
2021年6⽉現在
実際の在庫状況については各店舗へご確認願います。

店舗名 住所 TEL

（株）ヨドバシカメラ マルチメディア札幌店 北海道札幌市北区北六条⻄５－１－２２ 011-707-1010
東急ハンズ 札幌店 北海道札幌市中央区北4条⻄2丁⽬ さっぽろ東急百貨店8・9階 011-218-6111
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア郡⼭店 福島県郡⼭市駅前１－１６－７ 024-931-1010
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア仙台店 宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡１－２－１３ 022-295-1010
東急ハンズ 仙台店 宮城県仙台市⻘葉区中央1-1-1 エスパル仙台東館4F 022-791-0109

（株）ヨドバシカメラ マルチメディア上野店 東京都台東区上野４丁⽬９－８ 03-3837-1010
（株）ヨドバシカメラ マルチメディアＡＫＩＢＡ店 東京都千代⽥区神⽥花岡町１－１ 03-5209-1010
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア町⽥駅前店 東京都町⽥市原町⽥１－１－１１ 0427-21-1010
（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
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア上野店 東京都台東区上野４－１０－１０ 03-3837-1010
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア新宿東⼝店 東京都新宿区新宿３－２６－７ 03-3356-1010
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア新宿⻄⼝本店 東京都新宿区⻄新宿１－１６－２ 03-3346-1010
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア⼋王⼦店 東京都⼋王⼦市東７－４ 0426-43-1010
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア錦⽷町店 東京都墨⽥区江東橋３－１４－５ 錦⽷町ステーションビルテルミナ１階 03-3632-1010
上新電機（株） 板橋前野店 東京都板橋区前野町３丁⽬２０－１ 03-3967-3511
上新電機（株） ⻄東京保⾕店 東京都⻄東京市保⾕町５丁⽬８番８号 042-462-0711
東急ハンズ 渋⾕店 東京都渋⾕区宇⽥川町12-18 03-5489-5111
東急ハンズ 渋⾕スクランブルスクエア店 東京都渋⾕区渋⾕2-24-12 渋⾕スクランブルスクエアショップ&レストラン10階 03-5766-1121
東急ハンズ 町⽥店 東京都町⽥市原町⽥6-4-1 町⽥東急ツインズイースト6･7F 042-728-2511
東急ハンズ 池袋店 東京都豊島区東池袋1-28-10 03-3980-6111
東急ハンズ 新宿店 東京都渋⾕区千駄ヶ⾕5-24-2 タイムズスクエアビル2〜8F 03-5361-3111
東急ハンズ 北千住店 東京都⾜⽴区千住3-92 北千住マルイ7F 03-5284-6203 
東急ハンズ ららぽーと豊洲店 東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドックららぽーと豊洲1・1Ｆ 03-5284-6111
東急ハンズ 銀座店 東京都中央区銀座2-2-14 マロニエゲート銀座15〜9F 03-5547-0109
東急ハンズ 東京店 東京都千代⽥区丸の内1-9-1 ⼤丸東京店8〜10Ｆ 03-5220-7109
東急ハンズ ららぽーと⽴⾶店 東京都⽴川市泉町935-1 ららぽーと⽴川⽴⾶3F 042-540-6121
東急ハンズ 横浜店 神奈川県横浜市⻄区南幸1-3-1 横浜モアーズ5〜7階 045-320-0109
東急ハンズ ららぽーと横浜店 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜2F 045-929-0109
東急ハンズ ららぽーと湘南平塚店 神奈川県平塚市天沼10-1 三井ショッピングパークららぽーと湘南平塚1階 0463-25-5050
東急ハンズ アトレ川崎店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎4F 044-221-0109
（株）ヨドバシカメラ マルチメディアヨコハマ店 神奈川県横浜市⻄区北幸１－２－７ 045-313-1010

