
地域 店舗名 住所 電話番号
北海道 Ｂ旭川店（ベスト電器） 北海道旭川市花咲町５丁目２２７２‐１４ 0166-55-4147

テックランド旭川大雪通店 北海道旭川市大雪通２丁目４８４番地３ 0166-20-1113

マツヤデンキ旭川マルカツ店 北海道旭川市二条通７丁目２２７‐１　マルカツデパート３Ｆ 0166-24-8271

テックランド旭川店 北海道旭川市緑町１２丁目２７１９‐１ 0166-50-2201

テックランド倶知安店 北海道虻田郡倶知安町字高砂１０１‐２３ 0136-55-5700

テックランド伊達店 北海道伊達市松ヶ枝町６７番地７ 0142-82-6002

テックランド岩見沢店 北海道岩見沢市大和二条８丁目１番１３ 0126-32-5001

テックランド釧路店 北海道釧路市昭和中央３丁目２０番１号 0154-55-5851

テックランドＮｅｗ釧路店 北海道釧路市川上町８丁目８番 0154-64-7011

テックランド恵庭店 北海道恵庭市北柏木町２丁目１６番１８号 0123-25-9907

マツヤデンキ江別店 北海道江別市野幌町１０‐１　イオンタウン江別ショッピングセンター２Ｆ 011-381-5454

テックランド札幌厚別店 北海道札幌市厚別区厚別東四条８丁目１８‐２０ 011-898-1200

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ清田 北海道札幌市清田区清田一条１丁目１‐１ 011-887-4440

テックランド札幌琴似店 北海道札幌市西区二十四軒二条１丁目２‐４６ 011-622-8803

テックランド札幌発寒店 北海道札幌市西区発寒十一条１４丁目１０６９‐２１ 011-663-6600

ソフトバンク旭ヶ丘 北海道札幌市中央区南十五条西１９丁目１‐７緑新興産ビル１階 011-513-3399

テックランド札幌本店 北海道札幌市中央区北一条西８丁目１‐２ 011-205-8001

テックランド札幌苗穂店 北海道札幌市東区東雁来二条１丁目１‐１６ 011-784-6700

テックランド札幌南川沿店 北海道札幌市南区川沿五条２丁目１‐１ 011-205-3500

Ｂ川沿店（ベスト電器） 北海道札幌市南区川沿五条２丁目３　コープさっぽろＳｏｃｉａ内 011-573-4147

テックランド札幌白石店 北海道札幌市白石区本通１５丁目北１‐１ 011-827-8822

テックランド札幌月寒店 北海道札幌市豊平区月寒東一条１２丁目１‐１ 011-857-8600

テックランド札幌屯田店 北海道札幌市北区屯田七条３丁目２番２号 011-775-3911

テックランド札幌北３３条店 北海道札幌市北区北三十三条西５丁目１２０‐１ 011-708-4147

ＴＫ　ＤＥＰＯツクモ札幌駅前店 北海道札幌市北区北六条西５丁目１番地１２号　「サツエキＢｒｉｄｇｅ」１階 011-522-6199

テックランド室蘭店 北海道室蘭市中島町１丁目２５‐１ 0143-83-5872

テックランド石狩店 北海道石狩市花川南六条１丁目１０‐１ 0133-73-5454

マツヤデンキＣａＤｅｎ千歳店 北海道千歳市住吉１丁目９‐１１ 0123-24-7007

テックランド千歳店 北海道千歳市新富１丁目１番９号 0123-24-8600

テックランドＮｅｗ帯広西五条店 北海道帯広市西五条南３８丁目１番１４号 0155-66-6604

テックランド帯広店 北海道帯広市西十三条北１丁目１‐３２ 0155-58-1011

テックランド滝川店 北海道滝川市東町３丁目９２‐８ 0125-24-4230

テックランド苫小牧店 北海道苫小牧市永福町１丁目２‐４ 0144-78-3811

テックランド苫小牧駅前店 北海道苫小牧市木場町１丁目６‐１ＭＥＧＡドンキホーテ苫小牧１Ｆ 0144-38-4147

テックランド苫小牧本店 北海道苫小牧市柳町４丁目３‐２３ 0144-84-0011

テックランド函館店 北海道函館市亀田本町６６‐５ 0138-44-4001

テックランドＮｅｗ函館本店 北海道函館市美原２丁目１４‐１ 0138-34-3111

テックランドＮｅｗ北見店 北海道北見市西三輪６丁目１地１ 0157-66-5570

テックランド名寄店 北海道名寄市字徳田９１‐１ 01654-8-7161

テックランド網走店 北海道網走市つくしケ丘４丁目２‐１ 0152-67-7358

マツヤデンキＣａＤｅｎ遠軽店 北海道紋別郡遠軽町大通北４丁目１‐４ 0158-42-0541

青森県 テックランドむつ店 青森県むつ市中央２丁目９番８号 0175-28-4311

テックランド五所川原エルム店 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻５１７‐１ 0173-38-1480

カメラのキタムラ弘前・高田店 青森県弘前市大字高田３丁目１－３ 0172-26-1681

テックランドＮｅｗ弘前神田店 青森県弘前市大字神田１丁目７－２ 0172-88-8311

テックランド弘前店 青森県弘前市大字早稲田４丁目２‐２ 0172-29-4400

テックランド黒石店 青森県黒石市大字山形町１２７‐２ 0172-88-8855

テックランド三沢店 青森県三沢市南町１丁目３１‐２２０９ 0176-58-6400

テックランド十和田店 青森県十和田市穂並町１３‐９ 0176-58-5250

テックランド青森三好店 青森県青森市三好２丁目２‐３１ 017-763-0510

テックランド青森本店 青森県青森市第二問屋町２丁目５‐１８ 017-762-2900

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ八戸 青森県八戸市沼館４丁目１‐８６ 0178-73-6100

岩手県 テックランド一関店 岩手県一関市山目字大槻３２番地 0191-48-3821

テックランド水沢店 岩手県奥州市水沢区佐倉河字矢中３５‐１ 0197-51-3611

テックランド花巻店 岩手県花巻市下似内第１７地割 0198-29-4666

テックランド久慈店 岩手県久慈市長内町第３４地割５１‐１ 0194-61-1222

テックランド宮古店 岩手県宮古市磯鶏１丁目２番２５号 0193-77-5115

テックランド紫波店 岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪１１０‐１ 019-601-5762

