
エコショップ一覧（50音順）

社　　　　名 住所 電話

愛彩電科にしはま 牟呂中村町21-30 32-2920

愛彩電科はしやま 三ノ輪町五丁目19 61-7391

(有)アケボノ電器 曙町字南松原70-4 46-3257

旭屋 三本木町新三本木95-3 46-5414

アピタ向山店 向山町字中畑１番地１ 56-6400

αさんとう 老津町字的場78 23-2217

アワーズサンワ弥生 弥生町字松原61-1 45-8556

有限会社アワーズ豊橋南店 中浜町83-3 46-7616

株式会社イクモ 南旭町78番地 56-0766

イトウ通信サービス株式会社豊橋営業所 牟呂外神町14-9 35-0824

有限会社イトウムセン 八町通五丁目41 54-2171

五並電器 細谷町字北芋ケ谷30-47 21-1512

イノウエ電化 東田中郷町114-4 54-7464

株式会社井上電機商会 船町201-1 52-4573

有限会社魚伊 魚町18 52-5256

魚一（アキ魚一商店） 上地町142-2 61-1003

株式会社梅鉢屋 新本町32 54-5221

有限会社エイトムセン 向山台町4-6 53-5457

エール 西高師町字大坪65-2 37-0500

大清水商店街　(有)江口金物店 南大清水町字元町100番地 25-1856

エコチャリ豊橋駅前大通店 駅前大通二丁目71番地先 54-4550

エディオン豊橋店 前田南町一丁目6-1 51-5211

太田電器商会 大橋通二丁目141 52-4354

大清水商店街　株式会社オーバヤシ 大清水町字大清水106番地 25-0931

大林電器 船渡町字内新田2-19 25-0238

有限会社オールデイズ 東幸町字大山23-2 61-7303

奥山電化 東脇2-10-13 31-2060

有限会社小田商事 中岩田3-13-21 61-9511

オフィスランド不二商会 前田南町一丁目16-5 55-5762

加登屋酒店 大崎町字南出口43 25-2734

株式会社紙半 新栄町鳥畷42 31-1383

ガリバー向山店 瓦町通２丁目161 66-2601

有限会社カワイ 牛川町字ギロウ37-1 55-2461

北島農園 花田町西宿無番地2Ｆ 55-2713

紀の国屋商店 萓町11 52-8529

有限会社協栄電気商会 南栄町字空地8-107 46-1531

クックマートユーアイ店 弥生町東豊和123 38-8080

クックマート牛川店 牛川通一丁目15番地2 69-1616

クックマート東脇店 東脇三丁目13-3 35-7700

クックマート飯村店 飯村北4丁目12-5 21-6161

クローバー商会 東幸町字大山27-11 63-5151

有限会社下篠屋 牛川町字中郷68 53-0069

株式会社髙英堂書店 松葉町2-41 52-4600

有限会社コーヤ電装 植田町字境松34 25-0721

有限会社こはまや 東小浜町122-2 45-0951

小林電機商会 東小鷹野4-17-22 61-0310
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サークルＫ豊橋石巻本町店 石巻本町字藤葉2-1 88-7077

