Audio Rack : MSR

series

● 北海道地区

北 キャビン大阪屋
海 〒060-0001 北海道札幌市中央区北 1 条西 3 丁目
MSR-3S-DB/MSR-3S-DG MSR-4S-DB/MSR-4S-DG
道

www.osakaya.com
Tel:011-221-0181
MSR-3L-DB

オーディオマインド
〒060-0005

北海道札幌市中央区北五条西 24-3 - 1

Tel:011-611-1791

MSR-3S-DB MSR-4S-DB

ビックカメラ
〒060-0001

札幌店

www.biccamera.co.jp

北海道札幌市中央区北 1 条西 3 丁目

Tel:011-221-0181

MSR-4S-DG

ヨドバシカメラ 札幌店

www.yodobashi.com/ec/store/list

〒060-0806 北海道札幌市北区北 6 条西 5-1-22

Tel:011-808-1010

MSR-4S-DG

オーディオ・マロ
〒041-0812

maro.ne.jp

北海道函館市昭和 3-31-20

Tel:0138-46-0005

MSR-4S-DB

● 東北地区

宮 のだや 仙台店
城 〒981-3112 宮城県仙台市泉区八乙女 1-3-10
県
MSR-5S-DG MSR-4S-DB
ヨドバシカメラ 仙台店
〒983-0852

www.audio-nodaya.com
Tel:022-725-5193

www.yodobashi.com/ec/store/list

宮城県仙台市宮城野区榴岡 1-2-13

Tel:022-295-1010

MSR-4S-DB MSR-3W-DG

AUDIOSHOP KEIKI( 有限会社佳紀産業 )
〒980-0004

宮城県仙台市青葉区宮町 1-1-55 コーポタイワⅢ 1F

www.a-s-keiki.com
Tel:022-263-3209

MSR-3S-DB

福 のだや 郡山本店
島 〒963-8871 福島県郡山市本町 1-3-8
県
MSR-5S-DG MSR-3S-DB
ヨドバシカメラ 郡山店
〒963-8002

福島県郡山市駅前 1-16-7
MSR-4S-DG

www.audio-nodaya.com
Tel:024-932-0254
MSR-4S-DB

www.yodobashi.com/ec/store/list
Tel:024-931-1010

Audio Rack : MSR

series

● 関東地区
東
京
都

ダイナミックオーディオ
〒101-0021

ダイナ 5555

www.dynamicaudio.jp

東京都千代田区外神田3-1-18

Tel:03-3253-5555

MSR-5S-DB

ヨドバシカメラ 秋葉原店
〒110-0028

東京都千代田区神田花岡町1-1

www.yodobashi-akiba.com
Tel:03-5209-1010

MSR-5S-DG MSR-5S-DB MSR-4S-DB MSR-3L-DB

ビックカメラ
〒100-0006

有楽町店
東京都千代田区有楽町1-11-1

www.biccamera.co.jp
Tel:03-5221-1111

MSR-4S-DG

ビックカメラ
〒170-0013

池袋本店
東京都豊島区東池袋１-41-5

www.biccamera.co.jp
Tel:03-5396-1111

MSR-4S-DB

ビックカメラ
〒160-0023

新宿西口店
東京都新宿区西新宿1-5-1

www.biccamera.co.jp
Tel:03-5326-1111

MSR-3L-DB MSR-3L-DG MSR-5S-DB

ヨドバシカメラ 新宿西口本店
〒160-0023

東京都新宿区西新宿1-11-1

www.yodobashi.com/ec/store/list
Tel:03-3346-1010

MSR-3L-DB MSR-3L-DG MSR-5S-DB

ヨドバシカメラ 新宿東口店
〒160-0022

東京都新宿区新宿3-26-7

www.yodobashi.com/ec/store/list
Tel:03-3356-1010

MSR-5S-DB

ホーム商会
〒152-0004

www.homeshokai.jp
東京都目黒区鷹番3-21-21

Tel:03-3711-0600

MSR-3L-DG

ヨドバシカメラ 八王子店
〒192-0082

東京都八王子市東町7-4

www.yodobashi.com/ec/store/list
Tel:042-643-1010

MSR-5S-DB MSR-4S-DG

ビックカメラ
〒192-0083

八王子店
東京都八王子市旭町1-17 セレオ八王子南館内 1F-5F

www.biccamera.co.jp
Tel:042-646-1111

MSR-4S-DG

ヨドバシカメラ 町田店
〒194-0013

東京都町田市原町田1-1-11
MSR-4S-DB MSR-4S-DG

www.yodobashi.com/ec/store/list
Tel:042-721-1010

Audio Rack :
神 ノジマ オーディオスクウェア トレッサ横浜店
奈 〒222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町700
MSR-3S-DG
川
県
ヨドバシカメラ 横浜店
〒220-0004