北海道・東北エリア

関東・甲信越エリア



（株）ヨドバシカメラ マルチメディア川崎ルフロン店 神奈川県川崎市川崎区⽇進町１－１１ 044-223-1010
上新電機（株） 相模原⼩⼭店 神奈川県相模原市中央区⼩⼭３－３７－１ 042-770-1511
上新電機（株） 厚⽊下荻野店 神奈川県厚⽊市下荻野１２００－１ 046-243-2811
（株）ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都⼼駅前店 埼⽟県さいたま市⼤宮区吉敷町４－２６３－６ 048-645-1010
上新電機（株） 草加まつばら店 埼⽟県草加市草加３－９－１３ 0489-44-9411
上新電機（株） 浦和美園イオンモール店 埼⽟県さいたま市緑区美園５丁⽬５０番地１ イオンモール浦和美園１Ｆ 048-878-7311
上新電機（株） ⽻⽣店 埼⽟県⽻⽣市川崎２－２８１－３ イオンモール⽻⽣１Ｆ 048-563-3141
上新電機（株） アリオ川⼝店 埼⽟県川⼝市並⽊元町１－７９ アリオ川⼝２Ｆ 048-257-4811
上新電機（株） 鴻巣店 埼⽟県鴻巣市袋７６３－２ 048-549-3811
上新電機（株） 狭⼭イオン店 埼⽟県狭⼭市上奥富１１２６－１ イオン狭⼭店２Ｆ 04-2952-1611
東急ハンズ ⼤宮店 埼⽟県さいたま市⼤宮区桜⽊町2-3 DOMショッピングセンター4・5 048-640-7111
東急ハンズ ららぽーと富⼠⾒店 埼⽟県富⼠⾒市⼭室1-13132F 049-275-1109
（株）ヨドバシカメラ 千葉店 千葉県千葉市中央区富⼠⾒２－３－１ 043-224-1010
上新電機（株） 市川⼤野店 千葉県市川市⼤野町１－１９－１ 047-303-6811
上新電機（株） 松⼾店 千葉県松⼾市⼋ケ崎⼋丁⽬３５－１７ 047-348-8511
上新電機（株） 船橋イオンモール 千葉県船橋市⼭⼿１－１－８ イオンモール船橋２階 047-434-6311
東急ハンズ 柏店 千葉県柏市末広町1-1 柏⾼島屋ステーションモールS館専⾨店7・8F 04-7141-6111
東急ハンズ ららぽーと船橋店 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY北館1F 047-436-6611
東急ハンズ 千葉店 千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉6F 043-308-0109
東急ハンズ ⾼崎店 群⾺県⾼崎市⼋島町４６-１ ⾼崎オーパ６階 050-1743-1109
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア甲府店 ⼭梨県甲府市丸の内１－３－３ 055-230-1010
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア新潟駅前店 新潟県新潟市中央区弁天１－２－６ ヨドバシ新潟ビル 025-249-1010
上新電機（株） 上越店 新潟県上越市藤野新⽥１１７６－２ 0255-22-8211
上新電機（株） ⻑岡古正寺店 新潟県⻑岡市古正寺町２１７ 0258-28-8511
上新電機（株） ⻲⾙店 新潟県新潟市⻄区⻲⾙１３４０ 025-268-0511
上新電機（株） ⻑岡愛宕店 新潟県⻑岡市東栄１丁⽬３番２８号 0258-33-0404

上新電機（株） 富⼭本店 富⼭県富⼭市⽥中町４－１４－８３ 0764-42-2131
上新電機（株） 富⼭南店 富⼭県富⼭市⼤町１３７番８ 076-495-9101
上新電機（株） ⾦沢本店 ⽯川県⾦沢市⽰野町８１街区１ 076-268-5533
上新電機（株） 野々市店 ⽯川県⽯川郡野々市町三納７９街区１ 076-246-8555
東急ハンズ ⾦沢店 ⽯川県⾦沢市⾹林坊2-1-1 ⾹林坊東急スクエアGF 076-221-0109
上新電機（株） 三共ジョーシン（株） 福井本店 福井県福井市⾼柳１－２０１ 0776-54-6800
上新電機（株） 焼津インター店 静岡県焼津市越後島３８５ 054-626-2211
東急ハンズ 浜松店 静岡県浜松市中区旭町12-1 遠鉄百貨店新館5階 050-1744-2109
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋店 愛知県名古屋市中区栄３－１６－１ 052-265-0055