サークルＫ豊橋東脇店 東脇一丁目13-8 32-5600

サークルＫ船渡店 船渡町字前田58 25-5079

サークルＫ　前芝店 前芝町堤下23-1 33-3233

サイトウ電器株式会社 吉川町103-7 31-1935

サカキヤホームセンター豊橋店 佐藤三丁目15番1号 64-3700

佐幸電器(有) 佐藤五丁目8-7 62-8813

佐々木繊維株式会社 前田中町2-14 53-4141

佐野電器商会 石巻本町字西下地73-2 88-0054

産直プラザ石巻店 石巻本町東野14-4 88-0658

産直プラザ福岡店 鴨田町44 46-3973

産直プラザ二川 雲谷町字ハシズメ3-78 41-2413

産直プラザ吉田方 菰口町6-30 31-1966

サンヨネ東店 仲ノ町1 63-1111

有限会社シティオ豊橋 新栄町字南小向82-1 32-0132

大清水商店街　清水庵 大清水町字娵田9番地の1 25-4556

大清水商店街　松鶴園 大清水町字大清水3番地の1009 25-0328

「情報百貨店」グッドウィル豊橋店 牟呂町字扇田74 29-8700

大清水商店街　(有)ほなみ　食彩広場大清水店 大清水町字大清水3番地の134 25-1830

大清水商店街　しろうさぎ 大清水町字大清水3番地の1105 25-1333

寝具の近田 牛川町字中郷93-3 52-5767

株式会社杉本屋紙店 瓦町通一丁目25 54-5388

大清水商店街　すし坊 南大清水町字元町220番地の2 25-9522

大清水商店街　うどん生そば丼物　砂場 大清水町字大清水77番地の1 25-0396

精文館書店北部店 牛川通五丁目12-4 55-1120

大清水商店街　精文館書店南店 南大清水町字元町338番地の1 25-2007

セブンイレブン豊橋仁連木町店 仁連木町186-5 69-1775

有限会社セントラル堂 牛川町字乗小路55-4 61-7968

大陽出版株式会社 神野新田町ロノ割200 32-7617

太陽電化センター 中岩田3-13-15 62-4182

有限会社高橋商会 前田中町13-4　稲垣ビル1階 54-1515

高橋屋酒店 柳生町46 45-5734

高秀種苗店 南大清水町字元町254-2 25-4090

タカマツ文具店 多米中町2-12-1 61-0417

高柳椅子有限会社 天伯町字美吉110 46-6485

タケ空間工房 鍛冶町47 54-1681

田中電化製品販売株式会社 神明町83 53-8188

コバヤシデンキ 植田町字法事堂71 25-2794

電化倶楽部ゴトー 江島町95-3 46-6567

有限会社トーデン 曙町字南松原3-3 46-8974

Doki-Doki東脇店 東脇三丁目15-8 33-1560

Doki-Doki二川店 大岩町西郷内145-1 65-5556

ドミー飯村店 飯村南三丁目1-22 64-2500

ドミー神野店 神野新田町字ロノ割70-1 34-1870

ドミー渡津店 高洲町字高洲17 33-8890

富岡屋酒店 東新町70 52-4628
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株式会社富安電機商会 下地町字天神32-1 54-5668

