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地域 社名・店舗 住所 会社Tel リンク
北海道 （株）ビックカメラ 札幌店 北海道札幌市中央区北五条西2-1 札幌ESTA JRタワー 011-261-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/sapporo.html

（株）ヤマダ電機 テックランド札幌北33条店 北海道札幌市北区北三十三条西5-120-1 011-708-4147 http://www.yamada-denki.jp/store/contents/pref_1.html
東北 （株）ヤマダ電機  LABI 仙台店 宮城県仙台市青葉区中央3-6-1 022-212-5501 http://www.yamadalabi.com/sendai/labi/

（株）ヨドバシカメラ マルチメディア仙台 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-13 022-295-1010 http://www.yodobashi.com/index.html
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア郡山 福島県郡山市駅前1-16-7 024-931-1010 http://www.yodobashi.com/ec/store/0053/index.html

北関東 （株）ビックカメラ 水戸駅店 茨城県水戸市宮町1-7-31 エクセルみなみ 029-303-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/mito.html
（株）ビックカメラ 高崎東口店 群馬県高崎市栄町10-10 027-327-2111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/takasaki.html
（株）ビックカメラ 大宮西口そごう店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-8-4 048-647-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/oomiya_nishi.html
（株）ヤマダ電機  LABI 水戸店 茨城県水戸市宮町1-7-33 029-303-2233 http://www.yamadalabi.com/mito/
（株）ヤマダ電機  LABI 1 高崎店 群馬県高崎市栄町1-1 027-345-8811 http://www.yamadalabi.com/takasaki/
（株）ヤマダ電機  テックランド 春日部本店 埼玉県春日部市小渕字前田259-3 048-760-0100 http://www.yamada-denki.jp/store/contents/pref_11.html
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア宇都宮 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 宇都宮西口ビル 028-616-1010 http://www.yodobashi.com/ec/store/0052/index.html

東京 （株）石橋楽器店 渋谷店 東京都渋谷区宇田川町31-2渋 谷BEAM 2F 03-3770-1484 http://www.ishibashi.co.jp/store/shibuya.html
（株）タイムマシン e☆イヤホン 秋葉原店 東京都千代田区外神田3-11-2 ロック2ビル5F 03-3256-1701 http://www.e-earphone.jp/
（株）ファル 東京都千代田区神田須田町2-23-11 河合ビル1F 03-5298-2221 http://www.fal.gr.jp/
（株）フジヤエービック パート3 東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ3F 03-3386-5956 http://www.fujiya-avic.jp/
（株）メディア・インテグレーション
　　　ロックオンカンパニー　 東京都渋谷区神南1-8-18 クオリア神南フラッツ1F 03-3477-1756 http://www.miroc.co.jp/
（株）池部楽器店 リボレ秋葉原 東京都千代田区神田佐久間河岸55 朝風ビル 03-3862-0069 http://ikebe-gakki.com/realshop/revoleakihabara/index.html
（株）池部楽器店 POWER DJ'S 池袋店　 東京都豊島区東池袋1-36-7 アルテール池袋B1F 03-5956-6588 http://ikebe-gakki.com/realshop/powerdjs-ike/index.html
（株）池部楽器店 POWER REC店6F 　 東京都渋谷区桜丘町24-2 第3富士商事ビル6F 03-5456-8809 http://ikebe-gakki.com/realshop/powerrec/index.html
（株）ミュージックランド KEY池袋店 東京都豊島区東池袋1-17-8 03-5952-1144 https://www.musicland.co.jp/store/ikebukuro/
（株）ミュージックランド KEY渋谷店 東京都渋谷区桜丘町16-12 03-3463-0606 http://www.musicland.co.jp/store/shibuya/
（株）ソフマップ 秋葉原クリエイターズランド 東京都千代田区外神田 3-13-7 MacCollection 5F 03-5256-0477 http://www.sofmap.com/topics/exec/_/id=creatorsland/-/sid=0

（株）ソフマップ 秋葉原本館 東京都千代田区外神田4-1-1 03-3253-1111
http://www.sofmap.com/tenpo/topics/exec/_/id=shop/-/sid=akb-
mainstore

（株）ビックカメラ 有楽町店 東京都千代田区有楽町1-11-1 読売会館 03-5221-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/yurakucho.html
（株）ビックカメラ 赤坂見附駅店 東京都港区赤坂3-1-6 ベルビー赤坂 03-6230-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/shop-117.html
（株）ビックカメラ 池袋本店 東京都豊島区東池袋1-41-5 池袋興和ビル 03-5396-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/honten.html
（株）ビックカメラ 池袋西口店 東京都豊島区西池袋1-16-3 03-5960-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/i_nishi.html
（株）ビックカメラ ビックロ新宿東口店 東京都新宿区新宿3-29-1 03-3226-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/s_higashishin.html

（株）ビックカメラ 新宿西口店
東京都新宿区西新宿1-5-1 小田急新宿西口駅前ビル
（小田急ハルク） 03-5326-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/s_nishi.html