テックランド盛岡北店 岩手県盛岡市青山３丁目４‐１５ 019-603-8010

カメラのキタムラ盛岡・南店 岩手県盛岡市津志田南１丁目１－３０ 019-637-5377

テックランドＮｅｗ盛岡本店 岩手県盛岡市北飯岡１丁目１‐１ 019-656-5200

テックランドアネックスカワトク店 岩手県盛岡市緑が丘４丁目１‐５０　アネックスカワトク３Ｆ 019-664-0030

テックランド二戸店 岩手県二戸市金田一字上田面３０２‐１ 0195-43-3101

テックランド北上店 岩手県北上市さくら通り５丁目２‐１６ 0197-62-0666

宮城県 ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ遠田美里 宮城県遠田郡美里町牛飼字八反１０３ 0229-25-8121

テックランド塩釜店 宮城県塩竈市新浜町２丁目２‐８ 0223-53-9366

テックランド岩沼店 宮城県岩沼市末広１丁目４－１４ 0223-29-4871

テックランド気仙沼松川前店 宮城県気仙沼市松川前９４ 0226-25-7805

テックランド栗原築館店 宮城県栗原市築館宮野中央１丁目４‐５ 0228-24-7661

テックランド大和吉田店 宮城県黒川郡大和町吉田字北要害２８ 0223-42-4431

モバイルキュービック　イオン富谷店 宮城県黒川郡富谷町大清水１丁目３３‐１　イオン富谷１Ｆ 022-779-0808

テックランド大河原店 宮城県柴田郡大河原町字新東２６‐２０ 0224-51-5381

テックランド石巻店 宮城県石巻市恵み野三丁目３番地３２ 0225-21-5430

テックランド仙台東店 宮城県仙台市宮城野区南目館２０‐２０ 022-788-1234

テックランド仙台青葉店 宮城県仙台市青葉区吉成台２丁目２‐４０ 0223-03-3888

カメラのキタムラ仙台・泉店 宮城県仙台市泉区高玉町４－９ 022-375-1511

テックランド仙台泉本店 宮城県仙台市泉区市名坂字柳清水１０２‐１ 022-218-5211

テックランド仙台太白店 宮城県仙台市太白区鈎取本町１丁目１８‐１ 0223-98-4651

テックランド仙台南店 宮城県仙台市太白区中田町字後河原４８‐１ 0223-81-8423

テックランド多賀城店 宮城県多賀城市町前４丁目２番１号 0223-61-5788

テックランド古川店 宮城県大崎市古川字青塚７０‐２ 0229-21-8188

テックランド佐沼店 宮城県登米市南方町新島前４６‐１ 0220-21-6370

秋田県 テックランドにかほ店 秋田県にかほ市平沢字中谷地３２‐１ 0184-44-8500

テックランド横手店 秋田県横手市赤坂字館ノ下８０‐１ 0182-35-6800
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カメラのキタムラ横手・横手店 秋田県横手市婦気大堤字中田９２‐５ 0182-33-7731