有限会社豊橋サンワ電化 南牛川一丁目9-4 62-5265

株式会社トヨハシ事務器 佐藤5-19-12 66-2000

株式会社豊橋タイプ 松葉町2-5 53-5111

株式会社トリックスメタル 花田町字絹田123 31-7977

中村青果株式会社 下五井町捨田19 52-2281

大清水商店街　肉の白井 南大清水町字富士見550番地の4 25-4851

(有)西八家電 東小鷹野四丁目18-11 63-5388

にんじん 飯村町西山7-609 61-3762

パナパルだいえい 仁連木町10 62-6658

パナプラザさんえい 小向町字北小向100-3 31-6820

株式会社パナ無線 八町通五丁目12 53-5513

パナランドオオスギ 石巻本町字北市場53-1 88-0537

合資会社濱金商店 花田町西宿無番地 56-6092

合資会社濱金商店 魚町91 52-4116

ピアゴ大清水店 南大清水町字富士見700番地1 25-6641

美容室アールヌーベルヴァーク 佐藤二丁目24-7 61-2724

美容室レイコ 佐藤四丁目40-6 63-2724

ファミリーショップマルヨ 石巻萩平町字城脇30-3 88-0855

フードオアシスあつみ山田店 山田町字西山11-1 37-5281

福井酒造株式会社 中浜町214番地 45-5227

福澤省悟税理士事務所 三ノ輪町本興寺39-2 61-6178

有限会社フクジン 上伝馬町125 52-3709

大清水商店街　(有)フジスタンド 南大清水町字富士見676番地の2 25-5181

株式会社ふじや 多米西町3-6-5 61-8002

株式会社フューチャーイン豊橋営業所 駅前大通り三丁目60 52-3611

Freak 大橋通二丁目142 37-4511

株式会社文光堂 八町通2-3 54-0001

男女ヘアーサロン アガタ 高師町字北原1-92 西口住宅Ｅ棟3号室 61-7771

ヘアーサロン池田 野依町字中瀬古80-1 25-2759

ヘアーサロン玉田 南旭町91 55-1516

株式会社奉仕堂印刷 神野新田町ロノ割57-1 32-1066

有限会社ホーナン家電 南大清水町字富士見736-2 25-3412

大清水商店街　(有)松尾酒店 南大清水町字元町113番地 25-0866

マツヤデンキ岩田店 中岩田2-2-1 61-0223

セカンドストリート牛川店 南牛川1-19-1 63-5161

丸勝酒店 牟呂外神町2-9 31-5980

有限会社丸喜長幡電機 北島町字北島50-1 52-5673

有限会社丸富商会 中岩田一丁目13-16 61-4234

大清水商店街　(有)マルハ酒店 南大清水町字富士見759番地の3 25-3855

マルヤマ電機商会 吾妻町196 61-7638

マルワ家電 小松町185-1 45-5883

コープ岩田 西岩田五丁目1-4 63-6111

大清水商店街　水鳥米穀店 南大清水町字元町109番地 25-2786

大清水商店街　(株)水野富久男商店 大清水町字大清水3番地の904 25-0691

ＭＩＴＡＫＡ 大井町108 62-4524
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ミナミ電器 草間町字平南59-2 45-4933

大清水商店街　三善屋 大清水町字大清水102番地の1 25-2703

株式会社ムラタ電気 三ノ輪町1-36 61-3133

有限会社メディアアオヤマ 錦町102 32-4585

有限会社メディアカタヤマ 向山大池町8-1 54-2600

株式会社メトロ事務器 花田町字荒木11-1 31-2990

大清水商店街　モードクリーナーズトークリ 大清水町字大清水29番地の2 25-0808

有限会社ヤスエデンカ 東雲町124 61-7927

大清水商店街　山口薬局 大清水町字大清水3番地の872 25-0266

株式会社ヤマナカ赤岩フランテ館 東田町井原20-1 63-4700

株式会社ヤマナカ豊橋フランテ館 中野町平北88-19 45-9873

兵藤商店 草間町字二本松25-6 45-8876

遊INGユタカ飯村店 飯村南二丁目21-3 64-1600

遊ingユタカうしかわ店 東小鷹野4-1-12 63-1820

遊ingユタカこいけ店 西小池町17 47-5311

遊INGユタカ西口店 飯村町茶屋65-3 61-3235

有限会社豊家電 小池町原下14 45-6521

株式会社吉田商会 下地町新道29 53-3907

ライフページＳＨＩＮ＊ＥＩ 柱八番町10-3 45-4976

リサイクルショップスタート 呉服町72-2 56-2626

リサイクルセンターエーワン 岩屋町岩屋下85-21 63-7550

リサイクルブティックモア 平川南町86-1 64-5667

リズム電器 大橋通3-122 53-2553

レッツ友赤岩 東岩田二丁目1-25 62-4855

ローソン豊橋江島店 江島町96-1 37-3963

ローソン豊橋神ノ輪店 神ノ輪町78 46-6070

ローソン豊橋大清水店 南大清水町字元町222番地 25-7125

ワルツカルミア店 花田町西宿無番地 56-6800

ワルツトキワ店 松葉町1-17 53-2802

ワルツ藤沢店 東小浜町55 46-3919

ワルツ向山アピタ店 向山町中畑1-1 56-5760
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