
都道府県 店舗名 住所 電話番号
ソニーストア　札幌 〒060-0061 北海道札幌市中央区南⼀条⻄3-8-20 011-211-1630
ビックカメラ 札幌店 〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条⻄2-1

札幌 ESTA JRタワー 1F〜4F
011-261-1111

ヨドバシカメラ マルチメディア札幌 〒060-0806 北海道札幌市北区北六条⻄5-1-22 011-707-1010
ヤマダ電機 LABI仙台 〒980-0021 宮城県仙台市⻘葉区中央3-6-1 022-212-5501
ヨドバシカメラ マルチメディア仙台 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-13 022-295-1010
ケーズデンキ　仙台太⽩店 〒982-0818 宮城県仙台市太⽩区⼭⽥新町33 022-307-0570

福島県 ヨドバシカメラ マルチメディア郡⼭ 〒963-8002 福島県郡⼭市駅前1-16-7 024-931-1010
茨城県 ケーズデンキ ⽔⼾本店 〒310-0836 茨城県⽔⼾市元吉⽥町字上千束1944-12 029-248-3333
栃⽊県 ヨドバシカメラ マルチメディア宇都宮 〒321-0964 栃⽊県宇都宮市駅前通り1-4-6 宇都宮⻄⼝ビル 028-616-1010

サウンドエコー 〒370-0826 群⾺県⾼崎市連雀町107 027-322-6500
ヤマダ電機 LABI1 ⾼崎 〒370-0841 群⾺県⾼崎市栄町1-1 027-345-8811
横⽥電化センター サウンドイレブン 〒371-0811 群⾺県前橋市朝倉町142-4 027-287-4144
ノジマ レイクタウン店 〒343-0828 埼⽟県越⾕市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンmori 1F 048-990-1251
ビックカメラ ⼤宮⻄⼝そごう店 〒330-0854 埼⽟県さいたま市⼤宮区桜⽊町1-8-4