テックランド潟上店 秋田県潟上市飯田川飯塚字古開９０‐５ 018-893-5510

テックランド鹿角店 秋田県鹿角市花輪字向畑１１１番 0186-25-8211

カメラのキタムラ秋田・イオンタウン茨島店 秋田県秋田市茨島４丁目３番２１号 018-866-2920

カメラのキタムラ秋田・広面店 秋田県秋田市広面字堤敷３１‐２ 018-837-5571

テックランド秋田本店 秋田県秋田市八橋南２丁目４‐６ 018-883-0800

テックランド大館店 秋田県大館市字下綱３２７‐１ 0186-44-6400

テックランド大仙店 秋田県大仙市東川字屋敷後２２３ 0187-66-3511

テックランドＮｅｗ湯沢店 秋田県湯沢市字上荻生田１２６ 0183-79-5001

テックランド能代店 秋田県能代市字中柳２‐１４ 0185-74-5631

テックランド北秋田店 秋田県北秋田市栄字中網２０番地 0186-84-8311

山形県 テックランド山形南店 山形県山形市高堂２丁目４‐２０ 023-616-8600

テックランド山形本店 山形県山形市大野目４丁目３ー７ 023-615-6366

カメラのキタムラ山形・馬見ヶ崎店 山形県山形市馬見ケ崎２丁目６－２１ 023-681-3133

テックランド酒田店 山形県酒田市日の出町１丁目１‐１ 0234-25-6770

テックランド山形上山店 山形県上山市仙石７９１ 023-664-0691

テックランド新庄店 山形県新庄市五日町字上小月野１４００‐４ 0233-24-4681

テックランド長井店 山形県長井市館町南１０‐４５ 0238-83-1144

テックランド鶴岡店 山形県鶴岡市文下字広野３４‐１ 0235-29-6011

パル　さくらんぼ東根駅前店 山形県東根市さくらんぼ駅前３丁目１‐７ 0237-43-4606

テックランドＮｅｗ東根店 山形県東根市小林１丁目２番５０号 0237-53-0681

テックランド南陽店 山形県南陽市赤湯字川尻３０４４‐１ 0238-40-1775

カメラのキタムラ米沢・金池店 山形県米沢市金池５丁目１０－６ 0238-22-5795

テックランド米沢店 山形県米沢市徳町２‐６８ 0238-26-8550

福島県 テックランドいわき店 福島県いわき市鹿島町御代字赤坂１８ 0246-76-1615

カメラのキタムラいわき・平店 福島県いわき市平字倉前１１２‐１２ 0246-37-7866

テックランドいわき平店 福島県いわき市平上荒川字堀ノ内１２‐１ 0246-35-6131

テックランド会津若松店 福島県会津若松市町北町大字上荒久田字村北１１０‐１ 0242-37-1390

テックランドＮｅｗ郡山南店 福島県郡山市安積町荒井字方八丁３３‐１ 024-983-3505

テックランド郡山本店 福島県郡山市喜久田町字四十坦６‐１２ 024-926-1001

テックランド須賀川店 福島県須賀川市高久田境６３‐２ 0248-63-9901

テックランド福島原町店 福島県南相馬市原町区北原字前谷地２５２ 0244-33-3000

テックランド白河店 福島県白河市新高山２９番地 0248-33-3050

テックランド福島店 福島県福島市御山字三本松４６ 024-528-8711

カメラのキタムラ福島・笹谷店 福島県福島市笹谷字稲場３４‐２ 024-556-1144

テックランド福島南店 福島県福島市太平寺字坿屋敷５８ 024-563-3005

カメラのキタムラ福島・福島店 福島県福島市野田町２丁目４‐３ 024-528-2426

テックランド本宮店 福島県本宮市本宮字舘町２０２‐１ 0243-24-9320

茨城県 テックランドつくばみらい店 茨城県つくばみらい市小絹１２０ 0297-39-5011

テックランドつくば店 茨城県つくば市下原字池向３７０ー１ 029-839-9260

テックランドつくば研究学園店 茨城県つくば市下平塚７０８‐１（学園の森Ａ４７街区１画地） 029-896-8880

てるてるランドつくばデイズタウン店 茨城県つくば市竹園１丁目９‐２　デイズタウン１Ｆ 029-863-3766

テックランドシーサイドひたちなか店 茨城県ひたちなか市新光町３９－２ 029-229-1235

テックランドひたちなか店 茨城県ひたちなか市大字稲田１４２４‐１ 0293-54-7511

テックランド稲敷店 茨城県稲敷市西代１５４３－２ 0299-77-5523

テックランド笠間店 茨城県笠間市金井１８‐１ 0296-73-5122

テックランド牛久店 茨城県牛久市柏田町３０４０ 029-878-2311

テックランド古河店 茨城県古河市西牛谷１００２‐１ 0280-30-0505

テックランド行方店 茨城県行方市玉造甲１０１７‐１ 0299-56-4500

テックランド坂東岩井店 茨城県坂東市辺田１２１３‐２６ 0297-38-6182

テックランド桜川店 茨城県桜川市友部７６５番地１ 0296-73-5313

テックランド鹿島店 茨城県鹿嶋市大字宮中東山３３３‐４ 0299-85-0555

テックランド常陸大宮店 茨城県常陸大宮市泉字根本上１１６１ 0295-54-1551

テックランド神栖店 茨城県神栖市筒井１４７０‐４ 0299-94-7011

テックランド水戸本店 茨城県水戸市笠原町２０９ 0293-05-7751

ソフトバンクステージＬＡＢＩ水戸 茨城県水戸市宮町１丁目７番３３号 0293-03-2233

テックランド石岡店 茨城県石岡市東石岡１丁目１‐３６ 0299-28-1711

テックランドＮｅｗ筑西店 茨城県筑西市布川１２４９‐８ 0296-26-6650

テックランド土浦店 茨城県土浦市上高津３６０番地 029-875-6230

テックランド日立店 茨城県日立市滑川町２丁目４‐１ 0294-27-8011

テックランド日立金沢店 茨城県日立市金沢町２丁目１‐１ 0294-33-5920

テックランド北茨城店 茨城県北茨城市中郷町上桜井２１７７ 0293-28-8011

テックランド龍ヶ崎店 茨城県龍ケ崎市小通幸谷町２８８　Ｑｉｚモール内 0297-61-5611

栃木県 テックランド駒生店 栃木県宇都宮市駒生町字東高田３３６３‐１ 028-600-3113

テックランド宇都宮本店 栃木県宇都宮市元今泉３丁目１‐１４ 028-639-0161

テックランド宇都宮南店 栃木県宇都宮市江曽島本町２２‐８ 028-684-0150

ケータイプラザ　佐野店（株式会社タカラ電器） 栃木県佐野市高萩町５０９‐３ 0283-20-5354

テックランド佐野店 栃木県佐野市大橋町１０５４‐５ 0283-85-7373

テックランド鹿沼店 栃木県鹿沼市府中町１０２‐１ 0289-74-5077

テックランド小山店 栃木県小山市駅東通り２丁目３‐８ 0285-30-5951

テックランド真岡店 栃木県真岡市長田４５０‐２ 0285-80-5311

テックランド足利店 栃木県足利市朝倉町２４４番地１ 0284-70-7011

ケータイプラザ足利中央店 栃木県足利市朝倉町２丁目１７‐２ 0284-70-5135

テックランド大田原店 栃木県大田原市浅香３丁目３７２８‐２ 0287-20-2531

テックランド栃木店 栃木県栃木市箱森町字岡堀６９０‐１ 0282-20-5251

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ那須烏山 栃木県那須烏山市表１８３２‐１４ 0287-83-8751

テックランド日光店 栃木県日光市豊田２５‐１ 0288-25-7531

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ益子 栃木県芳賀郡益子町大字益子字大橋１４０５‐１ 0285-81-3521

群馬県 テックランドＮｅｗみどり店 群馬県みどり市笠懸町阿左美１４７１‐１ 0277-30-5001

テックランド安中店 群馬県安中市安中２丁目１７‐１０ 027-382-4747

テックランド伊勢崎東店 群馬県伊勢崎市西小保方町３４７－２１ 0270-75-1336

ケータイプラザスマーク伊勢崎店 群馬県伊勢崎市西小保方町３６８スマーク３Ｆ 0270-30-7354

テックランド伊勢崎店 群馬県伊勢崎市韮塚町１１８４ 0270-20-5266

テックランド館林店 群馬県館林市瀬戸谷町２２９３‐３ 0276-75-1825

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ中之条 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町字川端２７‐５ 0279-26-7400

ソフトバンクステージＬＡＢＩ１高崎 群馬県高崎市栄町１番１号 027-345-8811

テックランド高崎北菅谷店 群馬県高崎市菅谷町１２４３‐１１ 027-393-6222

テックランド渋川店 群馬県渋川市有馬１４９‐１ 0279-24-7766

テックランド沼田店 群馬県沼田市高橋場町２０６３‐１ 0278-22-5444



テックランド駒形バイパス店 群馬県前橋市小屋原町４６０‐１ 027-225-8050

株式会社タカラ電器　携帯プラザ３５４　大胡店 群馬県前橋市大胡町３９９ 027-284-0354

ケータイプラザ　太田本店（株式会社タカラ電器） 群馬県太田市西本町４１‐１７ 0276-31-9354

テックランドＮｅｗ太田飯田町店 群馬県太田市飯田町２１１‐１ 0276-30-0111

テックランドＮｅｗ藤岡店 群馬県藤岡市中栗須２６‐１ 0274-40-2362

テックランドＮｅｗ富岡店 群馬県富岡市七日市１７３‐３ 0274-62-5050

テックランド大泉店 群馬県邑楽郡大泉町大字坂田２７街区１１１５－３ 0276-60-5411

埼玉県 テックランド岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区大字南平野７４‐３ 048-756-1911

