
名称 （有）電器のヤスタケ

住所 宮崎市橘通西2丁目1番16号

電話番号 0985-27-7008

FAX番号 0985-27-7008

メール

URL http://www.yasutake.co.jp

定休日 日曜日

営業時間 9時30分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 マツシタ電器

住所 宮崎市和知川原2-11

電話番号 0985-28-2014

FAX番号 0985-28-2025

メール songsafu@yahoo.co.jp

URL http://denkiy1.wix.com/matu#

定休日 日曜、祝日、年末年始

営業時間 9時00分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 田村電化店

住所 宮崎市花ヶ島町水町1847-13

電話番号 0985-25-5980

FAX番号 0985-26-0883

メール

URL

定休日

営業時間

取扱品目

価格例

PR

電化製品

地域の困りごと、何でもやります。電球配達から、修理、水道工事など、住まいに関する困りごと
は当店にお任せください。スタッフ5名で即対応します。
修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

家電製品全般・オール電化・リフォーム等

規定出張費1,500円～

当店は創業以来35年間、アフターサービスを中心に、地域に密着してアットホームなお店です。
電気に関する家中の困りごとや、修理、設置、販売に至るまで、プロのスタッフが満足していた
だけるよう敏速に対応させていただきます。

家電品販売修理、オール電化、太陽光発電など
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名称 デンキのくぼた

住所 宮崎市平和が丘東町18-8

電話番号 0985-20-1387

FAX番号 0985-20-1337

メール chacha11@snow.ocn.ne.jp

URL

定休日 日曜日、祝日

営業時間 9時00分～17時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 堀野電器

住所 宮崎市芳士1024-6

電話番号 0985-39-1181

FAX番号 0985-39-1204

メール

URL

定休日 なし

営業時間 9時00分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 てくのらいふ　カネマル

住所 宮崎市広島2丁目12-30

電話番号 0985-24-2053

FAX番号 0985-24-2058

メール

URL

定休日 日曜日、祝日

営業時間 10時00分～21時00分

取扱品目

価格例

PR

修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

テレビ、エアコン他家電製品全て

製品又故障箇所によって異なります

我が社は技術が自慢です。電気のことなら気軽にご相談ください。全メーカーOKです。
修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

電化製品

家電品全般、キッチン、給排水設備等

出張費（市内全域）2,000円、点検費3,000円

全メーカー修理OK、家電品、給湯機、ソーラー、給排水（水回り）OK

家電品、住設商品
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名称 タカミライフサービス

住所 宮崎市江平東1-8-26

電話番号 0985-24-3525

FAX番号 0985-24-3987

メール takaden-fan.com.@camel.plala.or.jp

URL

定休日 日曜、祝日

営業時間 10時00分～17時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 株式会社エアライズ

住所 宮崎市大島町野田2082番地3

電話番号 0985-38-8721

FAX番号 0985-38-8702

メール airrise@ind.bbig.jp

URL

定休日 不定休

営業時間 8時30分～17時30分

取扱品目

価格例

PR

名称 でんかプラザおがた

住所 宮崎市東大宮4-19-1

電話番号 0985-27-8822

FAX番号 0985-27-8849

メール ogata@miyazaki-catv.ne.jp

URL

定休日 毎週日曜日

営業時間 9時00分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

家電製品、トイレ、洗面所水回り等

あなたの街、でんきのお医者さんです。
全メーカー家電品修理いたします。お気軽にお電話ください。すぐお伺いします。

あなたの街の便利屋さんです!!

