
住宅用火災警報器取扱業者一覧表 
（彦根市・豊郷町・甲良町・多賀町内の住警器取扱業者） 

※ このリストは、彦根市住宅用火災警報器取扱業者公表登録制度に基づき、公表しています。 

地区 取扱業者名 郵便番号 所在地 
電 話 番 号 

ファックス番号 

彦
根
市 

㈱アヤハディオ 

南彦根店 
522-0042 彦根市戸賀町 60-1 

(0749)26-2533 

(0749)26-2526 

アールセイフティ㈲ 522-0024 彦根市正法寺町 606番地 13 
(0749)30-0750 

(0749)30-0751 

居川電機商会 522-0005 彦根市小野町 56 
(0749)22-4647 

(0749)24-6298 

エディオンビバシティ

彦根店 
522-0044 彦根市竹ヶ鼻町 43番地 1 

(0749)21-3580 

(0749)21-3581 

大阪ガスサービスショ

ップ ナカジマ 
522-0041 彦根市平田町 700-2 

(0749)27-0411 

(0749)27-1236 

奥山防災㈱ 522-0041 彦根市平田町 185番地 
(0749)22-6414 

(0749)24-6082 

㈱奥山ポンプ商会 522-0041 彦根市平田町 185番地 
(0749)22-6414 

(0749)24-6082 

㈱オバタ防災設備 522-0009 彦根市外町 47-17 
(0749)23-8847 

(0749)26-3688 

カインズ彦根店 522-0069 彦根市馬場 2丁目 1番地 1 
(0749)26-1000 

(0749)26-1006 

㈱勝田商会 522-0081 彦根市京町 1丁目 3番 13号 
(0749)24-3211 

(0749)26-1551 

共同電気㈱ 522-0083 彦根市河原三丁目 6番 19号 
(0749)22-4726 

(0749)24-2476 

共和電気工事㈱ 522-0024 彦根市正法寺町 725-14 
(0749)24-0725 

(0749)26-1082 

熊谷電工㈱ 522-0002 彦根市松原町 1415 
(0749)23-7511 

(0749)26-1761 

ケーズデンキ 彦根店 522-0010 彦根市駅東町 17－10 
(0749)21-3288 

(0749)21-3766 

小林電設工業 522-0046 彦根市甘呂町 1289 
090-3165-3897 

(0749)28-4468 

 （50音順） 

販売店・取扱店関係者へ 

 ○掲載を希望する販売店等ありましたら、下記にお申し出ください。 

 ○記載内容に変更がある場合は、下記にお申し出ください。 

 【お問合わせ・お申し出先】消防本部予防課 TEL 22－0332 (予防課直通) 

 

 



住宅用火災警報器取扱業者一覧表 
（彦根市・豊郷町・甲良町・多賀町内の住警器取扱業者） 

※ このリストは、彦根市住宅用火災警報器取扱業者公表登録制度に基づき、公表しています。 

地区 取扱業者名 郵便番号 所在地 
電 話 番 号 

ファックス番号 

彦
根
市 

㈱滋賀原木 522-0029 彦根市地蔵町 101番地 1 
(0749)22-4771 

(0749)26-2535 

スポット ノグチ㈱ 522-0223 彦根市川瀬馬場町 505番地 
(0749)28-1191 

(0749)28-1193 

上新電機㈱彦根店 522-0201 彦根市高宮町 1613－3 
(0749)23-5411 

(0749)23-5419 

ダイワ住電㈱ 522-0045 彦根市宇尾町 134 
(0749)22-2163 

(0749)24-5582 

Ｔ.伊藤住設㈱ 522-0007 彦根市古沢町 502番地１ 
(0749)23-1409 

(0749)23-1401 

出口電気商会 522-0068 彦根市城町一丁目 1番 28号 
(0749)22-1887 

(0749)24-9183 

テラダ電設 522-0002 彦根市松原二丁目 12-16 
(0749)22-8040 

(0749)26-2224 

㈱中島商事 522-0223 彦根市川瀬馬場町 735 番地 
(0749)25-0334 

(0749)28-2701 

㈲西川防災設備 522-0047 彦根市日夏町 1776－163 
(0749)25-3228 

(0749)25-4628 

㈱ ノセヨ 522-0029 彦根市地蔵町 112番地 1 
(0749)30-2038 

(0749)30-0117 

㈲ヤスフク電設 521-1113 彦根市稲部町 273-26 
(0749)43-3386 

(0749)43-6388 

山川電機㈱彦根営業所 522-0038 彦根市西沼波町 250番地 
(0749)22-0491 

(0749)22-5114 

電化ハウスやまざき 529-1156 彦根市清崎町 955番地 1 
(0749)25-2555 

(0749)25-3784 

㈱ヨロキ・テクノス 522-0053 彦根市大藪町 715番地 13 
(0749)26-7555 

(0749)35-4623 

   
 

 

 （50音順） 

販売店・取扱店関係者へ 

 ○掲載を希望する販売店等ありましたら、下記にお申し出ください。 

 ○記載内容に変更がある場合は、下記にお申し出ください。 

 【お問合わせ・お申し出先】消防本部予防課 TEL 22－0332 (予防課直通) 

 



住宅用火災警報器取扱業者一覧表 
（彦根市・豊郷町・甲良町・多賀町内の住警器取扱業者） 

※ このリストは、彦根市住宅用火災警報器取扱業者公表登録制度に基づき、公表しています。 

地区 取扱業者名 郵便番号 所在地 
電 話 番 号 

ファックス番号 

豊
郷
町 

油藤商事㈱ 529-1173 豊郷町高野瀬 645 
(0749)35-2081 

(0749)35-2083 

㈱ヨロキ・テクノス 529-1163 豊郷町雨降野 330番地の 5 
(0749)35-2220 

(0749)35-4623 

甲

良

町 

S E 電設 522-0242 甲良町尼子 1929 
(0749)38-3980 

(0749)38-3425 

㈲タナカ 522-0242 甲良町尼子 2013-4 
(0749)38-2188 

(0749)38-3763 

㈲野瀬電機商会 522-0262 甲良町横関 738番地 1 
(0749)38-2103 

(0749)38-4343 

多

賀

町 

㈱木村重兵衛商店 522-0341 多賀町多賀 488番地 
(0749)48-1331 

(0749)48-2631 

久保田電気 522-0341 多賀町多賀 1559－38 
(0749)48-8008 

(0749)48-8018 

太平設備 

エンジニアリング 
522-0341 多賀町多賀 1686番地 1 

(0749)48-0300 

(0749)48-0300 

多賀電機 522-0356 多賀町木曽 425-28 
(0749)48-0385 

(0749)20-4774 

増田電気商会 522-0352 多賀町久徳 474-1 
(0749)48-0545 

(0749)48-1455 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 （50音順） 

販売店・取扱店関係者へ 

 ○掲載を希望する販売店等ありましたら、下記にお申し出ください。 

 ○記載内容に変更がある場合は、下記にお申し出ください。 

 【お問合わせ・お申し出先】消防本部予防課 TEL 22－0332 (予防課直通) 