テックランド大宮店 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸５１１ 048-688-2321

テックランド浦和埼大通り店 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保７２５ 048-857-7780

テックランド大宮宮前本店 埼玉県さいたま市西区宮前町２５７ 048-620-2210

テックランド浦和店 埼玉県さいたま市緑区大字中尾７９７‐１ 048-810-1471

テックランドふじみ野店 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡２丁目３‐１ 049-293-1141

テックランド羽生店 埼玉県羽生市大字下岩瀬字下岩瀬３４２‐１ 048-598-5131

マツヤデンキＣａＤｅｎ越谷店 埼玉県越谷市東越谷３丁目１６‐２ 048-966-1101

Ｂ越谷サンシティ店 埼玉県越谷市南越谷１丁目２８７６－１ 048-990-6300

テックランド南越谷店 埼玉県越谷市南越谷２丁目６‐４０ 048-940-1280

テックランド加須店 埼玉県加須市多門寺８１‐２ 0480-48-5270

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ久喜 埼玉県久喜市久喜北２丁目６‐３　ヤマダ電機テックランド久喜店内 0480-23-7767

テックランド狭山店 埼玉県狭山市大字上奥富５９‐１ 042-969-1150

テックランド狭山富士見店 埼玉県狭山市富士見１丁目２８番７号 042-956-3288

ケータイプラザ　熊谷本店（株式会社タカラ電器） 埼玉県熊谷市玉井１７‐４ 048-529-7068

テックランド熊谷本店 埼玉県熊谷市原島１１８７‐１ 048-529-3300

テックランド熊谷店 埼玉県熊谷市肥塚６４２‐１ 048-520-3200

テックランド戸田美女木店 埼玉県戸田市美女木７丁目１２‐１ 048-449-1188

テックランド行田店 埼玉県行田市桜町１丁目１０番２７号 048-577-5760

テックランド坂戸店 埼玉県坂戸市八幡１丁目３‐４５ 049-288-6680

テックランド三郷店 埼玉県三郷市彦川戸２丁目１３５ 048-949-2500

テックランド春日部本店 埼玉県春日部市小渕字前田２５９‐３ 048-760-0100

テックランドＮｅｗ新座野火止店 埼玉県新座市野火止６丁目１－７ 048-423-7211

テックランドＮｅｗ川越店 埼玉県川越市氷川町５７－１ 049-299-8460

ヤマダ　モバイル川口樹モール店 埼玉県川口市栄町３丁目１３‐２ 048-240-4700

テックランド川口店 埼玉県川口市青木３丁目１１８ 048-250-6000

テックランド川口本店 埼玉県川口市本町２丁目７‐２５　ＭＩＥＬかわぐち３Ｆ 048-227-2111

テックランド草加店 埼玉県草加市瀬崎町７７‐１ 048-923-0711

テックランドＮｅｗ草加店 埼玉県草加市谷塚上町７６５ 048-951-0710

ソフトバンクステージベスト電器ヤオ秩父 埼玉県秩父市中町３－１６ 0494-22-5000

テックランド東松山店 埼玉県東松山市山崎町１番地１ 0493-21-5300

テックランド新座店 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東１４‐４ 049-274-2200

テックランド入間店 埼玉県入間市東藤沢２丁目１７‐１ 042-965-7266

テックランド八潮店 埼玉県八潮市中央２丁目２０‐１４ 048-998-8200

テックランド北本店 埼玉県北本市深井６丁目８７ 048-540-5500

テックランド本庄店 埼玉県本庄市日の出４丁目５‐１７ 0495-24-3111

テックランド蓮田店 埼玉県蓮田市東５丁目８‐６５ 048-765-7250

千葉県 テックランド旭店 千葉県旭市ニ５０ 0479-64-3061

テックランド千葉ニュータウン店 千葉県印西市牧の原１丁目３ 0476-40-7600

株式会社ジョイネット　酒々井店 千葉県印旛郡酒々井町上本佐倉字大堀２１４ 043-496-8530

てるてるランド　新浦安店 千葉県浦安市入船１丁目４‐１　ショッパーズプラザ新浦安店１Ｆ 047-390-8515

テックランド館山店 千葉県館山市八幡字小松原６９７‐１ 0470-20-1711

株式会社ジョイネット　佐倉店 千葉県佐倉市寺崎特定土地区画整理事業１０街区１画地　ペイシア佐倉店内 043-483-8001

株式会社ジョイネット　成東店 千葉県山武市成東１８０８　ラパーク成東 0475-80-2411

テックランド四街道店 千葉県四街道市中央１－１２ 043-309-5755

テックランド市原店 千葉県市原市五所上八幡下２００４‐１ 0436-40-1502

テックランドＳＨＯＰＳ市川店 千葉県市川市鬼高３丁目２８‐１６　ＳＨＯＰＳ２Ｆ 047-314-6621

テックランド南行徳店 千葉県市川市南行徳３丁目４‐１ 047-701-2222

ソフトバンクステージＬＡＢＩ津田沼 千葉県習志野市谷津１丁目１６‐１ 0120-677-618

テックランドＮｅｗ松戸本店 千葉県松戸市松戸字岩瀬境２２８９‐３ 047-703-0031

テックランドＮｅｗ成田店 千葉県成田市ウイング土屋１５６‐３ 0476-33-7721

テックランド成田店 千葉県成田市公津の杜３丁目６‐１０ 0476-29-2711

マツヤ電器ＣａＤｅｎ稲毛マルエツ店 千葉県千葉市稲毛区小仲台７丁目２‐１　マルエツ稲毛店３階 043-290-6181

マツヤデンキＣａＤｅｎ長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町３３０‐５０　ダイエー千葉長沼店２階 043-286-1747

テックランドＮｅｗ幕張本店 千葉県千葉市花見川区幕張町２丁目７７０１番地 043-351-8211

テックランド千葉本店 千葉県千葉市若葉区貝塚町１０８７‐１ 043-235-6161

テックランドＮｅｗ蘇我本店 千葉県千葉市中央区川崎町５５‐３ 043-239-2011

てるてるランド　検見川浜店 千葉県千葉市美浜区真砂４丁目１‐１０　ショッピングセンターＰＩＡ‐１Ｆ 043-303-7055

テックランド千葉おゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野南５丁目３７‐１ 043-293-8500