東海・北陸エリア



上新電機（株） クロスモール豊川店 愛知県豊川市正岡町池⽥６９４－１ クロスモール豊川モール棟２階 0533-83-5511
上新電機（株） ジョーシン⽩⼟店 愛知県名古屋市緑区鳴海町⽩⼟６２－３ 052-878-2411
上新電機（株） ⼤⾼店 愛知県名古屋市緑区⼤⾼町奥平⼦１－１ イオンモール⼤⾼１Ｆ 052-623-7411
上新電機（株） 稲沢店 愛知県稲沢市⻑野７－１－２ リーフウォーク稲沢モール棟１Ｆ 0587-22-3111
上新電機（株） ⾼蔵寺店 愛知県春⽇井市中央台１－２－２ サンマルシェ南館１Ｆ 0568-91-8611
上新電機（株） 鳴海店 愛知県名古屋市緑区浦⾥３－２３２ なるぱ－く２Ｆ 052-892-6811
上新電機（株） 蟹江店 愛知県海部郡蟹江町桜⼀丁⽬２１２番地 0567-94-2011
上新電機（株） ⼩牧店 愛知県⼩牧市郷中１－５０ 0568-71-5911
上新電機（株） ⼀宮尾⻄店 愛知県⼀宮市篭屋２丁⽬１番２５号 0586-46-2611
上新電機（株） アピタ⻑久⼿店 愛知県愛知郡⻑久⼿市⼾⽥⾕９０１番地１ アピタ⻑久⼿店２Ｆ 0561-65-0211
上新電機（株） ⽊曽川イオンモール店 愛知県⼀宮市⽊曽川町⿊⽥字南⼋ツケ池２５番１ 0586-87-3211
上新電機（株） ⼀ツ⽊店 愛知県刈⾕市⼀ツ⽊町３丁⽬１０－４ 0566-27-8611
上新電機（株） 多治⾒店 岐⾩県多治⾒市上⼭町１－１７６ 0572-25-6550
上新電機（株） ⼤垣店 岐⾩県⼤垣市外野２－１００ イオン⼤垣ショッピングセンター 0584-89-0771
上新電機（株） 各務原店 岐⾩県各務原市那加萱場町３－８ イオン各務原ショッピングセンター１Ｆ 058-389-5521
上新電機（株） 岐⾩カラフルタウン店 岐⾩県岐⾩市柳津町丸野３丁⽬３－６ カラフルタウン岐⾩２Ｆ 058-388-9911
上新電機（株） 鈴⿅店 三重県鈴⿅市庄野共進２－７－９ 059-375-1911
上新電機（株） 明和店 三重県多気郡明和町中村１２２３ イオン明和ショッピングセンター１Ｆ 0596-55-8111
上新電機（株） 松阪店 三重県松阪市久⽶町１１７４－３ 0598-56-1711
上新電機（株） 東員イオンモール店 三重県員弁郡東員町⻑深字築⽥５１０－１ 0594-86-0711