空調機、テレビ、照明器具等

修理をすれば、まだまだ長く使える電器製品があります。弊社は特に空調機（エアコン）の修理
をメインとしています。調子が悪いな…と感じられましたら、ご遠慮なくご相談くださいませ。
修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

家電ほか

電化製品
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名称 有限会社大島家電サービス

住所 宮崎市波島2丁目10番4号

電話番号 0985-28-2000

FAX番号 0985-28-2027

メール o-sima2000@psc.bbig.jp

URL

定休日 日曜、祝日

営業時間 8時30分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 宮崎メンテナンスサービス

住所 宮崎市波島2丁目10番4号

電話番号 0985-32-1880

FAX番号 0985-32-1880

メール

URL

定休日 日曜、祝日

営業時間 9時00分～18時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 増田電化センター

住所 宮崎市吉村町今村甲4188-26

電話番号 0985-24-3821

FAX番号 0985-24-3821

メール

URL

定休日

営業時間

取扱品目

価格例

PR

修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

ボイラー、電器温水器、エコキュート、太陽光など

（株）長府製作所（CHOFU）宮崎地区サービス指定店です。

家電製品、住宅設備、空調、音響、エコキュートなど

電化製品
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名称 西鉄電気

住所 宮崎市吉村町江田原甲208番地15

電話番号 0985-25-1139

FAX番号 0985-27-1875

メール nishitetsudenki@kaw.bbig.jp

URL http://www.hitachi-omisenavi.jp/store_info.asp?uin=59684

定休日 日曜、祝日、年末年始約5日間程度

営業時間 9時00分～18時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 有限会社よこやまでんき

住所 宮崎市潮見町151-1

電話番号 0985-28-8778

FAX番号 0985-41-4039

メール yokoden@adagio.ocn.ne.jp

URL http://yokoyamadenki.com/

定休日 日曜、祝日、お盆、年末年始

営業時間 9時00分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 外山電器

住所 宮崎市吾妻町1-3

電話番号 0985-24-4866

FAX番号 0985-38-9090

メール toyaden1@ric.hi-ho.ne.jp

URL

定休日 日曜日

営業時間 8時30分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

出張点検料金10Kｍまでは3,150円

宮崎県電機商業組合加盟店
家電製品協会安全点検技術登録2013-0032-45
各種クレジットOK

電化製品

修理のことはどんなことでも"よこやまでんき"に御相談ください。
修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

一般家電修理（国内メーカーに限る）等

修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

電化製品
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名称 iccエレクトロサービス

住所 宮崎市恒久254-12

電話番号 0985-53-2558

FAX番号 0985-53-2590

メール

URL

定休日

営業時間

取扱品目

価格例

PR

名称 セレスこづつみ

住所 宮崎市青島3-3-29

電話番号 0985-65-0246

FAX番号 0985-65-0246

メール c-kozutsumi@joy.hi-ho.ne.jp

URL

定休日 日曜日、祝日

営業時間 8時30分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 セレスかわぐち

住所 宮崎市佐土原町下田島12375-7

電話番号 0985-73-3550

FAX番号 0985-73-3550

メール prin-hiro@joy.hi-ho.ne.jp

URL

定休日

営業時間 9時00分～20時00分

取扱品目

価格例

PR

修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

TV、エアコン、エコキュート、IH、冷蔵庫、洗濯機他

修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

電化製品

家電全般、太陽光設備、エコキュート、井戸ポンプ他

修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。
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名称 パーム電気サービス

住所 宮崎市佐土原下那珂1901-7

電話番号 0985-72-2231

FAX番号 0985-72-2231

メール

URL

定休日 なし

営業時間 8時30分～18時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 蚊口電化

住所 東諸県郡綾町南俣513-5

電話番号 0985-77-1073

FAX番号 0985-77-1073

メール sscyg525@yahoo.co.jp

URL

定休日 日曜日

営業時間 9時00分～18時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 ミスターコンセント都城店

住所 都城市吉尾町6100番地

電話番号 0986-27-5522

FAX番号 0986-27-5525

メール mrc-miyakonozyou@100mv.com

URL http://shop.consent.jp/0072.html

定休日 無休

営業時間 10時00分～20時00分

取扱品目

価格例

PR

家電・パソコン

パソコンHDD交換23,100円～

生産、消費、そして廃棄を繰り返す時代はとうに終わりを告げています。
ミスターコンセントでは「3R:Reduce・Reuse・Recycle」を実践し、家電・パソコンをより良く、より長
く使っていただくためのお手伝いをしてまいります。

