

㈱大澤電機 〒243-0034　神奈川県厚木市船子1066 046-248-0118 046-248-0119 https://www.oosawa-denki.co.jp/
㈱湘南ブレーキセンター 〒254-0001　神奈川県平塚市大島778-1 0463-55-1816 0463-54-5978 http://brake.car-denso.net/

千 葉 花澤電装㈱ 〒261-0002 千葉市美浜区新港221-8 043-241-6565 043-241-2404 http://www.hanazawadenso.co.jp/
㈱森電機 〒261-0002 千葉市美浜区新港163 043-243-2898 043-246-4996

角田電気工業㈱ 野田 〒278-0026 野田市花井新田100-1 04-7122-2570 04-7124-2042 http://www.tunodadenki.co.jp/about_us.html
角田電気工業㈱ 成田 〒286-0045 成田市並木町200-15 0476-55-1419 0476-55-1223 http://www.tunodadenki.co.jp/about_us.html
㈱田邊電機工業 〒273-0018 船橋市栄町1-24-16 047-431-4240 047-437-4965 http://tanabe-denki.com/
㈱中西電機工業 〒290-0046 市原市岩崎西1-4-10 0436-21-0913 0436-23-0913

㈲藤田電機サービス 〒273-0131 鎌ヶ谷市軽井沢1996-21 047-446-3021 047-446-3022

㈲八幡電装サービス 〒290-0064 市原市東五所5-7 0436-43-2371 0436-43-2557

㈲館山電装 〒294-0014 館山市山本190-1 0470-22-7233 0470-23-6083

埼 玉

茨 城 デンソーソリューション茨城支店 〒310-0842 水戸市けやき台3-48-1 029-304-1002 029-304-1003

㈲吉波電機工業 〒305-0861 つくば市谷田部6788-3 029-836-3411 029-836-3412 https://www.yoshibadenki.jp/
㈱モバイルテック茨城 〒308-0802 筑西市横島223-2 0296-24-1011 0296-25-1181 http://www.mobiletech.co.jp/index.html
針谷電池㈱ 〒306-0013 古河市東本町3-3-3 0280-32-1290 0280-32-3781

㈲川原代自動車電機工業所 〒301-0047 龍ヶ崎市南中島57-5 0297-66-2766 0297-66-6449 https://www.kawarashiro.com/
栃 木

群 馬 ㈲中央電機商会 〒371-0841 前橋市石倉町5-14-14 027-251-7151 027-252-2222 https://www.cyuodenki.co.jp/
群馬電装㈱ 〒370-0046 高崎市江木町117 027-323-3622 027-327-6627 http://www.gunmadenso.co.jp/

山 梨

新 潟 クラウン電装 〒950-0162 新潟市江南区亀田大月3-1934-1 025-382-2291 025-381-4122

北越電気商会 〒950-0943 新潟市中央区女池神明1-8-2 025-284-1121 025-283-0885

竹内電機工業所 〒950-0041 新潟市東区臨港町3-4914-26 025-288-6161 025-275-7631 http://www.tkej.co.jp/index.html
三光電機㈱ 〒940-1163 長岡市平島町3-1 0258-22-2311 0258-22-2371 http://www.sanko-denki.biz/pc/index.html
上越電装㈱ 〒943-0804 上越市新光町1-1-3 025-543-4323 025-544-5333 http://www.jouetsu-denso.com/

長 野

小 計 ３１社

Ｒ１２３４ｙｆ用 冷媒回収再生充填装置保有店 一覧
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愛 知 ㈱中村電機商会 〒451-0041 名古屋市西区幅下1-15-11 052-571-4581 052-571-4587 https://nakamuradenkishoukai.jimdo.com/
平出デンソー部㈱ 〒466-0059 名古屋市昭和区福江1-24-6 052-882-8282 052-882-8343 http://hiradedenso.co.jp/
㈱伊藤電機 〒454-0835 名古屋市中川区八家町2-109-1 052-351-5651 052-351-5653

