
使用済み蛍光管回収登録店

店舗名 住　　　所 電話番号

㈲堀川電機商会 出石町一丁目2-31 223-3728

エースナカヤマ 伊福町一丁目12-15 252-1687

エムラ電化 伊福町三丁目26-19 253-1357

堀電化サービス 内山下二丁目9-1 222-8012

成和電器 駅元町22-15 254-8396

安田電化センター 奥田南町1-31 222-3996

結城商店 表町三丁目18-58 224-4481

木下ラジオ電化商事㈲ 表町三丁目-6-32 231-0351

ワタナベデンキ 栢谷1077 294-1118

久山電器 栢谷1758-3 294-3039

シンエイデンキ 辛川市場309-3 284-7118

㈱ジュンテンドー　吉備津店 吉備津1385 287-9027

池田電業㈱ 下伊福上町1-21 252-3601

光山電機 船頭町103 232-0807

田中電器 大安寺東町7-6 253-0870

オオツカデンキ 大安寺南町一丁目9-1 254-7827

塩田電器 高松920-33 287-3383

グランド電機　津島店 津島新野一丁目1-10 254-3361

おぐらでんき 津島新野一丁目1-2 254-8758

モールデンキ 津島福居一丁目2-6 252-7347

㈱ジュンテンドー　津高店 津高375 251-9021

ｅｌｅｃｔｒｉｃでん助 津高台四丁目2056-7 253-7333

赤木電機 問屋町19-102 243-2111

徳橋ラジオ電機商会 富田町一丁目2-27 222-5132

ホームセンター　タイム　一宮店 楢津574-1 284-9232

しもやまでんき 西辛川322-1 284-2520

中川電機 西崎本町2-25 252-8464

高田電機 西之町16-115 241-3970

渡辺電気 庭瀬6 293-2073

中国電器 野田一丁目5-19 243-8250

ホームセンター　タイム　大安寺店 野殿西町418-1 214-2338

㈲キシモト電器 花尻あかね町9-102 252-2595

すぎもと 東山内28-1 299-0205

柴田電器 平野361-5 292-0131

神田電機商会（デオデオ奉還町店） 奉還町四丁目15-14 253-2878

㈱ジュンテンドー　御津店 御津宇垣1461-1 724-9211

クロダ電気店 御津金川282-12 0867-24-0224

デオデオ牟佐店 牟佐133-1 229-2266
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パナ電化 江崎460-10 277-7665

㈲丸山 沖元533-3 274-4325

マルワ電化 雄町163-1 279-4151

ホームセンター　タイム　高屋店 兼基63 278-1511

ホープ電機 祇園106 275-0718

アルファデンキ 祇園546-8 275-0827

タック青山 倉田571 277-2686

旭ナショナル電器岡山 国府市場59-7 275-2482

コートー電器 四御神159-8 279-1206

立川電器 四御神122-6 279-5181

デオデオ城東店 下509-3 278-9801

小川電器 新京橋三丁目14-8 273-2101

岡田電化 住吉町1-71 273-0036

㈲乗金電化 高島新屋敷20-1 275-3878

しみず電器 高屋178-5 237-1888

デオデオみちにし電器 中井117-7 275-5295

ハマ２２１ 西川原306-3 273-2424

エージェント操山 西川原一丁目2-28 270-3966

坪井電機 平井七丁目2-8 276-8345

電気屋カイブキ 藤原西町一丁目3-26 272-4570

㈱アポロ電器 藤原西町二丁目1-16 272-0482

白神電器 円山197-19 277-6192

ぐらんど円山店 円山54-13 276-1551

デオデオ湊店 湊303-8 276-3044

アポロ電器 海吉1846 277-5240

㈲カモサキ電業 海吉2154-13 277-8505

根古屋 海吉2329-2 277-4233

ホームセンター　タイム　平井店 平井六丁目7-1 270-2233

㈲竹原電芝社 可知四丁目3-9 942-3119

ミヤケＡＶ 可知四丁目26-1 943-2055

ヨシダ電器 金岡西町109-6 943-8188

オカモトデンキ 金岡東町一丁目8-4-1 942-6304

あっとホーム 神崎町178 946-2090

㈱ジュンテンドー　岡山神崎店 神崎町90 946-9173

ココトータルシステム 古都南方2863-5 278-7485

片岡電機商会 西大寺中一丁目14-28 942-2448

オオノシ 西大寺中三丁目17-10 943-1155

山三電機 西大寺中三丁目8-20 942-2331

花口電機 西大寺中野本町3-2 943-1212

やよい電器 西大寺東二丁目3-22-7 942-5570

Ｍｄｅｎねっとビナン店 西大寺南一丁目1-22 942-3224

ＡＶテックワタナベ 城東台西三丁目14-5 278-2063

㈲山陽電器研究所 瀬戸町光明谷183-6 086-952-2176

中田時計電器商会 楢原502 297-2131

仲原家電商会 西平島338 297-2492

四谷電機 東平島51-1 297-4411

在本電機 正義4468-2 946-8281

リブタケハラ 松新町816-1 943-3410
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コスモ電器 浦安南町356-25 262-3770

アサノガスサービス㈱ 小串3385-47 269-2533

トータルサービス・ニシムラ 小串3385-47 269-2533

ワールド２１ 妹尾店(タカキ電器) 妹尾201 282-0487

デンキ屋のナカムラ 妹尾2342-3 282-3135

㈲西江無線電器商会 妹尾468 282-1208

㈱ジュンテンドー　妹尾店 妹尾844-1 281-9011

宇田電器店 宗津925 08636-2-0182

ホームセンター　タイム　岡南店 築港栄町5-3 230-6740

ホームセンター　タイム　西市店 西市552-1 241-5055

やすかわでんき 西紅陽台2-58-465 08636-2-4500

ナショナルショップ藤川電器 東畦753 282-2633

小池電器 彦崎2748-3 08636-2-1462

若林電器店 彦崎2886-1 08636-2-1711

ウイング坂口 福成一丁目166-4 263-2322

ナカノテック 福吉町23-28 262-0463

ピトレいど 藤田1420-2 296-3280

エース 三浜町二丁目2-36 263-4320

ニシザキ電器 若葉町23-7 263-1813

南区

3 / 3 ページ