電化製品

エアコン着脱工事、ガス、修理

電気製品、電気配線設備修理一式

街の電気修理屋です。自由にご相談ください。

エアコン
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名称 株式会社エヌ・エス・ピー

住所 都城市太郎坊町2111番地1

電話番号 0986-38-5355

FAX番号 0986-38-5388

メール nsp1@n-s-p.co.jp

URL

定休日 日曜、祝日（土曜日は不定休）

営業時間 8時00分～17時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 電化のナカノ

住所 都城市郡元町3245-97

電話番号 0986-22-3878

FAX番号 0986-22-3887

メール n03k743n@btvm.ne.jp

URL

定休日 毎週日曜日（日曜でも要相談で対応）

営業時間 8時30分～20時30分

取扱品目

価格例

PR

名称 電化のアリマ

住所 都城市郡元町3000

電話番号 0986-22-3921

FAX番号 0986-22-3996

メール

URL

定休日

営業時間

取扱品目

価格例

PR
修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

家電製品・太陽熱温水器・暖房機等

安全点検技術講習修了者のいる店。電気工事、家電製品販売修理・エアコンの取付け取り外
し。
通信漏洩管理士のいる店・盗聴・盗撮調査いたします。

家電製品、電話、LAN工事、エアコン等各種工事

電化製品
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名称 セブンプラザトクシゲ

住所 都城市北原町34-5

電話番号 0986-23-7611

FAX番号 0986-23-7612

メール info-tokusige@7plaza.co.jp

URL http://www.7plaza.co.jp/member.html

定休日 なし

営業時間 9時30分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 オギノ電器

住所 都城市天神町2-24

電話番号 0986-23-6307

FAX番号 0986-23-6629

メール info@e-ogino.com

URL www.e-ogino.com/

定休日 なし

営業時間 9時00分～20時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 平原電器

住所 都城市若葉町70-9-2

電話番号 0986-22-6308

FAX番号 0986-22-6308

メール hiraharadenki @btvm.ne.jp

URL

定休日 日曜日

営業時間 8時00分～18時30分

取扱品目

価格例

PR

「かかりつけの電器店」としてお役に立ちます。売りっぱなしは致しません！！
修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

家電製品全般

各社一般電化製品の修理販売、アンテナの取付けエアコン取付け、洗濯機のクリーニング（お
見積もりします）
各種メディアのダビング
洗濯で落ちない洗濯機の外側の汚れがきれいになります。

家電製品、補聴器、太陽光システム等

電化製品

一般家電製品
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名称 パナランドとんぼ

住所 都城市志比田町5297-10

電話番号 0986-24-8733

FAX番号 0986-24-8738

メール

URL

定休日

営業時間

取扱品目

価格例

PR

名称 パステルやまだ

住所 都城市志比田町4991-25

電話番号 0986-22-0398

FAX番号 0986-22-0399

メール

URL

定休日 日曜日

営業時間 8時00分～18時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 パナランドエールこだま

住所 都城市都原町7404-1

電話番号 0986-23-2274

FAX番号 0986-23-0784

メール h-kodama@btvm.ne.jp

URL

定休日

営業時間 9時00分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

家電製品、太陽光、エコキュート他

心のこもった技術とサービス

電化製品

家電製品

家電製品、水回り、アンテナ配線等

でんきのホームドクター
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名称 セレスやました

住所 都城市高崎町江平1505

電話番号 0986-62-1795

FAX番号 0986-62-1953

メール

URL

定休日

営業時間

取扱品目

価格例

PR

名称 アイデンサービス

住所 日南市大字星倉147-1

電話番号 0987-23-0691

FAX番号 0987-23-9701

メール

URL

定休日 年中無休（不在時留守番電話対応）

営業時間 年中無休（不在時留守番電話対応）

取扱品目

価格例

PR

名称 つかさ電器

住所 日南市星倉1-2-4

電話番号 0987-25-9562

FAX番号 0987-25-9574

メール tsukasa-den@btvm.ne.jp

URL

定休日 日曜日

営業時間 9時00分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

家電品、エレクトロニクス製品販売修理

一流メーカー取扱い販売・修理を行う店。家庭用電気機器修理技術者合格。
店、事務所、駐車場合わせて約90坪です。
修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