上新電機（株） 守⼭店 滋賀県守⼭市播磨⽥町６８ 077-582-0351
上新電機（株） 堅⽥アル・プラザ店 滋賀県⼤津市本堅⽥５丁⽬２０－１０ アル・プラザ堅⽥３階 077-574-3344
上新電機（株） ⽔⼝店 滋賀県甲賀郡⽔⼝町泉７８０－１ 0748-63-8061
上新電機（株） 草津イオンモール店 滋賀県草津市新浜町３００ イオンモール草津・モール棟１Ｆ 077-569-4611
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア京都店 京都府京都市下京区烏丸通り七条下ル東塩⼩路町５９０－２ 075-351-1010
上新電機（株） 京都１ばん館 京都府京都市右京区⻄院巽町３８ 075-323-1511
上新電機（株） 宇治店 京都府宇治市樋ノ尻７９－１ 0774-21-9311
上新電機（株） 九条烏丸店 京都府京都市南区東九条南烏丸町３１ 075-693-5711
上新電機（株） ⻑岡京店 京都府⻑岡京市神⾜四ノ坪１－２ 075-958-2301
上新電機（株） 桂川イオンモール店 京都府京都市南区久世⾼⽥町３７６番１ 075-933-1311
上新電機（株） 伏⾒店 京都府京都市伏⾒区下⿃⽻渡瀬町１０１ 075-605-1711
上新電機（株） 城陽インター店 京都府城陽市久世荒内５９番１ 0774-55-5151
東急ハンズ 京都店 京都府京都市下京区四条通烏丸東⼊⻑⼑鉾町27番地 ⼤丸京都店周辺店舗 075-254-3109
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア梅⽥店 ⼤阪府⼤阪市北区⼤深町１－１ 06-4802-1010
（株）ヨドバシカメラ マルチメディア梅⽥店 ⼤阪府⼤阪市北区⼤深町１－１ 06-4802-1010

近畿エリア



上新電機（株） 東⾹⾥店 ⼤阪府枚⽅市⾼⽥１－２０－５０ 072-807-2411
上新電機（株） ⽇本橋店 ⼤阪府⼤阪市浪速区⽇本橋５－６－７ 06-6634-1211
上新電機（株） 岸和⽥店 ⼤阪府岸和⽥市作才町１０４３ 0724-37-1021
上新電機（株） 美原店 ⼤阪府堺市美原区北余部１４０－１ 072-369-0911
上新電機（株） 藤井寺イオン店 ⼤阪府藤井寺市岡２－１０－１１ イオン藤井寺ショッピングセンター２Ｆ 072-938-2111
上新電機（株） ⾼⽯店 ⼤阪府⾼⽯市⻄取⽯８－４－２０ 072-262-2311
上新電機（株） 茨⽊店 ⼤阪府茨⽊市上穂東町３－２３ 072-631-6651
上新電機（株） 富⽥林店 ⼤阪府富⽥林市若松⻄１－１８１６－１ 0721-23-3511
上新電機（株） 蒲⽣店 ⼤阪府⼤阪市城東区今福⻄３－２－２４ 06-6936-2001
上新電機（株） 平野うりわり店 ⼤阪府⼤阪市平野区⽠破４－２－８ 06-6701-1411
上新電機（株） ＰＩＴＯＮＥ⾼⽯店 ⼤阪府⾼⽯市⻄取⽯８－４－２０ 0722-62-2311
上新電機（株） ⾨真店 ⼤阪府⾨真市⼤橋町２７－３５ 072-886-1151
上新電機（株） ⾼槻店 ⼤阪府⾼槻市⼤畑町２４－１０ 072-693-3111
上新電機（株） 三国ケ丘店 ⼤阪府堺市百⾆⿃梅北町１－２５－１ 0722-51-3011
上新電機（株） 平野加美店 ⼤阪府⼤阪市平野区加美北５－６－４０ ホームセンターコーナン２Ｆ 06-6796-6411
上新電機（株） 光明池店 ⼤阪府和泉市室堂町８２４－３６ コムボックス光明池１Ｆ 0725-55-5411
上新電機（株） ⾼井⽥店 ⼤阪府東⼤阪市⾼井⽥本通４－２－５ 06-6787-1811
上新電機（株） 泉南イオンモール店 ⼤阪府泉南市りんくう南浜３－１２ 0724-82-9911
上新電機（株） 狭⼭店 ⼤阪府⼤阪狭⼭市池之原３－１０５２－１ 072-368-1621
上新電機（株） 新⽯切店 ⼤阪府東⼤阪市弥⽣町１６－１２ 0729-85-5721
上新電機（株） ⼤⽇店 ⼤阪府守⼝市⼤⽇東町１－１８ 06-4252-1411
上新電機（株） 新⼤阪店 ⼤阪府⼤阪市淀川区⻄宮原２－２－１７ 06-6399-7511
上新電機（株） ⼤東店 ⼤阪府⼤東市新⽥旭町２－８ 072-870-6711
上新電機（株） 千⾥丘店 ⼤阪府吹⽥市千⾥丘上５－５ 06-6876-4411
上新電機（株） 枚⽅店 ⼤阪府枚⽅市⽥⼝３－４１－７ 072-848-1211
上新電機（株） ⽇根野店 ⼤阪府泉佐野市⽇根野２４９６－１ 072-467-1411
上新電機（株） 吹⽥上新庄店 ⼤阪府吹⽥市⻄御旅町６－５ 06-4860-7811
上新電機（株） 住吉店 ⼤阪府⼤阪市住吉区殿辻１－８－２１ 06-4700-3111
上新電機（株） 東⼤阪店 ⼤阪府東⼤阪市若江⻄新町３－１－７ 06-6736-6111
上新電機（株） 南津守店 ⼤阪府⼤阪市⻄成区南津守５－２－１４ 06-6653-0211
上新電機（株） 鳳店 ⼤阪府堺市⻄区鳳北町９丁５１０ 072-262-5711
上新電機（株） 鶴⾒店 ⼤阪府⼤阪市鶴⾒区緑１－１８－１１ 06-6930-0021
上新電機（株） 堺中央環状店 ⼤阪府堺市北区⻑曽根町１９１９－１ 072-240-3911
上新電機（株） 外環柏原店 ⼤阪府柏原市本郷５－９６９ 072-920-6011
上新電機（株） ⾼槻⼤塚店 ⼤阪府⾼槻市⼤塚町５－１－５ 072-672-2911
上新電機（株） 四条畷イオンモール店 ⼤阪府四條畷市砂四丁⽬３番２号 072-803-2111



