
令和4年12月6日現在

宮崎市
店名 住所 電話番号 主な修理品目

株式会社西村楽器micc本店 宮崎市橘通西4丁目6番3号MRTパーキング1F 0985-24-4141 楽器

株式会社西村楽器大淀店 宮崎市中村東3丁目4番63号 0985-54-6012 楽器

MIKI楽器 宮崎市大字塩路691番地 0985-69-6148 楽器

有限会社　ピアノ音色工房 宮崎市天満2丁目1-5 0985-64-0570 楽器

大塚台弦楽器スタジオ 宮崎市大塚台東1丁目18‐1 090-9727-6700 楽器

自転車修理センターノリック 宮崎市淀川3-5-8 080-4299-2076 自転車

素尚自転車商会 宮崎市瀬頭2-5-10 0985-23-2584 自転車

（株）井野サイクルショップ 宮崎市大字島之内2299番地 0985-39-1601 自転車

きじまじてんしゃ 宮崎市城ヶ崎3-23-2 0985-51-3668 自転車

ナスサイクル 宮崎市江平東町8-23 0985-24-1075 自転車

泉自転車商会 宮崎市堀川町96-1 0985-25-4351 自転車

サイクルショップあまん 宮崎市清水1-2-6 0985-22-2302 自転車

日髙自転車店 宮崎市佐土原町東上那珂14189 0985-74-0408 自転車

自転車QQ隊 宮崎市高岡町五町95-3 090-1800-8806 自転車

KOKUA Bicycle（コクアバイシクル） 宮崎市希望ヶ丘2丁目21-12 070-5403-1338 自転車

カギの110番宮崎大塚本店 宮崎市大塚京園3105-4 0985-28-0110 その他

カギの110番宮崎昭和町店 宮崎市昭和町62-1-1階 0985-23-0110 その他

株式会社リードマスター 宮崎市田野町乙9904-1 0985-64-6650 その他

株式会社山口農機サービス 宮崎市高岡町小山田2762-6 0985-64-9711 その他

パーム電気サービス 宮崎市佐土原下那珂1901-7 0985-72-2231 電化製品

でんかプラザおがた 宮崎市東大宮4-19-1 0985-27-8822 電化製品

増田電化センター 宮崎市吉村町今村甲4188-26 0985-24-3821 電化製品

デンキのくぼた 宮崎市平和が丘東町18-8 0985-20-1387 電化製品

田村電化店 宮崎市花ヶ島町水町1847-13 0985-25-5980 電化製品

てくのらいふ カネマル 宮崎市広島2丁目12-30 0985-24-2053 電化製品

西鉄電気 宮崎市吉村町江田原甲208番地15 0985-25-1139 電化製品

（有）電器のヤスタケ 宮崎市橘通西2丁目1番16号 0985-27-7008 電化製品

セレスかわぐち 宮崎市佐土原町下田島12375-7 0985-73-3550 電化製品

外山電器 宮崎市吾妻町51-3 0985-24-4866 電化製品

有限会社よこやまでんき 宮崎市潮見町151-1 0985-28-8778 電化製品

堀野電器 宮崎市芳士1024-6 0985-39-1181 電化製品

iccエレクトロサービス 宮崎市恒久254-12 0985-53-2558 電化製品

セレスこづつみ 宮崎市青島3-3-29 0985-65-0246 電化製品

株式会社エアライズ 宮崎市大島町野田2082番地3 0985-38-8721 電化製品

有限会社大島家電サービス 宮崎市波島2丁目10番4号 0985-28-2000 電化製品

宮崎メンテナンスサービス 宮崎市波島2丁目10番4号 0985-32-1880 電化製品

マツシタ電器 宮崎市和知川原2-131 0985-28-2014 電化製品

タカミライフサービス 宮崎市江平東1-8-26 0985-24-3525 電化製品

スマップル宮崎店 宮崎市広島2丁目12-19 0985-77-4123 電化製品

くつ工房さどわら 宮崎市佐土原町下那珂4750-296 0985-62-7410 履物

九州まちの修理屋さん　宮崎県の登録店（市郡別）
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令和4年12月6日現在