電器修理、取付

家電製品全般

小さいことから大きいことまで何でもお任せください。
修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

電化製品
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名称 藤浦電化サービス

住所 日南市南郷町中村乙997-9

電話番号 0987-64-0533

FAX番号 0987-64-0721

メール

URL

定休日

営業時間 8時00分～20時30分

取扱品目

価格例

PR

名称 えとう電機

住所 串間市串間343-3

電話番号 0987-72-2385

FAX番号 0987-72-2385

メール

URL

定休日 日曜日

営業時間 9時00分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 有限会社電化ショップこばやし

住所 小林市堤3113-2

電話番号 0984-22-3682

FAX番号 0984-23-1130

メール yamanouti.kazuko@sepia.plala.or.jp

URL

定休日 日曜、祝日

営業時間 8時30分～17時00分

取扱品目

価格例

PR

とことんまで修理の店
修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

家電製品、住宅設備品、OA機器製品、エコキュート等

部品代及び手数料（工料）となります

即訪問、全メーカー対応。親切、丁寧、不安を解消。
修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

電化製品、ボイラー修理、電話配線工事

信頼と技術の店
修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

家電品全般、エコキュート、バス、トイレ、太陽光、電気工事

電化製品
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名称 タケシタ電器

住所 小林市細野2732-8

電話番号 0984-23-9022

FAX番号 0984-23-9150

メール

URL

定休日

営業時間

取扱品目

価格例

PR

名称 チャンネルカトウ

住所 小林市細野451-18

電話番号 0984-23-5386

FAX番号 0984-23-9051

メール YOSIKZU-CH@bh.wakwak.com

URL

定休日 日曜、祝日

営業時間 10時00分～18時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 有限会社オーディオヤマグチ

住所 西都市聖陸町1丁目67

電話番号 0983-43-5858

FAX番号 0983-43-5508

メール

URL

定休日

営業時間

取扱品目

価格例

PR
お客様の困ったところにとどくマゴの手になります！
修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

家電品、ボイラー、温水器、台所回り用品

家電品2,000円より

何でも修理します。お問い合わせください。

電化製品
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名称 ベスト電器ウエーブイイダ西都店

住所 西都市妻町3-51

電話番号 0983-43-0512

FAX番号 0983-43-0545

メール

URL

定休日 毎週日曜日

営業時間 9時00分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 堀部電器

住所 西都市大字平郡501-1

電話番号 0983-44-6156

FAX番号 0983-44-6156

メール horibedenki@yahoo.co.jp

URL

定休日 不定休

営業時間 8時00分～17時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 とばり電器

住所 児湯郡高鍋町大字高鍋町840

電話番号 0983-22-1763

FAX番号 0983-22-1845

メール kazumi.t@triton.ocn.ne.jp

URL

定休日 日曜日

営業時間 8時00分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

電化製品

家庭用電化製品、住宅設備機器

修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

家電品、住設（電気温水器等）

よろしく！

家電一般

当店はアフターサービスをモットーにする店です！
修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

14 



名称 有限会社尾鈴電化センター

住所 児湯郡高鍋町大字北高鍋1362番地2

電話番号 0983-22-1176

FAX番号 0983-22-1116

メール o_d_c@mx6.tiki.ne.jp

URL

定休日 日曜日

営業時間 9時00分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 有限会社タナカ電器

住所 児湯郡高鍋町北高鍋2687-1

電話番号 0983-23-0617

FAX番号 0983-23-0601

メール

URL

定休日 日曜、祝日

営業時間 9時00分～18時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 アトム電器高鍋店椎電化センター