そごう⼤宮店 パーキング館 1F〜3F
048-647-1111

ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都⼼駅前店 〒330-0843 埼⽟県さいたま市⼤宮区吉敷町4-263-6 048-645-1010
ビックカメラ　柏店 〒277-0005 千葉県柏市1-1-20　スカイプラザ柏2F〜6F 047-165-1111
ヨドバシカメラ 千葉店 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富⼠⾒2-3-1 043-224-1010
テックスタッフ 〒105-0004 東京都港区新橋5-12-6 ヴェルディ新橋 1F 03-6809-1868
ソニーショールーム／ソニーストア 銀座 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-1 GINZA PLACE 4F〜6F 03-3573-5307
ビックカメラ JR⼋王⼦駅店 〒192-0083 東京都⼋王⼦市旭町1-17 セレオ⼋王⼦南館 1F〜5F 042-646-1111
ビックカメラ ビックロ ビックカメラ新宿東⼝店 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-29-1 03-3226-1111
ビックカメラ 渋⾕東⼝店 〒150-0002 東京都渋⾕区渋⾕1-24-12 03-5466-1111
ビックカメラ 新宿⻄⼝店 〒160-0023 東京都新宿区⻄新宿1-5-1 新宿⻄⼝ハルク 2F〜7F 03-5326-1111
ビックカメラ 池袋本店 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-41-5 03-5396-1111
ビックカメラ 池袋本店パソコン館 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-6-7 03-5956-1111
ビックカメラ 有楽町店 〒100-0006 東京都千代⽥区有楽町1-11-1 03-5221-1111
ビックカメラ AKIBA 〒101-0021 東京都千代⽥区外神⽥4-1-1 03-6260-8111
ビックカメラ ⽴川店 〒190-0012 東京都⽴川市曙町2-12-2 042-548-1111
ビックカメラ ⾚坂⾒附店 〒107-0052 東京都港区⾚坂3-1-6 03-6230-1111
ビックカメラ 京王調布店 〒182-0026 東京都調布市⼩島町2-48-6　トリエ京王調布　B館1階〜4階 042-444-1111
⼆⼦⽟川 蔦屋家電 〒158-0094 東京都世⽥⾕区⽟川1-14-1 ⼆⼦⽟川ライズ S.C. テラスマーケット 03-5491-8550
ヤマダ電機 LABI1 ⽇本総本店 池袋 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-5-7 03-5958-7770
ヤマダ電機 Concept LABI TOKYO 〒103-0028 東京都中央区⼋重洲1-5-22 03-3510-9098
ヤマダ電機 LABI吉祥寺 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-3-13 0422-70-3851
ヤマダ電機 LABI LIFE SELECT ⾃由が丘 〒152-0034 東京都⽬⿊区緑が丘2-17-9 03-5731-7255
ヤマダ電機 LABI渋⾕ 〒150-0043 東京都渋⾕区道⽞坂2-29-20 03-5456-6300
ヤマダ電機 LABI新橋 〒105-0004 東京都港区新橋2-8-5 03-3580-7151
ヤマダ電機 LABI新宿⻄⼝館 〒160-0023 東京都新宿区⻄新宿1-18-8 03-5339-0511
ヤマダ電機 LABI新宿東⼝館 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-23-7 03-3359-5566
ヤマダ電機 LABI品川⼤井町店 〒140-0011 東京都品川区東⼤井5-20-1 03-5479-7600
ヤマダ電機 LABI LIFE SELECT ⽴川 〒190-0012 東京都⽴川市曙町2-2-25 042-529-3611
ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 〒101-0028 東京都千代⽥区神⽥花岡町1-1 03-5209-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア吉祥寺 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-19-1 0422-29-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア錦⽷町 〒130-8580 東京都墨⽥区江東橋3-14-5 テルミナ 1F〜3F 03-3632-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア上野 〒110-0005 東京都台東区上野4-10-10 03-3837-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア新宿東⼝ 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-26-7 03-3356-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア町⽥ 〒194-0013 東京都町⽥市原町⽥1-1-11 042-721-1010
ヨドバシカメラ 新宿⻄⼝本店 〒160-0023 東京都新宿区⻄新宿1-11-1 03-3346-1010
ヨドバシカメラ ⼋王⼦店 〒192-0082 東京都⼋王⼦市東町7-4 042-643-1010
ノジマ 鴨宮店 〒256-0813 神奈川県⼩⽥原市前川100 フレスポ⼩⽥原シティーモール 2F 0465-45-2345
ノジマ 藤沢店 〒251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モールFILL内 0466-31-6377
ビックカメラ ラゾーナ川崎店 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ 1F〜4F 044-520-1111
ビックカメラ 新横浜店 〒222-0033 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 3F〜9F
045-478-1111

ビックカメラ 藤沢店 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢559 0466-29-1111
ヤマダ電機 LABI上⼤岡 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上⼤岡⻄1-18-5 045-752-7715
ヨドバシカメラ マルチメディア横浜 〒220-0004 神奈川県横浜市⻄区北幸1-2-7 045-313-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア京急上⼤岡 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上⼤岡⻄1-6-1 045-845-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア川崎ルフロン 〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区⽇進町1-11 ルフロン B1F〜4F 044-223-1010
ビックカメラ 新潟店 〒950-0086 新潟県新潟市中央区花園1-1-21 CoCoLo 南館内 1F〜3F 025-248-1111
ヨドバシカメラ マルチメディア新潟駅前店 〒950-0901 新潟県新潟市中央区弁天1-2-6 025-249-1010
STACC MORIKAWA 〒399-0701 ⻑野県塩尻市広丘吉⽥891-1 0263-57-7890
ケーズデンキ　⻑野本店 〒380-0928 ⻑野県⻑野市若⾥3-22-1 026-224-2800

⽯川県 100満ボルト⾦沢本店 〒921-8804 ⽯川県野々市市野代2-11 076-294-1011
福井県 ニシムラ メディア館ニシムラ 〒913-0041 福井県坂井市三国町覚善5-30-1 0776-82-6888
静岡県 ケーズデンキ　浜松市野店 〒422-8004 静岡県浜松市東区天王町1981-1 053-463-1125

