
ジェイアート株式会社 ／ オーディオ ＭＡＲＯ 北海道函館市昭和3-31-20
http://maro.ne.jp/ TEL.0138-46-0005

株式会社大阪屋 ／ ＣＡＶＩＮ大阪屋
http://www.osakaya.com/

有限会社サウンドスペース
http://www.f-soundspace.com/

オーディオ工房スギナカ
https://geolog.mydns.jp/www.geocities.jp/audioks/

株式会社ヤマデン
http://yamaden.in.coocan.jp/

北海道札幌市中央区北1条西3 
TEL.011-221-0181

北海道帯広市西15条南１11-6 
TEL.0155-35-5654

北海道釧路市鳥取大通2-7-17 
TEL.0154-53-7581

北海道北見市常磐町3-1-26 
TEL.0157-23-3000



オーディオパルシラトリ
https://www.audiopal-shiratori.com/

青森県港町3-10-42
TEL.017-742-7838

有限会社ザ・スタッフ 青森県弘前市若葉1-5-5

オーディオベースマン
http://audiobassman.web.fc2.com/

岩手県篠木黒畑143-4 
TEL.019-687-3533

株式会社ガレグデザイン ／ ステックス
https://www.stecs-audio.com/audio

岩手県盛岡市津志田26-3-1 
TEL.019-656-4080

有限会社佳紀産業 ／ オーディオショップ
http://www.a-s-keiki.com/index.htm

ケイキ 宮城県仙台市青葉区宮町1-1-55 
TEL.022-263-3209

株式会社仙台のだや
https://www.sendai-nodaya.jp/

宮城県仙台市青葉区北目町5-3 
TEL.022-266-7761



株式会社アルファペックス
http://alphapex.co.jp/

株式会社美音社
https://www.bionsha.com/pages/3686648/brand

オーディオラボ鶴岡株式会社
https://audiolab.co.jp/

ムジカ http://www.musica- co.jp/

株式会社のだや 各店舗 http://www.audio-
nodaya.com/index.html

株式会社アスク ／ サウンドアスク
http://sound-ask.jp/

秋田県土崎港西３丁目12-29 
TEL.0188-46-6357

秋田県大仙市大曲大町1-22 
TEL.0187-63-0531

山形県鶴岡市下清水字打越4-1 
TEL.0235-25-9807

福島県福島市渡利川岸町30-1 
TEL.024-526-4017

福島県郡山市本町1-3-8 
TEL.0249-32-0254

福島県いわき市佐糠町東1-12-12 
TEL.0246-62-6155



オーディオ南海 ＡＮＮＥＸ ＭＩＴＯ
https://audio-nankai.com/index.html

茨城県水戸市吉沢町158 
TEL.029-248-5003

有限会社佐藤電機 ／ オーディオ・サトウ
https://audiosato.co.jp

栃木県宇都宮市桜3-5-14 
TEL.028-635-6789

チャレンジャー音響株式会社
http://www.challenger-onkyo.com/

群馬県高崎市上大類町979-1 
TEL.027-326-8450

株式会社高新電気 ／ タカシン電気
http://takashindenki.la.coocan.jp/index.html

群馬県高崎市南大類町 1044-3 
TEL.027-352-2222

オーディオスポットカマニ
http://www.stereo.co.jp/

埼玉県吉川市栄町1392-2 
TEL.0489-81-4344

ヒラタデンキ株式会社平田電機商会 ／
http://www.hiratadk.com/

埼玉県本庄市千代田1-6-21 
TEL.0495-21-6321



株式会社ダイナミックオーディオ ／
DYNAMIC AUDIO 5555
https://www.dynamicaudio.jp/

株式会社テレオン ／

第2店Sound 110
https://www.tereon.co.jp/

株式会社ディスクユニオン ／
オーディオユニオン 各店舗
https://www.audiounion.jp/

株式会社ホーム商会
https://www.homeshokai.jp/

クサカベ電機株式会社
http://www.kusakabe.co.jp/

東京都千代田区外神田3-1-18 

TEL.03-3253-5555

東京都千代田区神田須田町2-23
芝崎ビル6F
TEL.03-3251-5535

東京都千代田区九段南3-9-14 

TEL.03-3511-9940

東京都目黒区鷹番3-21-21 
TEL.03-3711-0600

東京都八王子市大和田町6-24-8 
TEL.042-642-5190



株式会社アバック 各店舗

https://corp.avac.co.jp/

小田原電機株式会社
http://www.0465.net/omise/odawaradenki/

神奈川県横浜市中区⾧者町3-8-13 
ＴＫ関内プラザ402
TEL.045-263-9266

神奈川県小田原市栄町2-13-57 
TEL.0465-22-2942



フォーミュージック株式会社
https://www.formusic.jp/

渡辺オーディオ商会