住所 児湯郡高鍋町大字北高鍋5015

電話番号 0983-23-0417

FAX番号 0983-23-0417

メール

URL

定休日

営業時間

取扱品目

価格例

PR

家電品一般、ボイラー、太陽光発電等

家電製品、家庭用井戸ポンプ、太陽熱温水器

電化製品

修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

電器のことで困ったら何でもお気軽にご相談ください。

15 



名称 オガタ冷調サービス

住所 児湯郡新富町大字上富田3846-4

電話番号 0983-33-6668

FAX番号 050-3737-5892

メール ot@reityou.com

URL http://hc2.seikyou.ne.jp/home/reiityou/

定休日 日曜・祝日

営業時間 8時00分～18時30分

取扱品目

価格例

PR

名称 井上電器

住所 日向市大王町1-16-3

電話番号 0982-52-1672

FAX番号 0982-52-1680

メール takashi-inoue@kmf.bilobe.ne.jp

URL http://www7b.biglobe.ne.jp/～inouedenki/

定休日 なし

営業時間 9時00分～20時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 田城電器商会

住所 日向市美々津町3029

電話番号 0982-58-0065

FAX番号 0982-58-0065

メール kan-tashiro@gem.hi-ho.ne.jp

URL

定休日 なし

営業時間 8時00分～18時00分

取扱品目

価格例

PR

電化製品

家庭電化製品、パソコン

家電製品販売・修理、24時間風呂販売・修理、パソコン修理、エアコン取付け工事、アンテナ工
事
まずはお電話ください。

家電製品（全メーカー）

冷暖房機、換気扇、エアコン

ルームエアコン修理部品代+10,000円

エアコンのことなら家庭用から業務用まで何でもおまかせください。

プロパンガス、住設関連もやっています。
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名称 スズキ電器

住所 日向市大字塩見7520-1

電話番号 0982-52-1601

FAX番号 0982-52-1601

メール xx33himukanet@gol.com

URL

定休日

営業時間 9時00分～17時00分(夏場延長）

取扱品目

価格例

PR

名称 神門電化センター

住所 東臼杵郡美郷町南郷区神門3641-3

電話番号 0982-59-0476

FAX番号 0982-59-0476

メール

URL

定休日

営業時間

取扱品目

価格例

PR

名称 長府ボイラー修理販売光住設

住所 東臼杵郡美郷町西郷区田代486

電話番号 0982-66-3307

FAX番号 0982-66-3307

メール

URL

定休日 日曜日

営業時間 8時00分～17時00分

取扱品目

価格例

PR

電化製品

ボイラー、エアコン、太陽熱温水器

家庭用電気製品、電話工事等

第2種電器工事者免許・アナログ電話工事者免許・無線従事者免許

太陽熱温水器の水抜き掃除2,000円、網戸張替500円／枚

住まいのこと、なんでもお気軽にご相談ください。
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名称 （有）三橋電器

住所 延岡市北町-2-13

電話番号 0982-34-3479

FAX番号 0982-34-3540

メール tki-3284@sky.plala.or.jp

URL

定休日 日曜日

営業時間 9時00分～18時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 ハタダ電化サービス

住所 延岡市長浜町2丁目2076-1

電話番号 0982-31-0393

FAX番号 0982-31-0416

メール hatadaakiko@ae.auone.net.jp

URL

定休日 日曜日

営業時間 9時00分～18時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 山口電化ハウス

住所 延岡市緑ヶ丘1丁目17-10

電話番号 0982-32-4175

FAX番号 0982-32-4317

メール

URL

定休日 無休

営業時間 8時30分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

電化製品

家電製品、ボイラー、エコキュート、太陽ヒーター等

修理か買換えの判断を速やかに行い、お客様に不便をかけません！
修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

家電、ボイラー、太陽光パネルなど

家電製品、冷暖房器具

お客様の困ったにお応えします!!
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名称 家庭用ミシン修理専門トダカ