九州まちの修理屋さん　宮崎県の登録店（市郡別）
宮崎市（つづき）

店名 住所 電話番号 主な修理品目

リペアランド 宮崎市錦町1-8　ひむかきらめき市場内 0985-22-9292 履物

ラジ 宮崎市柳丸町153-1　パティオ柳丸D1-6 0985-69-0155 履物

メガネのヨネザワ山形屋眼鏡サロン 宮崎市橘通東3丁目4-12 6階 0985-31-3089 身の回り品

メガネのヨネザワ浮之城店 宮崎市柳丸町238 0985-26-1681 身の回り品

メガネのヨネザワ宮崎住吉店 宮崎市島之内字井手下7315-1 0985-39-2121 身の回り品

メガネのヨネザワ宮崎平和台 宮崎市矢の先町78-5 0985-60-1988 身の回り品

メガネのヨネザワ宮崎赤江店 宮崎市恒久字今出874-4 0985-64-7650 身の回り品

メガネのヨネザワ宮崎大塚店 宮崎市大塚町宮田2928-1外 0985-63-5891 身の回り品

メガネのヨネザワ清武加納店 宮崎市清武町加納乙470 0985-84-4720 身の回り品

斉藤洋服店 宮崎市大塚町原ノ前1587-9 0985-52-5107 衣服

株式会社服地のサカモト 宮崎市橘通東3丁目4番10号 0985-24-3717 衣服

あとりえ母都 宮崎市平和が丘東町19番地6 080-6427-9462 衣服

株式会社　ほていや本店 宮崎市橘通3丁目4番7号 0985-22-3888 衣服

みやび 宮崎市吾妻町164-506 0985-27-1440 家庭用繊維製品

　 ＰＣリペアステイ宮崎    宮崎市昭和町54-7 0985-71-3370 電化製品

都城市
店名 住所 電話番号 主な修理品目

株式会社西村楽器都城店 都城市妻ヶ丘町29街区13号 0986-24-2156 楽器

広池サイクル 都城市平江町2-15 0986-22-0375 自転車

自転車のよこやま 都城市鷹尾5-1-21 0986-22-1841 自転車

セレスやました 都城市高崎町江平1505 0986-62-1795 電化製品

パナランドエールこだま 都城市都原町7404-1 0986-23-2274 電化製品

パナランドとんぼ 都城市志比田町5297-10 0986-24-8733 電化製品

パステルやまだ 都城市志比田町4991-25 0986-22-0398 電化製品

オギノ電器 都城市天神町2-24 0986-23-6307 電化製品

電化のナカノ 都城市郡元町3245-97 0986-22-3878 電化製品

ミスターコンセント都城店 都城市吉尾町6100番地 0986-27-5522 電化製品

平原電器 都城市若葉町70-9-2 0986-22-6308 電化製品

セブンプラザトクシゲ 都城市北原町34-5 0986-23-7611 電化製品

電化のアリマ 都城市郡元町3000 0986-22-3921 電化製品

株式会社エヌ・エス・ピー 都城市太郎坊町2111番地1 0986-38-5355 電化製品

パソコンおまかせ隊　ニシムタ都城店 都城市五十町2375-5番 0986-58-7258 電化製品

鍵一番リペアサービス 都城市栄町4672-5イオンモール都城駅前店内2階 0986-22-8665 身の回り品

メガネのヨネザワタイヨー都城店 都城市下長飯町256-1 タイヨー都城店1階 0986-47-4430 身の回り品

メガネのヨネザワ都城広原店 都城市広原町20-4-1 0986-26-6300 身の回り品

スマップル都城店 都城市中町1-10 0986-57-8808 電化製品
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令和4年12月6日現在

