
スマートライフコンシェルジュ(シルバー)　認定店

支部 シルバー認定店 店舗住所 認定番号

鳥栖 ㈱さとう　 鳥栖市本鳥栖町６６２番４ 41160216053

鳥栖 徳渕電気商会 鳥栖市本町３丁目１３１２番３ 41160216049

鳥栖 オーディオ・ノグチ 鳥栖市本町１丁目９５９番３ 41160216067

鳥栖 久保山電気商会 鳥栖市原町７０９番４ 41160216044

鳥栖 ㈱松下デンキ 鳥栖市蔵上町６２５番２ 41160216054

鳥栖 エレックスなかしま 鳥栖市田代本町１３９１ 41160216069

鳥栖 酒井電気 鳥栖市田代本町９８１番５ 41160216064

鳥栖 ㈱オーディオサービス 鳥栖市東町3丁目926-1 41160216115

鳥栖 ㈱鳥栖電器 鳥栖市宿町１４０７番地３ 41160216055

鳥栖 ㈲岡電気 三養基郡基山町大字宮浦１８７ 41160216070

鳥栖 ㈱プラザワン 三養基郡基山町宮浦１８６番５５ 41160216050

鳥栖 中島電器㈱ 三養基郡みやき町原古賀１６４１番３ 41160216059

鳥栖 ㈱ソエジマ 鳥栖市村田町１６番１ 41160216061

鳥栖 ㈲稲葉電気商会 鳥栖市本通町２丁目８７８番１ 41160216047

鳥栖 フジイテレビ 鳥栖市宿町１２５２番１ 41160216062

鳥栖 本田電気商会 三養基郡みやき町大字寄人４０５番４ 41160216051

鳥栖 ユーデンみやき店 三養基郡みやき町大字市武８９７番４ 41160216042

神埼 オーディオハマダ 神埼市神埼町神埼９９番１ 41160216066

神埼 オブチ電気商会 神埼市神埼町田道ケ里２２５０番１ 41160216072

佐賀 ㈱セブンプラザ佐賀店 佐賀市本庄町大字袋４０６番８ 41160219112

佐賀 栗田電器 佐賀市本庄町袋３２０番１８ 41160212009

佐賀 木塚電気商会 佐賀市久保泉町下和泉５４４番３ 41160212008

佐賀 ㈲イシマル電器 佐賀市東与賀町大字田中１４９ 41160212020

佐賀 岸川家庭電器㈱ 佐賀市川副町大字南里702番10号 41160212012

佐賀 志岐デンキ 佐賀市新郷本町２１番１５ 41160212023

佐賀 馬渡電気商会 佐賀市神園２丁目７番１２ 41160212002

佐賀 タカオ電器商会 佐賀市六座町２番１７ 41160212032

佐賀 広瀬電化 佐賀市呉服元町１１番２６ 41160212011

佐賀 ㈲電化センターキハラ 小城市牛津町大字柿樋瀬１０６７番２ 41160212031

佐賀 さかぐち電器 佐賀市鍋島町大字森田1407-16 41160212010

佐賀 ㈱広瀬百貨 神埼市千代田町境原２３番３ 41160212015

佐賀 リョウセイ電器 佐賀市久保田町大字久保田113番1 41160212029

佐賀 ㈲原田電気 小城市小城町布施ヶ里一角616番2 41160212033

佐賀 エディオン古賀電器サービス 佐賀市蓮池町大字蓮池140 41160216071

佐賀 ヤカベデンキ 佐賀市川副町南里２１４９番９ 41160212003

佐賀 ダイワデンキ 佐賀市嘉瀬町荻野５０９番１ 41160212013

唐津 ㈲マスターズ清水電器 唐津市町田１８６３番３ 41160212004

唐津 デンキの新 唐津市湊町１５０番１ 41160219077
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唐津 ㈲城屋 唐津市呼子町呼子４２０１番８ 41160219073

唐津 ㈲柴田電器商会 唐津市肥前町切木乙８８０番１ 41160212006

唐津 ニチアイ 唐津市神田８０３番１０ 41160212005

唐津 ㈲マルシゲ電機 唐津市厳木町本山３６７番４ 41160212014

唐津 ㈱中山電気商会 唐津市肥前町入野甲１９６１番１６ 41160212027

唐津 ミタカ電器商会 唐津市二タ子２丁目２番４７ 41160219101

唐津 かわぞえ電気 唐津市二タ子１丁目１７番 41160212034

唐津 ㈲カズタ電器商会 唐津市妙見町７０５９ 41160212035

唐津 エディオン唐津鏡店 唐津市鏡２０３０番１ 41160219104

唐津 ㈲はまでん 唐津市山本１５９０番１ 41160219082

唐津 くま電気商会 唐津市呼子町呼子３６７６番８ 41160212036

唐津 中小田電器商会 唐津市和多田天満町１丁目６番５０号 41160212037

伊万里 ㈲桜井無線 伊万里市蓮池町２２番２ 41160219083

伊万里 ㈲岩本電器商会 伊万里市山代町楠久８１７ 41160212040

伊万里 サトウ家電 伊万里市伊万里町乙５３ 41160219079

有田 大串電器商会 西松浦郡有田町本町丙１５１３番１ 41160219087

有田 奥村電器商会 西松浦郡有田町桑古場乙２３０９ 41160212039

武雄 江口電機 武雄市武雄町大字武雄１３３番２ 41160219110

武雄 一ノ瀬電器商会 武雄市西川登町小田志１７７９３番１ 41160219114

武雄 ㈲エコー無線 武雄市北方町大崎２１０４番３ 41160219088

武雄 カワチノ電器商会 武雄市北方町大字志久４２５６番２ 41160219094

武雄 ㈲川原電気商会 杵島郡大町町大字福母４１９番１４ 41160219078

武雄 大坪デンキ 杵島郡大町町大字福母２３１８番３ 41160219081

武雄 エディオン江北サガヤ電器 杵島郡江北町上小田９５番１ 41160219105

武雄 アカホ電器 杵島郡江北町山口１６５４番５ 41160219099

武雄 フジヤ電器商会 杵島郡白石町大字福田２２７８番１ 41160219092

武雄 ㈱山茂電機 武雄市武雄町大字昭和３８番１５ 41160219093

武雄 ㈲ライフワット 杵島郡白石町福富1746番1 41160219075

武雄 昭和電機商会 武雄市西川登町大字神六２０８９２ 41160219080

嬉野 ㈱オータデンキ 嬉野市嬉野町下宿乙９０６番１ 41160219102

嬉野 岸川電気商会 嬉野市嬉野町下宿丙１５番６７ 41160219106

嬉野 江口電器 嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲４３０ 41160219085

嬉野 永尾デンキ 嬉野市嬉野町大字下宿丙３２番２ 41160219084

多久 こが電器 多久市東多久町大字別府３３８０番３０ 41160212030

鹿島 ㈱宮園電工 鹿島市大字高津原４１番地の３ 41160219095

鹿島 納富電気商会 鹿島市大字重ノ木乙３１３４番１ 41160219113

2