テックランド船橋店 千葉県船橋市習志野５丁目２‐１２ 047-403-7151

テックランド船橋本店 千葉県船橋市北本町２丁目５８‐５ 047-460-5015

てるてるランド　船橋駅前店 千葉県船橋市本町１丁目３‐１　船橋フェイス３Ｆ 047-460-8211

テックランド大網白里店 千葉県大網白里市駒込字中弐町五反４３０‐２ 0475-78-3191

テックランド銚子店 千葉県銚子市三崎町２丁目２６１３ 0479-26-3831

テックランド東金店 千葉県東金市田間１２６６‐１ 0475-53-5551

テックランド柏店 千葉県柏市大山台１丁目２２ 047-135-7110

テックランド柏沼南店 千葉県柏市風早１丁目１‐１ 047-190-1156

テックランド八街店 千葉県八街市八街ほ７２９‐４ 043-310-5711

テックランド八千代店 千葉県八千代市村上南４丁目３‐１ 047-405-3201

株式会社ジョイネット　ベイシア富里店 千葉県富里市七栄５３２　ベイシア富里店内 0476-90-1120

テックランド茂原店 千葉県茂原市高師１６６６番地 0475-47-3811

株式会社ジョイネット　茂原店 千葉県茂原市高師１７３５　ショッピングプラザアスモ内 0475-20-3001

テックランドＮｅｗ木更津請西本店 千葉県木更津市請西南２丁目２７‐１ 0438-38-2021

てるてるランド木更津店 千葉県木更津市朝日３丁目１０‐１９木更津グリーンシティショッピングセンター１階 0438-52-7568

テックランド木更津店 千葉県木更津市潮見４丁目１‐２ 0438-30-2011

テックランド野田店 千葉県野田市柳沢２７９番地の１ 047-126-1551

マツヤデンキＣａＤｅｎ南流山店 千葉県流山市南流山３丁目１‐１１ 047-158-6520

東京都 テックランド稲城若葉台店 東京都稲城市若葉台２丁目８番 042-350-3416

テックランド羽村店（マツヤ） 東京都羽村市栄町１丁目１２‐７ 042-579-1211

テックランド江戸川店 東京都江戸川区松江２丁目２９番７号 03-5661-3011

テックランドＮｅｗ葛西店 東京都江戸川区中葛西４丁目８‐１ 03-6808-3321

テックランド亀戸店 東京都江東区亀戸６丁目３１‐１　サンストリート内 03-5627-8021



テックランドＮｅｗ江東新砂店 東京都江東区新砂３丁目１番１３号 03-5677-5913

ＡＣＣＥＳＳＯＲＩＥＳ　Ｇｏｏｌｕｅヴィーナスフォート 東京都江東区青海１丁目３ー１５　２Ｆイープレイススマートステーション 03-6457-1065

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ江東潮見店 東京都江東区潮見２丁目８‐１６ 03-5677-5566

ヤマダ　モバイル江東南砂店 東京都江東区南砂２丁目３２ 03-6458-4891

ＬＡＢＩ　新橋生活館 東京都港区新橋１丁目１２‐９ 03-3580-7151

ＬＡＢＩ　新橋デジタル館 東京都港区新橋２丁目８‐５ 03-3580-7151

ヤマダ　モバイル六本木店 東京都港区六本木４丁目９‐９オリエンタルビル１Ｆ 03-5413-8081

ＬＡＢＩ　渋谷店 東京都渋谷区道玄坂２丁目２９‐２０ 03-5456-6300

テックランド小金井店 東京都小金井市本町５丁目１１‐２　長崎屋小金井店５・６階 042-382-5111

テックランド昭島店 東京都昭島市松原町２丁目１４‐６ 042-519-2960

ヤマダ　モバイル高田馬場店 東京都新宿区高田馬場２丁目１４－５　第１いさみやビル１０１ 03-5155-2581

ソフトバンクステージＬＡＢＩ新宿東口館 東京都新宿区新宿３丁目２３番７号 03-3359-5566

ソフトバンクステージＬＡＢＩ新宿西口 東京都新宿区西新宿１丁目１８‐８ 03-5339-0511

テックランド東京本店 東京都世田谷区上北沢５丁目３７‐１８ 03-5316-7070

ＬＡＢＩ　秋葉原パソコン館 東京都千代田区外神田１丁目１５‐８ 03-5207-6711

ＴＫ　ツクモパソコン本店 東京都千代田区外神田１丁目９‐７ 03-3253-5599

ヤマダ　モバイル神保町店 東京都千代田区神田神保町２丁目２ 03-3263-5411

ヤマダ　モバイル足立店 東京都足立区青井６丁目２４‐８　２Ｆ 03-5845-8751

テックランド千住大橋店 東京都足立区千住橋戸町１番地１３ 03-5284-7681

テックランド足立店 東京都足立区平野２丁目１‐５ 03-5831-2880

テックランド多摩センター店 東京都多摩市落合２丁目３３番地 042-310-0121

スマートテレコム蒲田 東京都大田区蒲田５丁目２４‐１ 03-3737-9556

ソフトバンク蒲田東急プラザ 東京都大田区西蒲田７丁目６９‐１　蒲田東急プラザ７Ｆ 03-3733-5481

ＡＣＣＥＳＳＯＲＩＥＳ　Ｇｏｏｌｕｅ雑色 東京都大田区仲六郷２丁目４２‐２ 03-5480-6112

ヤマダ　モバイル中野駅前店 東京都中野区中野５丁目６３‐３ 03-5345-6680

テックランド町田本店 東京都町田市旭町１丁目２４‐１ 042-727-5210

ヤマダ　モバイル町田成瀬店 東京都町田市西成瀬２丁目４８番２３号 042-739-6691

テックランド東久留米野火止店 東京都東久留米市野火止１丁目３‐３ 042-420-3311

テックランド東大和店 東京都東大和市清水６丁目１０９５‐３ 042-516-8831

テックランド南平店 東京都日野市南平７丁目７‐３ 042-594-1616

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ八王子別所店 東京都八王子市別所２丁目５６番地　ぐりーんうぉーく多摩 042-678-7080