九州まちの修理屋さん　宮崎県の登録店（市郡別）

延岡市
店名 住所 電話番号 主な修理品目

株式会社西村楽器延岡店 延岡市平原町5丁目685番17号 0982-32-3387 楽器

横山自転車商会 延岡市山下町2-5-21 0982-35-2591 自転車

田中サイクル 延岡市愛宕町3-2158-2 0982-32-3019 自転車

藤川輪業（資） 延岡市博労町2-28 0982-35-2243 自転車

つぐま自転車商会 延岡市安賀多町3-5-5 0982-35-6288 自転車

（有）三橋電器 延岡市北町2-2-13 0982-34-3479 電化製品

家庭用ミシン修理専門トダカ 延岡市塩浜町4丁目1681-36 0982-33-6523 電化製品

山口電化ハウス 延岡市緑ヶ丘1丁目17-10 0982-32-4175 電化製品

ハタダ電化サービス 延岡市長浜町2丁目2076-1 0982-31-0393 電化製品

やまだ電器 延岡市愛宕町1丁目1番地27 0982-33-2210 電化製品

株式会社でんかプラザきたかた 延岡市北方町川水流卯1271-2 0982-47-3456 電化製品

スマイルTS（テクニカルサービス） 延岡市南一ヶ岡4-1-16 0982-37-5030 電化製品

手づくりバックのにしき家 延岡市三ツ瀬町1-4-12 0982-35-6650 身の回り品

メガネのヨネザワ延岡日の出店 延岡市日の出町1-24-9 0982-22-1868 身の回り品

Jewel MIKI　ジュエルミキ 延岡市紺屋町1-3-17 0982-26-6983 身の回り品

洋服の修理屋さん 延岡市平原町1-1388 0982-33-3989 衣服

ほせい・さいほう屋 延岡市幸町2丁目95番 0982-26-0516 衣服

木工房　和(nagomi) 延岡市松原町1-1-6 0982-37-0230 家具

山田鏡台家具店 延岡市野地町3-3407-1 0982-35-7267 家具

(株)花菱塗装技研工業 延岡市大武町39-70（延岡鉄工団地内） 0982-34-8228 台所用品及び食卓用品 

日南市
店名 住所 電話番号 主な修理品目

リサイクルしみず 日南市岩﨑3丁目9-3 0987-23-5405 自転車

アイデンサービス 日南市大字星倉147-1 0987-23-0691 電化製品

藤浦電化サービス 日南市南郷町中村乙997-9 0987-64-0533 電化製品

つかさ電器 日南市星倉1-2-4 0987-25-9562 電化製品

あさひや 日南市岩﨑3丁目7-15 0987-22-2936 履物

メガネのヨネザワ日南平野店 日南市中平野3-1-1 0987-31-1848 身の回り品

日高時計店 日南市岩崎3丁目7-20 0987-23-5777 身の回り品

細山田洋傘店 日南市岩崎3丁目7-29-1 0987-22-2725 身の回り品

前野時計店 日南市岩崎3丁目7-29 0987-23-4332 身の回り品

小林市
店名 住所 電話番号 主な修理品目

株式会社西村楽器小林店 小林市細野1892 0984-23-2406 楽器

タケシタ電器 小林市細野2732-8 0984-23-9022 電化製品

チャンネルカトウ 小林市細野451-18 0984-23-5386 電化製品

有限会社電化ショップこばやし 小林市堤3113-2 0984-22-3682 電化製品

メガネのヨネザワ小林店 小林市堤西ノ原2926-4 0984-22-7734 身の回り品

大浦ふとん店 小林市細野1890 0984-23-4356 家庭用繊維製品
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令和4年12月6日現在