義干電キ 〒453-0804 名古屋市中村区黄金通3-37 052-461-8101 052-461-2882

㈱篠田商会 〒471-0075 豊田市日之出町2-1-1 0565-31-0487 0565-35-2426 http://www.shino-sho.co.jp/index2.html
小島電機㈱ 〒476-0002 東海市名和町1-82 052-601-2511 052-601-0085 http://www.kojimadenki.co.jp/

静 岡

岐 阜 三興電通㈱ 〒500-8163 岐阜市鶴舞町1-15 058-245-5113 058-247-3339 http://www.sankodentsu.jp/
㈲川崎電装 〒502-0813 岐阜市福光東1-20-7 058-233-0911 058-233-5901

㈱信弘電機 〒500-8143 岐阜市瑞雲町5-7 058-245-0208 058-245-7924

丸池電機㈱ 〒500-8144 岐阜市東栄町3-13 058-245-3196 058-245-3284 http://www.maruikedenki.jp/index.html
㈱東濃デンソーサービス 〒509-7201 恵那市大井町1120-16 0573-26-2411 0573-26-4471

㈱石丸電機 〒505-0044 美濃加茂市賀茂川町2-5-6 0574-26-1365 0574-26-1367

郡上丸池電機㈱ 〒501-4223 郡上市八幡稲成998 0575-67-0180 0575-67-0171

㈲松井バッテリー 〒509-4252 飛騨市古川町朝開町608 0577-73-3383 0577-73-5138

㈱コクブ 〒507-0042 多治見市前畑町4-62 0572-22-6275 0572-23-0026

㈱島村商会 〒503-0917 大垣市神田町2-22 0584-81-6100 0584-73-7734 http://shimamura-shokai.com/
八広自動車電装 〒501-0521 揖斐郡大野町黒野130-5 0585-34-2088 0585-34-1230

㈲大竹電機サービス 〒503-0837 大垣市安井町7-2-1 0584-78-4017 0584-78-3884

恵那バッテリー電装㈱ 〒509-9132 中津川市茄子川2077-274 0573-78-2688 0573-68-8588 https://enabattery.co.jp/
三 重 ㈱デンソーソリューション三重支店 〒514-0815 津市藤方字西大田594-1 059-227-3261 059-225-2512

㈱デンソーソリューション四日市営業所 〒510-0018 四日市市白須賀1-12-2 059-332-2443 05-332-4624

石 川 中川電機㈱ 〒921-8027 金沢市神田1-11-20 076-242-5141 076-242-4491 http://nakagawadk.co.jp/
㈲灘電機 〒921-8043 金沢市西泉3丁目94番地 076-241-5075 076-241-8079

㈱村上電装 〒921-8821 野々市市白山町10-27 076-248-7606 076-248-7605

小 計 ２４社

大 阪 ㈲北岡電機工業所 〒544-0005 大阪市生野区中川4-13-28 06-6752-2493 06-6752-2775

西野電機㈱ 〒596-0048 岸和田市上野町西1-2 0724-37-2321 0724-22-4501

㈱沢田電機工業所 〒590-0906 堺市堺区三宝町4丁225 072-228-0001 072-229-5093 https://e-sawada.co.jp/
幸生電機　南大阪サービスセンター 〒580-0046 大阪府松原市三宅中6-13-4 072-337-5575 072-337-5576 http://kouseidenki.jp/
根来電機工業所 〒598-0015 泉佐野市高松南3-1-13 0724-64-4451 0724-64-4461

㈲金剛デンソー 〒584-0021 富田林市中野町3-2-20 0721-25-3331 0721-23-3281

京 都 京滋ユアサ電機 〒601-8348 京都市南区吉祥院観音堂町12-2 075-671-6116 075-672-3835 https://www.keijiyuasa.com/
㈱Super Energie Connection  〒601-8114 京都市南区上鳥羽南鉾立町14-1 075-661-1212 075-661-5544 https://sugie-denki.co.jp
㈱昭和電業社 〒601-8366 京都市南区吉祥院石原西町66 075-681-9288 075-681-2234 http://syoden.co.jp/
㈱佐古田電機 〒624-0929 舞鶴市字寺内3-5 0773-75-3290 0773-77-1265 http://www.sakodadenki.co.jp/
平田電機工業 〒627-0011 京丹後市峰山町丹波47-1 0772-62-0176 0772-62-1876