上新電機（株） 外環⼋尾店 ⼤阪府⼋尾市楽⾳寺１丁⽬９３番 072-941-2611
上新電機（株） 和泉中央店 ⼤阪府和泉市いぶき野３丁⽬１５－７ 0725-50-5011
上新電機（株） 豊中インター店 ⼤阪府豊中市服部寿町５丁⽬１３０－３ 06-6867-6711
上新電機（株） 東⼤阪⻑⽥店 ⼤阪府東⼤阪市⻑⽥⻄６－５－２２ 06-6745-7711
上新電機（株） 寝屋川店 ⼤阪府寝屋川市昭栄町１８－１ 寝屋川デポマート２Ｆ 072-820-5611
東急ハンズ 江坂店 ⼤阪府吹⽥市豊津町9-40 06-6338-6161
東急ハンズ ⼼斎橋店 ⼤阪府⼤阪市中央区⼼斎橋筋1-8-3 ⼼斎橋パルコ9〜11階 06-6243-3111
東急ハンズ 梅⽥店 ⼤阪府⼤阪市北区梅⽥3-1-1 ⼤丸梅⽥店内10〜12F 06-6347-7188
東急ハンズ あべのキューズモール店 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモールB1F 06-6645-0109
上新電機（株） ⻄宮店 兵庫県⻄宮市河原町５－１１ 0798-71-1171
上新電機（株） さんのみや１ばん館ＤＩＳＣＰＩＥＲ 兵庫県神⼾市中央区⼋幡通３－２－１６ 078-231-2111
上新電機（株） 加古川店 兵庫県加古川市別府町新野辺４４０－１ 079-441-3411
上新電機（株） 三宮１ばん館 兵庫県神⼾市中央区⼋幡通３－１－２６ 078-231-2111
上新電機（株） 川⻄店 兵庫県川⻄市久代６－１－５ 072-758-7211
上新電機（株） 尼崎杭瀬店 兵庫県尼崎市梶ケ島１９－１ コーナン杭瀬店２Ｆ 06-6481-2411
上新電機（株） 中⼭寺店 兵庫県宝塚市中筋５－１０－２７ グランドゲント宝塚２Ｆ 0797-89-0211
上新電機（株） 姫路⼤津店 兵庫県姫路市⼤津区⼤津町２－５ 0792-38-5911
上新電機（株） ⻄宮今津店 兵庫県⻄宮市今津港町１－２６ 0798-32-8001
上新電機（株） つかしん店 兵庫県尼崎市塚⼝本町４－８－１ つかしんリボン館５Ｆ 06-6426-2211
上新電機（株） イオンタウン加古川店 兵庫県加古川市東神吉町出河原町８６２ 079-433-4711
上新電機（株） ⼿柄店 兵庫県姫路市延末２０５－１ 079-225-6701
上新電機（株） ⻄宮ガーデンズ店 兵庫県⻄宮市⾼松町１４－２ 阪急⻄宮ガーデンズ本館４Ｆ 0798-68-6311
上新電機（株） 明⽯⼤久保店 兵庫県明⽯市⼤久保町ゆりのき通３－２ 078-937-0811
上新電機（株） 伊丹店 兵庫県伊丹市池尻４－１－１ イオン伊丹昆陽ショッピングセンター１Ｆ 072-778-6911
上新電機（株） 福崎店 兵庫県神崎郡福崎町南⽥原２９０６ 0790-24-3411
上新電機（株） 神⼾南イオンモール店 兵庫県神⼾市兵庫区中之島２丁⽬１番１ 047-348-8511
上新電機（株） 名⾕ダイエー店 兵庫県神⼾市須磨区中落合２丁⽬２番２ 078-793-2011
上新電機（株） 三⽥ウッディタウン店 兵庫県三⽥市けやき台１－５ 079-563-7111
東急ハンズ 姫路店 兵庫県姫路市駅前町188-1 ピオレ姫路ピオレ15F 079-223-5001
東急ハンズ あまがさきキューズモール店 兵庫県尼崎市潮江1-3-1 あまがさきキューズモール 06-6491-1090
上新電機（株） 奈良店 奈良県奈良市三条⼤路４－１－５８ 0742-33-2611
上新電機（株） 登美ヶ丘店 奈良県⽣駒市⿅畑町３０２７ 0743-78-1711
上新電機（株） 郡⼭イオンモール店 奈良県⼤和郡⼭市下三橋町７４１－１７０ 0743-54-8611
上新電機（株） 岩出店 和歌⼭県岩出市⻄野２５ 0736-61-7411
上新電機（株） 和歌⼭北店 和歌⼭県和歌⼭市平井１２０－１ 073-455-6111