九州まちの修理屋さん　宮崎県の登録店（市郡別）

日向市
店名 住所 電話番号 主な修理品目

加行自転車店 日向市本町14-13 0982-52-3931 自転車

東自転車店 日向市江良町4丁目55番地 0982-52-5575 自転車

田城電器商会 日向市美々津町3029 0982-58-0065 電化製品

スズキ電器 日向市大字塩見7520-1 0982-52-1601 電化製品

井上電器 日向市大王町1-16-3 0982-52-1672 電化製品

タイヨー電器商会 日向市江良町3丁目30 0982-52-5572 電化製品

メガネのヨネザワ日向財光寺店 日向市財光寺字沖ノ原953-1 0982-54-4236 身の回り品

メガネのヨネザワイオンタウン日向店 日向市日知屋字古田町61-1 0982-55-8288 身の回り品

ふるや京染店 日向市永江町3丁目34番地1 0982-52-3016 衣服

熊本屋ふとん店 日向市都町1-19 0982-52-2207 家庭用繊維製品

串間市
店名 住所 電話番号 主な修理品目

山下サイクル商会 串間市大字串間1500 0987-72-2066 自転車

えとう電機 串間市串間343-3 0987-72-2385 電化製品

（有）丸十 串間市西方5739-10 0987-72-1380 家庭用繊維製品

西都市
店名 住所 電話番号 主な修理品目

サイクランドおくぐち 西都市小野﨑1-61 0983-43-0445 自転車

堀部電器 西都市大字平郡501-1 0983-44-6156 電化製品

有限会社オーディオヤマグチ 西都市聖陸町1丁目67 0983-43-5858 電化製品

ベスト電器ウエーブイイダ西都店 西都市妻町3-51 0983-43-0512 電化製品

メガネのヨネザワ西都店 西都市妻字平田1653-1 0983-42-6355 身の回り品

北諸県郡
店名 住所 電話番号 主な修理品目

ピアノ工房グローミュージック 北諸県郡三股町樺山1917-14 0120-930-727 楽器

東諸県郡
店名 住所 電話番号 主な修理品目

黒木商会 東諸県郡国富町本庄4512-9 0985-75-2232 自転車

あまてらす 東諸県郡国富町本庄1950-5 0985-73-9923 その他

蚊口電化 東諸県郡綾町南俣513-5 0985-77-1073 電化製品
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令和4年12月6日現在

九州まちの修理屋さん　宮崎県の登録店（市郡別）

児湯郡
店名 住所 電話番号 主な修理品目

有限会社尾鈴電化センター 児湯郡高鍋町大字北高鍋1362番地2 0983-22-1176 電化製品

アトム電器高鍋店椎電化センター 児湯郡高鍋町大字北高鍋5015 0983-23-0417 電化製品

オガタ冷調サービス 児湯郡新富町大字上富田3846-4 0983-33-6668 電化製品

有限会社タナカ電器 児湯郡高鍋町北高鍋2687-1 0983-23-0617 電化製品

とばり電器 児湯郡高鍋町大字高鍋町840 0983-22-1763 電化製品

メガネのヨネザワ高鍋店 児湯郡高鍋町北高鍋2476 0983-21-1177 身の回り品

三好時計メガネ店 児湯郡新富町富田1丁目24 0983-33-2374 身の回り品

田中木工所 児湯郡高鍋町上江7697-248 0983-23-0526 家具

東臼杵郡
店名 住所 電話番号 主な修理品目

（資）久保自転車店 東臼杵郡門川町東栄町2-1-25 0982-63-1134 自転車

長府ボイラー修理販売光住設 東臼杵郡美郷町西郷区田代486 0982-66-3307 電化製品

神門電化センター 東臼杵郡美郷町南郷区神門3641-3 0982-59-0476 電化製品

大工よろずや 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間1159-3 080-5216-9175 家具

西臼杵郡
店名 住所 電話番号 主な修理品目

でんかプラザいとう 西臼杵郡高千穂町大字三田井783 0982-72-3238 電化製品

クラフト樹の彩 西臼杵郡高千穂町大字下野306番地 090-4485-5965 家具
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