神奈川県横浜市西区北幸1-2-7

MSR series
online.nojima.co.jp
Tel:045-533-5629

www.yodobashi-yokohama.com
Tel:045-313-1010

MSR-3L-DB - MSR-3L-DG

ヨドバシカメラ 京急上大岡店
〒233-0002

神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1

www.yodobashi.com/ec/store/list
Tel:045-845-1010

MSR-5S-DG MSR-3L-DG MSR-3L-DB

ヨドバシカメラ 川崎ルフロン店
〒210-0024

神奈川県川崎市川崎区日進町1-11

www.yodobashi.com/ec/store/list
Tel:044-223-1010

MSR-4S-DG

ノジマ オーディオスクウェア 藤沢店
〒251-0042

神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1

online.nojima.co.jp
Tel:0466-31-0603

MSR-3W-DG MSR-5S-DB MSR-5S-DG

千 GT サウンド
葉 〒260-0843 千葉市中央区末広5-6-11
県
MSR-5S-DB
ノジマ

オーディオスクウェア 幕張新都心店

〒261-8535

千葉県千葉市美浜区豊砂1-6 イオンモール幕張新都心

www.gt-sound.com
Tel:043-268-9388

online.nojima.co.jp
Tel:043-350-3702

MSR-4S-DB MSR-3W-DG

茨 ビックカメラ 水戸駅店
城 〒310-0015 茨城県水戸市宮町1-7-31 エクセルみなみ4F・5F
県
MSR-3S-DG MSR-4S-DB
埼 ノジマ オーディオスクウェア 越谷店
玉 〒343-0826 埼玉県越谷市東町2-8 レイクタウン mori 1F
県
MSR-3S-DG MSR-3L-DB

www.biccamera.co.jp
Tel:029-303-1111

online.nojima.co.jp
Tel:048-990-1328

● 中部地区

長 長野オーディオラボ
野 〒381-0036 長野県長野市平林1-25-6 ワタナベビル 1F
県
MSR-3L-DG
静 AV BOX
岡 〒422-8072
県

Tel:026-259-0015

www.avbox.co.jp
静岡県静岡市駿河区小黒2-10-54
MSR-3W-DB

Tel:054-284-1300

Audio Rack : MSR
愛 エディオン
知 〒471-0037
県

豊田本店

my.edion.jp/pc/search/detail.php

愛知県豊田市三軒町8-55

Tel:0565-37-9111

MSR-3L-DG特 MSR-3L-DB特 MSR-4S-DG

ノムラ無線
〒460-0011

series

www.nomura-musen.com
愛知県名古屋市中区大須3-30-86 第一アメ横ビル

Tel:052-589-3500

MSR-3S-DB MSR-4S-DG

ビックカメラ
〒453-0015

名古屋駅西店

www.biccamera.co.jp

愛知県名古屋市中村区椿町6-9

Tel:045-845-1010

MSR-5S-DG

● 近畿地区

大 ヨドバシカメラ 梅田店
阪 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町1-1
MSR-3L-DG
府

www.yodobashi-umeda.com
Tel:06-4802-1010

共電社
〒556-0005

www.kyodensha.com
大阪府大阪市浪速区日本橋5-8-25

Tel:06-6631-3851

MSR-4S-DB

上新電機
〒556-0005

日本橋１ばん館

shop.joshin.co.jp

大阪府大阪市浪速区日本橋5-1-11

Tel:06-6634-2111

MSR-3L-DB

ヤマダ電機
〒556-0011

なんば店

www.yamadalabi.com/labi1

大阪府大阪市浪速区難波中2-11-35

Tel:06-6649-8171

MSR-3L-DB

ビックカメラ
〒542-0074

なんば店

www.biccamera.co.jp

大阪府大阪市中央区千日前2-10-1

Tel:06-6634-1111

MSR-4S-DB

京 ヨドバシカメラ 京都店
都 〒600-8216 京都府京都市下京区京都駅前 京都タワー横
府
MSR-3L-DB MSR-4S-DB MSR-4S-DG MSR-5S-DB

www.yodobashi-kyoto.com
Tel:075-351-1010
MSR-5S-DG

● 中 国・四 国 地 区

広 エディオン
島 〒730-8620
県

広島本店

広島県広島市中区紙屋町2-1-18
MSR-4S-DB MSR-4S-DG

my.edion.jp/pc/hiroshimahonten
Tel:082-247-5111

Audio Rack : MSR
広 サウンドマック
島 〒733-0003 広島県広島市西区三篠町3-22-1
県
MSR-5S-DG
岡 エディオン 倉敷本店
山 〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖 1209-1
県
MSR-3W-DB MSR-5S-DB
カック倉敷
〒710-0834

series

www.soundmac.co.jp
Tel:082-238-3412

my.edion.jp/pc/search/detail.php
Tel:086-422-2011

kack.biz
岡山県倉敷市笹沖 395-7

Tel:0864-24-2620

MSR-5S-DB

山 サウンドテック
口 〒747-0808 山口県防府市桑山 2-11-32
県
MSR-4S-DB
愛 エディオン
媛 〒790-0065
県
● 九州地区

福 ベスト電器
岡 〒802-0001
県

松山本店
愛媛県松山市宮西 3-1

Tel:0835-21-5555

my.edion.jp/pc/search/detail.php
Tel:089-933-2311

MSR-3L-DG MSR-4S-DB

小倉本店
福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-3

www.bestdenki.ne.jp
Tel:093-551-1081

MSR-4S-DG

ヨドバシカメラ 博多店
〒812-0012

www.sound-tec.com

福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12

www.yodobashi-hakata.com
Tel:092-471-1010

MSR-5S-DG

大 ベスト電器
分 〒870-1133
県
ベスト電器
〒874-0845

光吉インター店
大分県大分市大字宮崎696-1 クロスモール2F

www.bestdenki.ne.jp
Tel:097-567-2222

MSR-4S-DB

別府店
大分県別府市北中7-2
MSR-4S-DB

www.bestdenki.ne.jp
Tel:0977-27-9200