【ＳＰＢ】ヴィーナスフォート（ＢＪ） 東京都品川区西五反田１丁目３１－１日本生命五反田ビル３Ｆ 050-3387-0630

ソフトバンクステージＬＡＢＩ品川大井町 東京都品川区東大井５丁目２０‐１ 03-5479-7600

テックランド府中店 東京都府中市西原町１丁目３‐１ 042-360-9333

テックランド武蔵村山店 東京都武蔵村山市三ツ藤１丁目８４ 042-569-1512

ソフトバンクステージＬＡＢＩ１モバイルドリーム館 東京都豊島区東池袋１丁目４１‐１ 03-5958-7770

ＬＡＢＩ　１　日本総本店　池袋 東京都豊島区東池袋１丁目５‐７ 03-5958-7770

テックランド錦糸町店 東京都墨田区太平４丁目１番５号（２階） 03-5819-0217

ＬＡＢＩ　自由が丘店 東京都目黒区緑が丘２丁目１７‐９ 03-5731-7255

テックランド立川店 東京都立川市富士見町１丁目２４‐９ 042-526-1099

テックランド大泉学園店ＰＣ館 東京都練馬区大泉学園町４丁目２７‐２１ 03-5935-0685

テックランド大泉学園店家電館 東京都練馬区大泉学園町６丁目１‐１ 03-5387-5811

テックランド練馬本店 東京都練馬区南田中３丁目３０‐５ 03-5910-7681

テックランド平和台駅前店 東京都練馬区北町６丁目３２‐５ 03-5920-0235

神奈川県 イオン久里浜店 神奈川県横須賀市久里浜５丁目１３‐１ 046-838-5259

テックランド久里浜店 神奈川県横須賀市久里浜７丁目９‐１ 046-833-6142

テックランドＮｅｗ横須賀店 神奈川県横須賀市日の出町３丁目３‐３ 046-822-4960

テックランド二俣川店 神奈川県横浜市旭区二俣川１丁目４３‐２８　長崎屋二俣川店５Ｆ 045-360-6755

テックランド磯子店 神奈川県横浜市磯子区磯子１丁目２‐１ 045-754-3111

ソフトバンクステージＬＡＢＩ大船 神奈川県横浜市栄区笠間２丁目２‐１　ヤマダ電機テックランド大船店内 045-890-3300

テックランド横浜金沢店 神奈川県横浜市金沢区富岡東２丁目４‐２９ 045-772-8653

テックランド戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区汲沢２丁目１‐７ 045-410-6661

【ＳＰＢ】サクラス戸塚 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４２５３‐１サクラス戸塚　１０７区画 045-392-7202

ソフトバンクステージＬＡＢＩ上大岡 神奈川県横浜市港南区上大岡西１丁目１８‐５ 045-752-7715

ソフトバンクステージベスト電器日吉東急店 神奈川県横浜市港北区日吉２丁目１‐１‐３Ｆ 045-560-5111

ＡＣＣＥＳＳＯＲＩＥＳ　Ｇｏｏｌｕｅ白楽 神奈川県横浜市神奈川区六角橋１丁目２‐８ 045-438-3151

テックランドＮｅｗ青葉店 神奈川県横浜市青葉区しらとり台１１‐２５ 045-442-9055

テックランド青葉店 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野２‐４ 045-978-5090

テックランド横浜泉店 神奈川県横浜市泉区上飯田町３９３７ 045-806-1151

テックランド新山下店 神奈川県横浜市中区新山下１丁目１７‐３９ 045-628-7633

イオン本牧店 神奈川県横浜市中区本牧原７‐１　イオンニューコム売場 045-625-7575

イオン駒岡店 神奈川県横浜市鶴見区駒岡５丁目６‐１ 045-585-7031

テックランド鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３丁目１７‐１　キリン横浜鶴見ビル 045-508-2561

テックランドＮｅｗ港北センター本店 神奈川県横浜市都筑区中川中央２丁目２‐１ 045-442-9051

てるてるランド港北ｍｉｎａｍｏ店 神奈川県横浜市都筑区中川中央２丁目７‐１　港北ｍｉｎａｍｏ１階 045-590-0102

イオン天王町店 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町３　イオンニューコム売場 045-333-3804

テックランド上山店 神奈川県横浜市緑区上山２丁目２７‐１ 045-935-5512

てるてるランド　海老名店 神奈川県海老名市中央１丁目４‐１　小田急ビナウォーク５番館Ａ３Ｆ‐Ｂ‐３０７Ａ 046-236-5900

テックランド海老名店 神奈川県海老名市中央２丁目１０‐１ 046-236-5393

イオン茅ヶ崎中央店 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎３丁目５‐１６ 0467-82-5789

テックランド茅ヶ崎店 神奈川県茅ヶ崎市新栄町１２‐３ 0467-83-4500

ダイクマテックランド厚木店 神奈川県厚木市長谷６‐２０ 0465-05-5019

テックランド厚木店 神奈川県厚木市林４丁目２５番２８号 046-294-1020

テックランドＮｅｗ座間店 神奈川県座間市ひばりが丘４丁目２７番１号 046-257-8880

テックランド鴨宮店 神奈川県小田原市鴨宮６３１‐１ 0465-48-6122

イオン秦野店 神奈川県秦野市入船町１２‐１ 0463-85-2006

テックランド秦野店 神奈川県秦野市尾尻字宮ノ前８８２‐１ 0463-85-6030

テックランド向ヶ丘店 神奈川県川崎市宮前区平２丁目３‐１０ 044-856-5515

テックランドクロスガーデン川崎幸店 神奈川県川崎市幸区小倉５丁目１９‐２３ 044-201-8620

テックランド溝の口店 神奈川県川崎市高津区溝口１丁目１３‐５　長崎屋ビル４階 044-829-6661

テックランド川崎店 神奈川県川崎市川崎区港町１２‐１ 044-221-9801

イオン新百合ヶ丘店 神奈川県川崎市麻生区上麻生１丁目１９　イオンニューコム売場 044-951-5527

テックランド相模原店 神奈川県相模原市中央区相模原８丁目１１‐１ 042-786-8211

イオン相模原店 神奈川県相模原市南区古淵２丁目１０‐１ 042-769-7633

テックランドニトリモール相模原店 神奈川県相模原市南区大野台６丁目１番１号 042-704-8380

イオン橋本店 神奈川県相模原市緑区橋本６丁目２‐１　イオンニューコム売場 042-775-1671

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ湯河原 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜１５７６‐４７ 0465-60-3800

