
佐賀県電器商業組合　組合員番号

支部 商号店名 組合員番号

鳥栖三養基 ㈱さとう　 4137295

鳥栖三養基 徳渕電気商会 4137298

鳥栖三養基 オーディオ・ノグチ 4137289

鳥栖三養基 久保山電気商会 4137291

鳥栖三養基 ㈱松下デンキ 4111237

鳥栖三養基 エレックスなかしま 4143714

鳥栖三養基 酒井電気 4137294

鳥栖三養基 ㈱オーディオサービス 4143715

鳥栖三養基 ㈱鳥栖電器 4143716

鳥栖三養基 ㈲岡電気 4111238

鳥栖三養基 ㈱プラザワン 4137309

鳥栖三養基 中島電器㈱ 4137314

鳥栖三養基 ㈱ソエジマ 4151716

鳥栖三養基 ㈲稲葉電気商会 4160985

鳥栖三養基 フジイテレビ 4160986

鳥栖三養基 本田電気商会 4160989

鳥栖三養基 ユーデンみやき店 4169684

鳥栖三養基 大久保電器 4172123

鳥栖三養基 あおぞら電器合同会社 4172204

神埼 緒方電機商会 4111239

神埼 オブチ電気 4137320

神埼 オーディオハマダ 4137324

佐賀 ㈲加藤電気商会 4111235

佐賀 福岡電気商会 4137253

佐賀 ㈱セブンプラザ佐賀店 4137241

佐賀 栗田電器 4137244

佐賀 木塚電気 4137265

佐賀 ㈲イシマル電器 4111232

佐賀 岸川家庭電器㈱ 4151908

佐賀 ㈲江口電器 4151910

佐賀 志岐デンキ商会 4160382

佐賀 サガラ電気商会 4160384

佐賀 馬渡電気商会 4160385

佐賀 タカオ電器商会 4160386

佐賀 坂本デンキ 4160388

佐賀 デンキ　の　ツジ 4160410
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佐賀 広瀬電化 4160374

佐賀 山田デンキハウス 4163103

佐賀 ㈲電化センターキハラ 4166587

佐賀 さかぐち電器 4166588

佐賀 ㈱広瀬百貨 4169898

佐賀 リョウセイ電器 4170122

佐賀 ㈲原田電気 4169823

佐賀 エディオン古賀電器サービス 4111575

佐賀 ヤカベデンキ 4171099

佐賀 ダイワデンキ 4171100

佐賀 水町電器商会 4172172

佐賀 TAKADEN（タカデン） 4172247

唐津 ミタカ電器商会 4137386

唐津 かわぞえ電気 4137380

唐津 米倉電器商会 4137406

唐津 ㈲カズタ電器商会 4137379

唐津 ㈲マスターズ清水電器 4137385

唐津 エディオン唐津鏡店 4137403

唐津 はまでん 4158566

唐津 シントウAVサービス 4137425

唐津 デンキの新 4137412

唐津 くま電気商会 4137416

唐津 ㈲城屋 4148125

唐津 ㈲柴田電器商会 4137421

唐津 ニチアイ 4111904

唐津 ㈲マルシゲ電機 4160991

唐津 ㈱中山電気商会 4161851

唐津 ヒロ電器 4161852

唐津 中小田電器商会 4159428

唐津 マキ電器 4172399

伊万里 きしがわ電水 4137429

伊万里 ㈲桜井無線 4111249

伊万里 ㈱昭栄電器 4137432

伊万里 タケノ電器商会 4137446

伊万里 ㈲岩本電器商会 4111258

伊万里 サトウ家電 4145438
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伊万里 でんき館マエダ 4160980

伊万里 ㈲寿屋商店 4160981

伊万里 遠藤電気㈲ 4170802

有田 大串電器商会 4137361

有田 パナパナ奥村 4137364

有田 アトダデンキ 4146809

有田 パナパナ生活館 4160982

武雄 江口電機 4137333

武雄 山崎デンキ 4137347

武雄 大曲電器 4137335

武雄 荒川電化 4145265

武雄 パナパナ・いしまる 4137332

武雄 あらかわ電器 4145266

武雄 一ノ瀬電器商会 4137350

武雄 ㈲エコー無線 4137348

武雄 カワチノ電器商会 4137481

武雄 ㈲川原電気商会 4111254

武雄 大坪デンキ 4137477

武雄 エディオン江北サガヤ電器 4137448

武雄 アカホ電器 4149685

武雄 フジヤ電器商会 4137456

武雄 ㈱山茂電機 4161858

武雄 ㈲ライフワット 4166940

武雄 昭和電機商会 4169936

武雄 エディオン白石店 4171871

嬉野 ㈱オータデンキ 4111242

嬉野 岸川電気商会 4137355

嬉野 江口電器 4160992

嬉野 永尾デンキ 4168665

多久 こが電器 4162344

多久 デンキのゴンダ 4162351

鹿島 ㈱宮園電工 4137464

鹿島 納富電気商会 4166532

鹿島 デンキの萩原 4111252
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