住所 延岡市塩浜町4丁目1681-36

電話番号 0982-33-6523

FAX番号 0982-33-6523

メール

URL

定休日 日曜日、祝日

営業時間 9時00分～18時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 やまだ電器

住所 延岡市愛宕町1丁目1番地27

電話番号 0982-33-2210

FAX番号 0982-33-9639

メール

URL

定休日

営業時間

取扱品目

価格例

PR

名称 スマイルTS（テクニカルサービス）

住所 延岡市南一ヶ岡4-1-16

電話番号 0982-37-5030

FAX番号 0982-37-5030

メール sumayru@buz.bbig.jp

URL

定休日

営業時間 9時00分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

電化製品

修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

家電製品、住宅設備、オール電化、太陽光発電など

家庭用ミシン、工業ミシン

修理価格3,000円～10,000円

修理専門のため、店内の販売用のミシンの展示品もありません。30年以上完全修理を目標にし
ています。古いミシンほど修理可能です。90％修理できます。

家電まわりはもちろん、住まいの軽工事までおまかせください。お電話お待ちしております。
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名称 株式会社でんかプラザきたかた

住所 延岡市北方町川水流卯1271-2

電話番号 0982-47-3456

FAX番号 0982-47-3467

メール nakaden3456@ybb.ne.jp

URL

定休日 日曜、祝日

営業時間 9時00分～18時00分

取扱品目

価格例

PR

名称 でんかプラザいとう

住所 西臼杵郡高千穂町大字三田井783

電話番号 0982-72-3238

FAX番号 0982-72-5484

メール itoudenki@mx2.tiki.ne.jp

URL

定休日 日曜、祝日

営業時間 8時30分～18時30分

取扱品目

価格例

PR

名称 スマップル宮崎店

住所 宮崎市広島2丁目12-19

電話番号 0985-77-4123

FAX番号

メール miyazaki@time-lab.jp

URL https://smapple-miyazaki.com/

定休日 年末年始のみ

営業時間 9時00分～20時00分

取扱品目

価格例

PR

電化製品

家庭用電気製品、太陽光発電システム、住設

修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

◇iPhone修理◇iPad修理◇任天堂スイッチ修理

家電製品、太陽光、オール電化

地域密着型でみなさんのお役に立てるよう、日々がんばっています。
修理のことは「任せて安心、ていねい・スピーディー　あなたの快適な暮らしをお手伝い!!」
全国電気商業組合連合会　宮崎県電気商業組合　組合員のお店です。

3,850円(税込)～

スマップル宮崎店ではスマートフォンのガラス割れやバッテリー交換、任天堂スイッチの修理や
iPad修理と幅広い端末に対応しております。
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名称 パソコンおまかせ隊　ニシムタ都城店

住所 都城市五十町2375-5番

電話番号 0986-58-7258

FAX番号

メール m-hirose@windy-sky.com

URL http://windy-sky.com/index.php

定休日 無し

営業時間 10時00分～19時30分

取扱品目

価格例

PR

名称 タイヨー電器商会

住所 日向市江良町3丁目30番地

電話番号 0982-52-5572

FAX番号 0982-54-6050

メール Kuroki.hirosi@white.plala.or.jp

URL

定休日 日曜日

営業時間 9時00分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

電化製品

家電製品、灯油ボイラー等

電気配線工事も行います。

パソコン

診断無料、中古パソコン19,800円～

手頃な価格のパソコン販売から修理・サポートまで、パソコンのことなら何でも相談ください！
パソコン販売から修理・サポートまで、パソコンのことなら何でも相談ください！修理診断・見積
もりは無料！起動しない、電源が落ちる、動きが遅いなど、どんな小さなトラブルでもＯＫ。
1万9800円の中古パソコンから、新古品のパソコンまで品ぞろえが豊富です。
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名称 スマップル都城店

住所 都城市中町1-10

電話番号 0986-57-8808

FAX番号

メール miyako@time-lab.jp

URL https://smapple-miyakonojo.com/

定休日 火曜日

営業時間 10時00分～19時00分

取扱品目

価格例

PR

電化製品

◇iPhone修理◇iPad修理◇任天堂スイッチ修理

3,850円(税込)～

スマップル都城店ではスマートフォンのガラス割れやバッテリー交換、任天堂スイッチの修理や
iPad修理と幅広い端末に対応しております。
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