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● 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
SCB-CS-HC50W SCB-RS-HC50G
道

www.osakaya.com
Tel:011-221-0181

● 東北地区

宮
城
県

仙台のだや

www.sendai-nodaya.jp

〒980-0023

宮城県仙台市青葉区北目町 5-3

Tel:022-266-7761

SCB-CS-HC65W

ヨドバシカメラ 仙台店
〒983-0852

宮城県仙台市宮城野区榴岡 1-2-13

www.yodobashi.com/ec/store/list
Tel:022-295-1010

SCB-CS-HC50C SCB-CS-HC50W SCB-RS-HC50G

のだや 仙台店
〒981-3112

www.audio-nodaya.com

宮城県仙台市泉区八乙女 1-3-10

Tel:022-725-5193

SCB-RS-HC65G

福 のだや 郡山本店
島 〒963-8871 福島県郡山市本町 1-3-8
県
SCB-RS-HC65G

www.audio-nodaya.com
Tel:024-932-0254

● 関東地区

東 ヨドバシカメラ 秋葉原店
京 〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町 1-1
都
SCB-CS-HC50W SCB-RS-HC50G
ヨドバシカメラ 吉祥寺店
〒180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-19-1

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

www.yodobashi-kichijoji.com
Tel:0422-29-1010

SCB-CS-HC45W SCB-RS-HC45G

ビックカメラ
〒190-0012

立川店
東京都立川市曙町 2-12-2

www.biccamera.co.jp
Tel:042-548-1111

SCB-CS-HC45C

神 ヨドバシカメラ 横浜店
奈 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 1-2-7
SCB-CS-HC50W SCB-RS-HC50G
川
県
ノジマ オーディオスクウェア トレッサ横浜店
〒222-0002

神奈川県横浜市港北区師岡町 700
SCB-CS-HC45W SCB-RS-HC50G

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

online.nojima.co.jp
Tel:045-533-5629
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神 ノジマ オーディオスクウェア 相模原店
奈 〒229-1122 神奈川県相模原市横山 1-1-1
SCB-CS-HC45W
川
県

online.nojima.co.jp
Tel:042-730-1326

ノジマ オーディオスクウェア 藤沢店
〒251-0042

online.nojima.co.jp

神奈川県藤沢市辻堂新町 4-1-1

Tel:0466-31-0603

SCB-CS-HC65C SCB-CS-HC65W SCB-RS-HC50G

オーディオスクウェア 幕張新都心店
千 ノジマ
葉 〒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
県
SCB-CS-HC45C SCB-CS-HC50W SCB-RS-HC50G

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
県
SCB-CS-HC45C

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

www.biccamera.co.jp
エクセルみなみ 4F・5F

Tel:029-303-1111

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
SCB-CS-HC45C SCB-CS-HC65W
ヨドバシカメラ さいたま新都心駅前店
〒330-0843

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

www.yodobashi.com/ec/store/list

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4-263-6

Tel:048-645-1010

SCB-CS-HC45W

● 中部地区

愛 エディオン
知 〒450-0002
県

名古屋本店

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

愛知県名古屋市中村区名駅 4-22-25

Tel:052-589-3500

SCB-CS-HC50W SCB-RS-HC50G

ヨドバシカメラ 名古屋松坂屋店
〒460-8430

www.yodobashi.com/ec/store/list

愛知県名古屋市中区栄 3-16-1

Tel:052-265-1010

SCB-CS-HC45W

エディオン
〒471-0037

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

SCB-CS-HC50C SCB-CS-HC50W SCB-RS-HC50G

● 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
府
SCB-CS-HC45C SCB-CS-HC45W

www.yodobashi-umeda.com
Tel:06-4802-1010
SCB-CS-HC50W SCB-RS-HC45G SCB-RS-HC50G
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大 シマムセン
阪 〒556-0005
府

www.shimamusen.com
大阪府大阪市浪速区日本橋 4-8-11
SCB-CS-HC45C

上新電機
〒556-0005

Tel:06-6632-2851

日本橋１ばん館
大阪府大阪市浪速区日本橋 5-1-11

shop.joshin.co.jp
Tel:06-6634-2111

SCB-CS-HC50W SCB-RS-HC50G

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
SCB-CS-HC45C SCB-CS-HC45W SCB-RS-HC50G

www.yodobashi-kyoto.com/
Tel:075-351-1010

和歌山県

ライフ電器ランド
〒642-0024

和歌山県海南市阪井 1714-1

Tel:0734-87-2408

SCB-CS-HC65W

● 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

Tel:082-247-5111

SCB-CS-HC50W SCB-CS-HC65C

サウンドマック
〒733-0003

my.edion.jp/pc/hiroshimahonten

広島県広島市西区三篠町 3-22-1

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

SCB-CS-HC65W

山 サウンドテック
口 〒747-0808 山口県防府市桑山 2-11-32
県
SCB-RS-HC50G

www.sound-tec.com
Tel:0835-21-5555

● 九州地区

福 ヨドバシカメラ 博多店
岡 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 6-12
SCB-CS-HC50C SCB-RS-HC45B SCB-RS-HC50G
県

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