㈲福知山南丹電機 〒620-0940 京都府福知山市駅南町3-12 0773-22-2373 0773-22-6223

兵 庫 神戸内燃電機㈱ 〒653-0012 神戸市長田区二番町4-9 078-575-3693 078-576-2617

神有デンソー㈱ 〒651-1504 神戸市北区道場町平田字落合迎1104-1 078-951-2600 078-951-2626 http://www.shinyu-denso.co.jp/
関西電装機器㈱ 〒671-0253 姫路市花田町一本松172-1 079-253-8181 079-253-8187 http://www.kansai-denso.co.jp/
カメウチ電装㈱ 〒671-2572 宍粟市山崎町今宿98-15 0790-62-1607 0790-62-2508 http://www.kameuchi-denso.co.jp/
丸小電機合同会社 〒669-5302 豊岡市日高町岩中字松ケ花217-3 0796-42-0469 0796-42-0459 http://www.kameuchi-denso.co.jp/

奈 良 株式会社ミヤコ 〒630-8451 奈良市北之庄町2-2 0742-61-3921 0742-62-1051

株式会社三ツ葉電機 〒634-0836 橿原市新堂町203-5 0744-22-5042 0744-22-9564 http://www.mitsuba-denki.co.jp/
フジデンキ株式会社 〒633-0055 桜井市安倍木材団地2-1-3 0744-43-6551 0744-43-6553

有限会社杉江電機 〒630-0142 生駒市北田原町2453-2 0743-78-0026 0743-79-9954 http://www.sugiedenki.co.jp/canp.html
株式会社奈良電機 〒630-8441 奈良市神殿町298-3 0742-61-3921 0742-62-1051

和 歌 山

滋 賀

小 計 ２２社
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広 島 ㈱デンソーソリューション中国支社　広島サービスセンター 〒733-0003 広島市西区上天満町1-25 082-205-5300 082-205-5301

㈱竹田電機工業所 〒733-0833 広島市西区商工センター8-10-13 082-277-7050 082-277-7741 https://www.takedadenki.co.jp/
㈱竹田電機工業所 福山支店 〒721-0974 福山市東深津町4丁目16-9 084-924-6547 084-921-5421 https://www.takedadenki.co.jp/
㈲大平電機 〒726-0012 府中市中須町1119-1 0847-47-1230 0847-47-1231

㈱大平電機 〒729-0141 広島県尾道市高須町5020番地 0848-36-6866 0846-36-6867

高洋電機㈲ 〒680-0911 鳥取県鳥取市千代水1丁目43 0857-23-6089 0857-23-6093 http://koyo-denki.jp/
㈲マツバラ電装 〒683-0802 鳥取県米子市東福原2-13-2 0859-33-8344

㈱山口興電社 〒753-0812 山口県山口市宝町2番3号 083-922-0580 083-923-0351 http://kdg-net.jp/index.html
㈱山口興電社　徳山営業所 〒745-0054 山口県周南市西松原3丁目77番1号 0834-21-0669 0834-31-1610 http://kdg-net.jp/index.html
㈱ヤマト 〒690-0011 島根県島根県松江市東津田町1298-3 0853-23-1500 0852-27-6620 https://www.kk-yamato.jp/
㈱ヤマト出雲支店 〒693-0034 島根県出雲市神門町801-1 0853-23-7760 0853-20-1143 https://www.kk-yamato.jp/
㈱デンソーソリューション中国支社　岡山サービスセンター 〒700-0941 岡山県岡山市南区青江6-6-9 086-261-6633 086-261-6661