（株）ビックカメラ 渋谷ハチ公口店 東京都渋谷区道玄坂2-5-9 03-3477-0002 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/sby_hachi.html
（株）ビックカメラ 渋谷東口店 東京都渋谷区渋谷1-24-12 03-5466-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/shop-008.html
（株）ビックカメラ 立川店 東京都立川市曙町2-12-2 042-548-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/tachikawa.html
（株）ヤマダ電機  LABI 新橋デジタル館 東京都港区新橋2-8-5 03-3580-7151 http://www.yamadalabi.com/shimbashi/
（株）ヤマダ電機  LABI 品川大井町店 東京都品川区東大井5-20-1 03-5479-7600 http://www.yamadalabi.com/shinagawa-oi/
（株）ヤマダ電機  LABI1 日本総本店池袋 東京都豊島区東池袋1-5-7 03-5958-7770 http://www.yamadalabi.com/i-souhonten/
（株）ヤマダ電機  LABI 新宿東口館 東京都新宿区新宿3-23-7 03-3359-5566 http://www.yamadalabi.com/shinjuku/
（株）ヤマダ電機  LABI 新宿西口館 東京都新宿区西新宿1-18-8 03-5339-0511 http://www.yamadalabi.com/shinjuku-west/
（株）ヤマダ電機  LABI 渋谷店 東京都渋谷区道玄坂2-29-20 03-5456-6300 http://www.yamadalabi.com/shibuya/
（株）ヤマダ電機  LABI 自由が丘店 東京都目黒区緑が丘2-17-9 03-5731-7255 http://www.yamadalabi.com/jiyugaoka/
（株）ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 東京都千代田区神田花岡町1-1 03-5209-1010 http://www.yodobashi.com/ec/store/0018/index.html
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア新宿東口 東京都新宿区新宿3-26-7 03-3356-1010 http://www.yodobashi.com/ec/store/0013/index.html
（株）ヨドバシカメラ 新宿西口本店 東京都新宿区西新宿1-11-1 03-3346-1010 http://www.yodobashi.com/ec/store/0011/index.html
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-19-1 0422-29-1010 http://www.yodobashi.com/ec/store/0029/index.html
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア町田 東京都町田市原町田1-1-11 042-721-1010 http://www.yodobashi.com/ec/store/0027/index.html

南関東 相模楽器（株） 神奈川県大和市南林間2-1-13 046-277-7841 http://www.sagamigakki.co.jp/
（株）ノジマオーディオスクエア 相模原店 神奈川県相模原市 中央区横山1-1-1 042-730-1326 http://www.nojima.co.jp/shop/kanagawa/sagamihara_audio.html



（株）ビックカメラ 柏店 千葉県柏市柏1-1-20 スカイプラザ柏 04-7165-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/kashiwa.html
（株）ビックカメラ ラゾーナ川崎店 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ 044-520-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/kawasaki.html

（株）ビックカメラ 新横浜店
神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45
キュービックプラザ新横浜 045-478-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/shop-104.html

（株）ビックカメラ 横浜西口店 神奈川県横浜市西区南幸2-1-29 045-320-0002 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/y_nishi.html
（株）ビックカメラ 藤沢店 神奈川県藤沢市藤沢559番地 0466-29-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/fujisawa.html
（株）ヤマダ電機  LABI 津田沼店 千葉県習志野市谷津1-16-1 047-470-0211 http://www.yamadalabi.com/tsudanuma/
（株）ヤマダ電機  LABI 上大岡店 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-18-5 045-752-7715 http://www.yamadalabi.com/kamiooka/
（株）ヤマダ電機  LABI 大船店 神奈川県横浜市栄区笠間2-2-1 045-890-3300 http://www.yamadalabi.com/ofuna/
（株）ヤマダ電機  テックランド New港北センター本店 神奈川県横浜市都筑区中川中央2-2-1 045-442-9051 http://www.yamada-denki.jp/store/contents/pref_14.html

（株）ヤマダ電機  テックランド 日吉東急店
神奈川県横浜市港北区日吉2-1-1
日吉東急アベニュー本館3F 045-560-5111 http://www.yamada-denki.jp/store/contents/pref_14.html

（株）ヨドバシカメラ マルチメディア横浜 神奈川県横浜市西区北幸1-2-7 045-313-1010 http://www.yodobashi.com/index.html
中部 （株）ビックカメラ 新潟店 新潟県新潟市中央区花園1-1-21 025-248-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/niigata.html

（株）ビックカメラ 浜松店 静岡県浜松市中区砂山町322-1 053-455-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/hamamatsu.html
（株）ビックカメラ 名古屋駅西店 愛知県名古屋市中村区椿町6-9 052-459-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/nagoya_nishi.html
すみやグッディ　(株)　すみや楽器ショップSBS通り店 静岡県静岡市駿河区中田本町56-5 054-282-3911 http://www.sumiya-goody.co.jp/profile/shop/detail.asp?s=59
（株）ヤマダ電機  LABI 名古屋店 愛知県名古屋市中村区名駅1-2-5 052-533-3711 http://www.yamadalabi.com/nagoya/