エディオン 豊⽥本店 〒471-0037 愛知県豊⽥市三軒町8-55 0565-37-9111
ソニーストア 名古屋 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-3-21 セントライズ栄 052-249-3888
ビックカメラ 名古屋JRゲートタワー店 〒450-6610 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 9F〜10F 052-569-1111
ビックカメラ 名古屋駅⻄店 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町6-9 052-459-1111
ヤマダ電機 LABI名古屋 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1-2-5 052-533-3711
ヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋店 〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄3-16-1 052-265-1010
ビックカメラ JR京都駅店 〒600-8216 京都府京都市下京区東塩⼩路町927 075-353-1111
ヨドバシカメラ マルチメディア京都 〒600-8216 京都府京都市下京区京都駅前 京都タワー横 075-351-1010
ソニーショップ さとうち 〒534-0021 ⼤阪府⼤阪市都島区都島本通3-24-3 06-6928-0388
ソニーストア ⼤阪 〒530-0001 ⼤阪府⼤阪市北区梅⽥2-2-22 ハービスエント 4F 06-6344-5410
上新電機　⼤⽇イオンモール店 〒570-0016 ⼤阪府守⼝市⼤⽇東町1-18　イオンモール⼤⽇シネマ側2F 06-4252-1411
ビックカメラ なんば店 〒542-0074 ⼤阪府⼤阪市中央区千⽇前2-10-1 06-6634-1111
ヤマダ電機 LABI1なんば 〒556-0011 ⼤阪府⼤阪市浪速区難波中2-11-35 06-6649-8171
ヤマダ電機 LABI LIFE SELECT 千⾥ 〒560-0082 ⼤阪府豊中市新千⾥東町1-2-20 06-6155-1031
ヨドバシカメラ マルチメディア梅⽥ 〒530-0011 ⼤阪府⼤阪市北区⼤深町1-1 06-4802-1010
エディオン 伊丹店 〒664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹5-70-1 072-772-0337
ケーズデンキ　ガーデンシティ垂⽔店 〒655-0052 兵庫県神⼾市垂⽔区舞多聞東3丁⽬1番1号 078-787-2424
上新電機　⻄宮ガーデンズ店 〒663-8204　兵庫県⻄宮市⾼松町14-2　阪急⻄宮ガーデンズ4F 0798-68-6311
ヤマダ電機 LABI三宮 〒650-0021 兵庫県神⼾市中央区三宮町1-5-8 1F 078-391-8171

岡⼭県 ビックカメラ 岡⼭駅前店 〒700-0023 岡⼭県岡⼭市北区駅前町1-1-1 086-236-1111
エディオン 広島本店 〒730-8620 広島県広島市中区紙屋町2-1-18 082-247-5111
エディオン 蔦屋家電店 〒732-0822 広島県広島市南区松原町3番1-1号 EKICITY HIROSHIMA 1F 082-264-6511
ビックカメラ 広島駅前店 〒732-0822 広島県広島市南区松原町5-1 082-506-1111
北⾠映電 HOKUSHIN:ESSENCE 〒730-0014 広島県広島市中区上幟町6-4 082-228-2783
ヤマダ電機 LABI広島 〒730-0021 広島県広島市中区胡町5-22 082-545-8940

⼭⼝県 （有）くんこく Digital Link くんこく 〒742-0031 ⼭⼝県柳井市南町1-12-1 0820-22-1294
⾹川県 ケーズデンキ　⾼松本店 〒761-8076 ⾹川県⾼松市多肥上町1210 087-888-7711
徳島県 CALL 徳島 〒770-8052 徳島県徳島市沖浜2-30 088-655-1210
⼤分県 ケーズデンキ　パークプレイス⼤分本店 〒⼤分県⼤分市公園通り⻄2丁⽬2番 097-528-7373

ソニーストア 福岡天神 〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-19-22 092-732-0899
ビックカメラ 天神1号館 〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1-25-1 092-732-1112
ヨドバシカメラ マルチメディア博多 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12 092-471-1010
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