岡 山

山 口

小 計 １２社

四 国 ㈱デンソーソリューション四国支社　香川支店 〒760-0065 高松市朝日町3-6-3 087-821-6317 087-821-7522

ナガマチ電機㈲ 〒761-0101 高松市春日町1525-1 087-841-4018 087-841-4330 http://www.nagamachidenki.com/
古河バッテリー㈱ 〒766-0005 仲多度郡琴平町苗田950 0877-73-2188 0877-73-2375

㈱デンソーソリューション四国支社　徳島支店 〒770-0872 徳島県徳島市北沖洲4-2-14 088-624-7480 088-636-0133 https://www.denso-solution.com/
㈱デンソーソリューション四国支社　高知支店 〒780-0083 高知市北御座7番14号 088-878-1112 088-878-1115 https://www.denso-solution.com/
㈱デンソーセールス四国支社　愛媛支店 〒791-8042 松山市南吉田町1685-1 089-971-4511 0899-73-4712 https://www.denso-solution.com/
㈲カッパ技研 〒799-0113 四国中央市妻鳥町40-1 0896-58-1157 0896-58-1157

㈲新産電装 〒792-0043 新居浜市土橋1-11-13 0897-41-7507 0897-41-8088 http://s-denso.jp/
㈱ネクスタ 〒793-0044 愛媛県西条市古川甲61番地1 0897-53-2414 0897-53-2483 http://www.nexta-auto.jp/

小 計 ９社

福 岡 神戸電池㈱ 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭5-7-4 092-651-7861 092-631-2165 http://www.f-kobe.com/
柳原電機 〒816-0921 大野城市仲畑4-27-3 092-573-2365 092-573-2389

柳生電装㈱ 〒812-0008 福岡市博多区東光2-20-33 092-411-7575 092-474-7693 http://www.yagyu-denso.co.jp/
㈲寺崎デンソー 〒839-0809 久留米市東合川2-3-43 0942-44-1953 0942-44-2854

㈲園田電機 〒830-0052 久留米市上津町1651-7 0942-21-5026 0942-21-5044

㈱那智商会 〒807-0813 北九州市八幡西区夕原町10-6 093-641-4123 093-641-3181 http://knachi.co.jp/
㈱田代バッテリー 〒832-0806 柳川市三橋町柳河855-1 0944-73-3935 0944-72-8098 http://www.tashirobt.com/
㈲飯塚電装 〒820-0068 飯塚市片島3-16-10 0948-22-3163 0948-22-3183

長 崎 山田電機工業㈱ 〒850-0862 長崎市出島町4-7 095-824-2891 095-827-8392 http://www.yamadadenki.co.jp/index.html
㈱古川電機製作所 〒857-1165 佐世保市大和町845-1 0956-31-3123 0956-32-7900 https://www.furukawa-denki.jp/

佐 賀 ㈱古賀電工社 〒849-1304 鹿島市大字中村2157-1 0954-63-2194 0954-63-1982

黒田電機 〒841-0017 鳥栖市田代大官町805-3 0942-83-2966 0942-83-2902

熊 本

鹿 児 島 ㈱日米商会 〒891-0131 鹿児島市谷山港1-3-60 099-284-6411 099-284-6422 http://nichibei-shokai.com/
水渕電機㈱ 〒892-0834 鹿児島市南林寺町24-20 099-222-0141 099-226-9183 http://www.midex.co.jp/

宮 崎 ㈱宮崎デンソー 〒880-0036 宮崎市花ヶ島町立毛1078-1 0985-23-1711 0985-22-2886 http://www.mdg.or.jp/
沖 縄 ㈲永井電機 〒901-1111 島尻郡南風原町与那覇196-1 098-889-2722 095-889-2779

㈱アニヤデンキ 〒900-0012 那覇市泊2-16-2 098-867-5678 098-862-2494

㈱新垣電機 〒902-0076 沖縄市与儀396-1 098-932-5800 098-932-5844

㈱デンソーサービス沖縄 〒901-2134 浦添市港川409 098-877-4594 098-877-1173 http://www.ds-okinawa.com/
小 計 ３０社
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