関西 （株）ミュージックランド KEY京都店
京都市中京区新京極通り三条下る桜之町407-1
新京極 詩の小路ビル3F

075-254-7780
http://www.musicland.co.jp/store/kyoto/

（株）ワタナベ楽器店 京都デジタル&ドラム館 京都府京都市中京区河原町通り夷川上ル指物町326 075-256-0238 http://www.watanabe-mi.com/digikan/
（有）マークスミュージック 大阪府大阪市浪速区日本橋西1-18 06-6635-0267 http://www.marks-music.com/
三木楽器　(株)　DJS 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-14 BIG STEP B1F 06-4704-5555 http://www.mikigakki.com/djs/index.php

三木楽器　(株)　TOOL'S
大阪府大阪市北区梅田1-2-2-100
大阪駅前第2ビル1F 8-1C

06-6456-3881
http://www.mikigakki.com/tools/

（株）ソフマップ
　　　なんばクリエイターズランド

大阪府大阪市浪速区日本橋3-6-25
なんば店ザウルス2 4F 06-6634-0071 http://www.sofmap.com/topics/exec/_/id=creatorsland/-/sid=0

（株）ビックカメラ JR京都駅店 京都府京都市下京区東塩小路町927 JR京都駅NKビル 075-353-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/kyoto.html
（株）ビックカメラ なんば店 大阪府大阪市中央区千日前2-10-1 06-6634-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/nanba.html
（株）ヤマダ電機  LABI 千里店 大阪府豊中市新千里東町1-2-20 06-6155-1031 http://www.yamadalabi.com/senri/
（株）ヤマダ電機  LABI 1 なんば店 大阪府大阪市浪速区難波中2-11-35 06-6649-8171 http://www.yamadalabi.com/labi1/
（株）ヤマダ電機  LABI 三宮店 兵庫県神戸市中央区三宮町1-5-8 078-391-8171 http://www.yamadalabi.com/sannomiya/
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 大阪府大阪市北区大深町1-1 06-4802-1010 http://www.yodobashi.com/index.html

中国・四国 （株）ビックカメラ 岡山駅前店 岡山県岡山市北区駅前町1-1-1 086-236-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/okayama.html
（株）ヤマダ電機  LABI 広島店 広島県広島市中区胡町5-22 082-545-8940 http://www.yamadalabi.com/hiroshima/
（株）ヤマダ電機  テックランド 高松春日本店 香川県高松市春日町218-1 087-818-0101 http://www.yamada-denki.jp/store/contents/pref_36.html

九州・沖縄 （株）マックスオーディオ 小倉店 福岡県北九州市小倉北区下到津5-1-35 093-591-0469 http://www.maxaudio.co.jp/
（株）マックスオーディオ 福岡店 福岡県福岡市中央区草香江1-9-12 092-734-6789 http://www.maxaudio.co.jp/
（株）ミュージックランド KEY福岡店 福岡県福岡市中央区天神1-11-1 天神ビブレ 6F 092-716-0404 http://www.musicland.co.jp/store/fukuoka/
（株）ビックカメラ 天神2号館 福岡県福岡市中央区天神2-4-5 092-732-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/tenjin_shin.html
（株）ビックカメラ 鹿児島中央駅店 鹿児島県鹿児島市中央町1-1 099-814-1111 http://www.biccamera.co.jp/shoplist/kagoshima.html
（株）ベスト電器 小倉本店 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-3 093-551-1081 http://www.bestdenki.ne.jp/StoreSearchResult
（株）ベスト電器 福岡本店 福岡県福岡市中央区天神1-9-1-5F 092-752-3899 http://www.bestdenki.ne.jp/fukuoka-honten
（株）ベスト電器 BB香椎本店 福岡県福岡市東区千早5-4-8 092-661-7733 http://www.bestdenki.ne.jp/StoreSearchResult
（株）ベスト電器 久留米本店 福岡県久留米市東合川3丁目2-8 0942-45-3546 http://www.bestdenki.ne.jp/StoreSearchResult

（株）ベスト電器 佐賀本店
佐賀県佐賀市兵庫北土地区画整理内22街区
ゆめタウン佐賀内 0952-36-8200 http://www.bestdenki.ne.jp/sagahonten

（株）ベスト電器 佐世保本店 長崎県佐世保市大塔町1857-2 0956-33-1627 http://www.bestdenki.ne.jp/StoreSearchResult
（株）ベスト電器 熊本本店 熊本県熊本市中央区新市街10-4 096-352-0050 http://www.bestdenki.ne.jp/StoreSearchResult
（株）ヤマダ電機  テックランド 福岡香椎本店 福岡県福岡市東区千早5-8-1 092-674-3120 http://www.yamada-denki.jp/store/contents/pref_41.html
（株）エディオン 具志川メインシティ店 沖縄県うるま市江洲450-1 098-974-4600 http://www.edion.co.jp/