https://watanabeaudio.jimdofree.com/

ａｕｄｉｏ ｇａｌｌｅｒｙ ａｂｃ
https://abc-audio.com/

クリアーサウンドイマイ
http://www.clearsoundimai.com/

有限会社アンティフォン
https://www.antiphon.co.jp/

オーディオファミリー
http://audiofamily.jp/

新潟県新潟市中央区白山浦1-363 
TEL.025-265-6301

新潟県見附市市野坪町63 
TEL.0258-84-7597

富山県高岡市駅南3-1-17 
TEL.0766-26-0789

富山県富山市赤田775-2 
TEL.076-491-1568

石川県金沢市間明町1-29 
TEL.076-292-1475

石川県白山市宮永町229 
TEL.076-276-0304



オーディオスペースコア

https://www.as-core.co.jp/

アトリエオーラ
http://gesound.com/

福井県福井市新保1ʷ808
クレストデュオ1F 
TEL.0776-52-2952

福井県福井市問屋町4-505 
TEL.0776-30-1515



株式会社ライフインナカゴミ
http://www.lifeinnakagomi.com/

株式会社丹沢電機
https://www.tanzawa.co.jp/

有限会社オーディオ・コア
http://audiocore.jp/

株式会社ロイヤルオーディオ
https://www.royal-audio.co.jp/

有限会社サウンドトライ
http://sound-try.com/

株式会社サウンド・ハンター
http://www.soundhunter.co.jp/audio/

山梨県甲府市丸の内2-4-20 
TEL.055-224-5431

山梨県甲府市伊勢1-10-3 
TEL.055-233-0033

⾧野県上田市常田3-2-17 
TEL.0268-24-3331

⾧野県松本市深志2-5-7 
TEL.0263-35-2219

⾧野県松本市石芝3-9-25 
TEL.0263-25-5754

岐阜県岐阜市茜部本郷3-154 
TEL.058-278-0851



静岡県静岡市駿河区小黒2-10-54 
TEL.054-284-1300

静岡県浜松市中区山下町157 
TEL.053-472-9841

静岡県磐田市西貝塚3027 
TEL.0538-32-1023

有限会社エイブイボックス
https://avbox.co.jp/

株式会社椿テレビ商会
http://tsubakiaudio.co.jp/

株式会社クロス ／ クロスオーディオ
https://kloss.co.jp/

株式会社第一無線
http://www.daiichimusen.co.jp/

株式会社電波堂
http://denpado.jp/

株式会社ベイシス
http://www.basis-jp.net/

愛知県豊橋市萱町17 
TEL.0532-54-5245

愛知県岡崎市籠田町3 
TEL.0564-22-2281

愛知県名古屋市中村区豊国通3-8-1 
TEL.052-461-8186



株式会社ハイファイ堂
https://www.hifido.co.jp/

ノムラ無線株式会社

http://www.nomura-musen.com/

サウンドロイヤル株式会社
https://www.soundroyal.jp/

株式会社船橋電機商店 ／ 船橋オーディオセンター
http://www.funahashiaudio.co.jp/

サウンドピット
https://www.sound-pit.jp/

オタイオーディオ株式会社
https://www.otaiweb.com/audio/

愛知県名古屋市中区大須3-14-37 
TEL.052-249-2600

愛知県名古屋市中区大須3-30-86
第一アメ横ビル
TEL.052-263-1660

愛知県名古屋市中区大須4-2-47 
TEL.052-261-0981

愛知県名古屋市千種区内山3-26-13 
TEL.052-732-3115

愛知県名古屋市名東区上社2-13 
TEL.052-775-7901

愛知県北名古屋市弥勒寺西 1-127 
TEL.0568-21-2700



株式会社四日市ムセン
https://yokkaichimusen.com/

株式会社エース ／ サウンドエース
https://www.soundace.jp/

三重県四日市市泊町4-12 
TEL.059-345-0931

三重県伊勢市神田久志本町1522-4 
TEL.0596-25-0526



ホームシアター滋賀ウイニング
http://www.winning-jp.com/home/

コンテック株式会社 ／
https://www.ht-kobo.jp/

ホームシアター工房

株式会社シマムセン
http://www.shimamusen.com/

株式会社河口無線
http://www.kawaguchimusen.co.jp/

サウンドソナタ
http://soundsonata.starfree.jp/

有限会社ルーツサウンド
http://rootssound.sakura.ne.jp/

滋賀県草津市矢橋町18-18 
TEL.077-565-3867

大阪府大阪市浪速区日本橋4-11-10 
TEL.06-6634-3703

大阪府大阪市浪速区日本橋4-8-11 
TEL.06-6632-2851

大阪府大阪市浪速区日本橋4-8-12 
TEL.06-6631-0321

大阪府寝屋川市三井南町18-5-103

TEL.072-832-8980