イオンつきみ野店 神奈川県大和市つきみ野１丁目６‐１　イオンニューコム売場 046-273-4344

イオン大和鶴間店 神奈川県大和市下鶴間１丁目２‐１ 046-200-3764



テックランド大和店 神奈川県大和市下鶴間５２６‐１ 046-271-3056

テックランドＮｅｗ大和深見店 神奈川県大和市深見４８８‐１ 046-264-3100

モバイルカウンター湘南台店 神奈川県藤沢市湘南台１丁目３－３ 0463-27-1144

テックランド上平塚店 神奈川県平塚市上平塚１‐６１ 0463-34-7117

テックランド平塚店 神奈川県平塚市田村５丁目２５‐５ 0463-51-1500

新潟県 イオン県央店 新潟県燕市井土巻３丁目６５番　イオンニューコム売場 0256-63-3391

テックランド佐渡店 新潟県佐渡市長木７６８‐１ 0259-67-7720

テックランド三条店 新潟県三条市上須頃２９３‐１ 0256-36-5255

テックランド十日町店 新潟県十日町市高山６９８‐１ 0257-61-7822

テックランド上越店 新潟県上越市富岡３４３９ 0255-21-0455

イオン上越店 新潟県上越市富岡３４５７ 0255-21-2335

イオン新潟南店 新潟県新潟市江南区下早通柳田１丁目１番地１号 025-382-1351

テックランド亀田店 新潟県新潟市江南区東早通１丁目１‐３７ 025-385-8000

テックランド西蒲店 新潟県新潟市西蒲区赤鏥９２０‐１ 0256-78-8861

テックランド新潟西店 新潟県新潟市西区小新白鳥１９街区 025-378-3611

イオン新潟青山店 新潟県新潟市西区青山２丁目５‐１ 025-231-9111

テックランド新潟関新店 新潟県新潟市中央区関新３丁目４‐２７ 025-234-5550

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ新潟錦町本店 新潟県新潟市東区錦町３‐２５ 025-278-9911

イオン新発田店 新潟県新発田市住吉町５丁目１１‐５ 0254-21-7535

テックランド新発田店 新潟県新発田市中曽根町１丁目９‐１２ 0254-20-1120

テックランド村上店 新潟県村上市仲間町字坂下６４３‐１ 0254-62-7871

テックランド胎内店 新潟県胎内市関沢３‐１ 0254-20-8488

テックランド長岡店 新潟県長岡市石動南町３‐１ 0258-21-4410

テックランド六日町店 新潟県南魚沼市四十日南原２８７９‐９ 0257-76-2711

テックランド柏崎店 新潟県柏崎市宝町３‐１７ 0257-28-5611

テックランド妙高店 新潟県妙高市柳井田町４丁目４‐２７ 0255-78-7523

富山県 テックランド魚津店 富山県魚津市吉島４２１６‐１ 0765-22-7161

テックランド高岡店 富山県高岡市昭和町２丁目２‐１ 0766-20-7866

テックランド射水店 富山県射水市本開発字代官免４１１ 0766-50-1500

テックランド小矢部店 富山県小矢部市今石動町２丁目６‐３２ 0766-50-8027

テックランドＮｅｗ砺波店 富山県砺波市三島町１１‐２８ 0763-34-6600

テックランド南砺店 富山県南砺市福光２４６‐１　楽蔵グリーンモール福光内 0763-55-6018

テックランド氷見店 富山県氷見市加納４４１‐１ 0766-30-2311

カメラのキタムラ富山・掛尾店 富山県富山市掛尾栄町１－４ 076-424-7040

テックランド富山金泉寺本店 富山県富山市金泉寺７０‐２ 076-405-6148

テックランド富山山室店 富山県富山市山室字東田割１８７‐１５ 076-494-9009

カメラのキタムラ富山・中川原店 富山県富山市中川原５－１ 076-423-0771

テックランドＮｅｗ富山婦中本店 富山県富山市婦中町速星３５‐１ 076-466-0606

石川県 テックランドかほく店 石川県かほく市宇野気イ１０５‐１ 076-283-7822

イオンかほく店 石川県かほく市内日角タ２５番地 076-289-7164

テックランド羽咋店 石川県羽咋市太田町と１５９‐１ 0767-26-2710

テックランド加賀店 石川県加賀市加茂町チ２４ 0761-76-1020

イオン杜の里店 石川県金沢市もりの里１丁目７０ 076-234-2178

カメラのキタムラ金沢・元町店 石川県金沢市元町２丁目２０－１９ 076-251-1008

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ金沢本店 石川県金沢市西都１丁目４０ 076-266-8222

テックランド金沢大桑店 石川県金沢市大桑町第三地区土地区画整理事業地２１‐１ 076-243-3100

テックランド金沢福久店 石川県金沢市南森本町ニ１１番１ 076-225-7088

カメラのキタムラ金沢・有松店 石川県金沢市有松４丁目１－８ 076-241-4001

テックランド七尾店 石川県七尾市藤橋町申部６番地 0767-53-8666

テックランドＮｅｗ小松店 石川県小松市沖周辺土地区画整理事業施工地区内仮１７街区１５ 0761-22-9191

カメラのキタムラ小松・小松店 石川県小松市大領町ロ２８－１ 0761-23-3434

イオン小松店 石川県小松市平面町ア６９ 0761-23-6246

テックランド野々市店 石川県野々市市三日市町７２街区１番 076-294-5885

アプライド金沢店 石川県野々市市二日市町５１１番１ 076-294-1601

福井県 テックランド越前店 福井県越前市瓜生町４０字山王３番 0778-21-8800

カメラのキタムラ武生・武生店 福井県越前市新町１０－１－１ 0778-21-2537

テックランド坂井店 福井県坂井市坂井町下新庄１６‐２８‐１ 0776-72-0555

テックランド敦賀店 福井県敦賀市中央町２丁目１７‐４３ 0770-47-5988

カメラのキタムラ敦賀・敦賀店 福井県敦賀市野神１５－５－５ 0770-22-5112

カメラのキタムラ福井・バイパス南店 福井県福井市羽水２丁目７２６ 0776-34-0200

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ福井大和田 福井県福井市大和田２丁目１６０２ 0776-57-0513