中国・四国エリア



東急ハンズ 岡⼭店 岡⼭県岡⼭市北区下⽯井1丁⽬2番1号 イオンモール岡⼭4F 086-801-0109
東急ハンズ 広島店 広島県広島市中区⼋丁堀16-10 082-228-3011
東急ハンズ 松⼭店 愛媛県松⼭市湊町5-1-1 いよてつ髙島屋本館7階 089-946-0109

（株）ヨドバシカメラ マルチメディア博多店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街６－１２ 092-471-1010
東急ハンズ 博多店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ1〜5F 092-481-3109
東急ハンズ 熊本店 熊本県熊本市中央区⼿取本町6-1 鶴屋百貨店東館6F 096-351-0109
東急ハンズ ⼤分店 ⼤分県⼤分市要町1-14ア ミュプラザおおいた3Ｆ 097-533-0109
東急ハンズ ⻑崎店 ⻑崎県⻑崎市尾上町1-1 アミュプラザ⻑崎4F 095-816-0109
東急ハンズ ⻑野店 ⻑野県⻑野市南千歳1-22-6 MIDORI⻑野4F 026-268-0109
東急ハンズ ⿅児島店 ⿅児島県⿅児島市中央町1番地1 アミュプラザ⿅児島プレミアム館4〜6階 099-250-0109

九州・沖縄エリア