兵庫県神戸市中央区多聞通4-1-5 
TEL.078-361-2723



ライフ有限会社 ／ サウンドサポート
http://sound-support.jp/

和歌山県海南市阪井1714-1 
TEL.073-487-5180



オーディオマエストロ
https://www.audio-maestro.com/index.html

有限会社岡山電化 ／ ＴＯＰ２１ 津島店
http://www.top21.co.jp/

Ｓｃｈｗａｒｚ
https://www.e-schwarz-audio.com/

オーディオ１０１
http://www8.plala.or.jp/audio101/index.html

株式会社オーディオギャラリー ／
ＡＣ２ オーディオ＆シネマ
http://www.ac2.jp/main.html

オークラオーディオ
http://okuraaudio.com/

岡山県岡山市北区津島南2ｰ5ｰ6 
TEL.086-253-3673

岡山県岡山市北区津島南2-1ｰ25 
TEL.086-253-5493

岡山県岡山市北区天神町5ｰ5ｰ103 
TEL.086ｰ230ｰ2363

岡山県岡山市北区青江5-22ｰ28 
TEL.086-234-5101

岡山県岡山市北区尾上733ｰ1 

TEL.086-286-0036

岡山県岡山市東区草ケ部904ｰ17 
TEL.086-297-6100



株式会社デンエー ／ カック倉敷 岡山県倉敷市新田3202ｰ12
http://kack.biz/ TEL.0864-24-2620

有限会社サウンドマック
https://www.soundmac.co.jp/

ミノルムセン

株式会社ヨシオカ電化センター
https://www.y-labo.co.jp/

株式会社サウンドテック
http://www.sound-tec.com/

有限会社フクダ ／
オーディオ＆ビジュアルショップ フクダ
https://www.partition1.com/av-fukuda/

広島県広島市西区三篠町3-22-1 
TEL.082-238-3412

広島県福山市元町6-12 
TEL.084-922-1359

山口県下松市桜町3-15-28 
TEL.0833-41-3855

山口県防府市桑山2-11-32 
TEL.0835-21-5555

島根県松江市末次本町86 

TEL.0852-21-3408



有限会社昭和電機商会 ／ オーディオ昭和
http://www2.tcn.ne.jp/~showa/

株式会社エーブイ・サクセス・コーポレーション ／
IN THE MOOD
http://www.inthemood-music.com/index.html

シキデン
http://www.shikiden.com/

徳島県徳島市西船場町4-26 
TEL.088-622-8283

香川県高松市成合町25-2 

TEL.087-885-5484

高知県高知市⾧浜5638-2 
TEL.088-837-5508



株式会社マックスオーディオ
http://maxaudio.co.jp/

福岡県北九州市小倉北区清水2-10-15 
TEL.093-591-0469

有限会社アートクルー
http://www.artcrew.co.jp/

福岡県福岡市早良区西新7-1-9 
TEL.092-842-2555

ユゲデンキ株式会社 ／ サウンズライフ
http://yugedenki.com/index.html

ユゲ 福岡県飯塚市飯塚12-12 
TEL.0948-24-6100

Ｊ．Ｏ．ＭＡＧＩＣ
http://www.jomagic.com/

福岡県久留米市六ツ門町17-23 
TEL.0942-33-3561

株式会社ダイナミックスカスタマイズ
https://www.dyna-cus.com/

熊本県熊本市⾧嶺南1-2-15 
TEL.096-383-6109

オーディオムジーク
http://www.oct-net.ne.jp/musik/

大分県大分市南津留22-1 佐藤ビル
TEL.0975-52-2990



合資会社電明舎
http://www.denmei.info/

株式会社馬場電機
http://www.babadenki.com/audio.html

サウンドショップヨナハ
http://www.sound-yonaha.com/

宮崎県都城市上町15-21 
TEL.0986-24-1123

鹿児島県鹿児島市中町3-5 
TEL.099-813-7707

沖縄県那覇市古島1-24-3 
TEL.0988-86-3447



株式会社エディオン 各店舗

https://www.edion.co.jp/

上新電機株式会社 各店舗
https://www.joshin.co.jp/joshintop/

株式会社ノジマ 各店舗

https://www.nojima.co.jp/

株式会社ヤマダホールディングス 各店舗
https://www.yamada-denki.jp/

株式会社ヨドバシカメラ 各店舗
http://www.yodobashi.co.jp/company/index.html

大阪府大阪市北区中之島2-3-33
大阪三井物産ビル
TEL.06-6631-1321

大阪府大阪市浪速区日本橋西1-6-5 
TEL.06-6631-1321

神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 
ＪＲ横浜タワー26F
TEL.050-3116-1222

群馬県高崎市栄町1-1 
TEL.0570-078-181

東京都新宿区新宿5-3-1 
TEL.03-5363-1010