カメラのキタムラ福井・堀の宮店 福井県福井市文京７丁目１８－３１ 0776-27-5400

テックランドＮｅｗ福井本店 福井県福井市渕３丁目４１１番 0776-34-5647

山梨県 テックランド山梨本店 山梨県甲斐市富竹新田１９０２‐３ 055-260-6220

テックランドＮｅｗ甲府店 山梨県甲府市蓬沢町１０３６‐１ 055-225-1222

テックランド山梨中央店 山梨県中央市下河東３０５３‐１ 055-278-6655

テックランド富士吉田店 山梨県富士吉田市下吉田六丁目７番１１号 0555-73-8200

長野県 テックランド穂高店 長野県安曇野市穂高１７７６‐１ 0263-81-4400

テックランド伊那店 長野県伊那市上新田２０３１‐１ 0265-73-6988

テックランド塩尻店 長野県塩尻市大字広丘野村１７８７‐２５ 0263-51-6522

テックランド岡谷店 長野県岡谷市長地源２丁目５‐４１ 0266-26-4611

テックランド茅野店 長野県茅野市塚原２丁目３７４４‐１ 0266-73-1530

テックランド佐久本店 長野県佐久市岩村田字下樋田１７８８‐２ 0267-66-1388

イオン佐久平店 長野県佐久市佐久平駅南１１‐１０ 0267-66-3001

テックランド松本本店 長野県松本市出川２丁目３‐１ 0263-24-3055

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ箕輪 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８６９９‐２ 0265-98-8761

テックランドＮｅｗ上田本店 長野県上田市古里字大畑１９９２‐１ 0268-26-5735

イオン上田店 長野県上田市常田２丁目１２‐１８ 0268-29-8497

テックランド千曲店 長野県千曲市大字寂蒔３６１ 026-214-2202

テックランド中野店 長野県中野市大字吉田字新井境７１１‐１ 0269-26-1501

テックランド長野南店 長野県長野市稲里町中央３丁目１‐１ 026-286-0780

テックランド長野本店 長野県長野市大字高田１８８９‐１ 026-251-0551

テックランドアイシティ松本店 長野県東筑摩郡山形村７９７７ 0263-97-3155

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ飯山 長野県飯山市大字静間字田中２１０３‐１ 0269-67-0370

テックランド飯田店 長野県飯田市上郷飯沼１９６４‐１ 0265-24-8111

岐阜県 テックランド羽島店 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄１４９‐１ 058-216-6100

テックランド下呂店 岐阜県下呂市萩原町上呂９７０‐１ 0576-56-2011

テックランド可児店 岐阜県可児市中恵土２３７１‐９０ 0574-60-3550

テックランド各務原店 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町３丁目１３２番地 058-379-5711



イオン各務原店 岐阜県各務原市那加萱場町３丁目８　イオンニューコム売場 058-375-3477

イオンニューコム　マーサ２１店 岐阜県岐阜市正木中１丁目２‐１ 058-294-2341

テックランド岐阜長良店 岐阜県岐阜市長良東２丁目４５ 058-296-4511

テックランド岐阜本店 岐阜県岐阜市薮田南４丁目１１‐７ 058-268-7001

テックランド郡上大和店 岐阜県郡上市大和町徳永８１４‐１ 0575-88-0151

テックランド瑞浪店 岐阜県瑞浪市土岐町６９５８‐１ 0572-66-2688

イオン大垣店 岐阜県大垣市外野２丁目１００ 0584-87-3202

テックランド大垣店 岐阜県大垣市築捨町２丁目１０６ 0584-87-3051

テックランド本巣店 岐阜県本巣市政田１９４０‐１ 058-322-3335

静岡県 テックランド伊東店 静岡県伊東市岡和泉７２‐１１ 0557-32-2200

テックランド修善寺店 静岡県伊豆市瓜生野２６２ 0558-74-3200

テックランド掛川店 静岡県掛川市細田２３１‐１ 0537-25-6000

テックランド湖西店 静岡県湖西市鷲津１０９５ 053-482-8932

テックランド沼津店 静岡県沼津市岡宮字寺林１２５０番地２ 055-920-7211

イオン焼津店 静岡県焼津市祢宜島５５５ 054-656-2317

アプライド静岡店 静岡県静岡市葵区長沼６９０ 054-267-3700

テックランド静岡国吉田店 静岡県静岡市駿河区国吉田１丁目１‐４３ 054-267-3911

テックランド静岡店 静岡県静岡市駿河区馬渕２丁目８‐１ 054-654-7851

イオン清水店 静岡県静岡市清水区上原１丁目６‐１６ 054-344-2500

テックランド清水店 静岡県静岡市清水区清開１丁目３‐３ 054-337-2205

イオン袋井店 静岡県袋井市上山梨４丁目１‐１ 0538-30-1531

テックランド磐田店 静岡県磐田市岩井２１６０‐３ 0538-30-6172

テックランド浜松中央店 静岡県浜松市中区中央１丁目３‐２１ 053-450-6363

イオン浜松市野店 静岡県浜松市東区天王町字諏訪１９８１‐３ 053-468-1610

テックランド浜松本店 静岡県浜松市東区北島町８１５‐５ 053-423-3181

テックランド浜北店 静岡県浜松市浜北区小林１３６１ 053-545-3631

イオン富士宮店 静岡県富士宮市浅間町１‐８ 0544-25-6016

テックランド富士宮店 静岡県富士宮市万野原新田３７２８番地 0544-25-5511

テックランド富士店 静岡県富士市川成島６２０‐１ 0545-66-1331

マツヤデンキ　カワムラ榛原店 静岡県牧之原市細江２０４１‐５ 0548-22-5327

マツヤデンキ　カワムラ相良店 静岡県牧之原市波津３７‐２ 0548-52-0029

愛知県 テックランド安城店 愛知県安城市尾崎町上大縄１‐２ 0566-91-6851

テックランド一宮店 愛知県一宮市下沼町４丁目１９番 0586-26-2121

テックランド新稲沢店 愛知県稲沢市朝府町４‐１ 0587-33-0921

テックランドＮｅｗ岡崎本店 愛知県岡崎市大平町字堤下５５番地 0564-66-0280

テックランド幸田店 愛知県額田郡幸田町幸田相見４１番 0564-84-5461

テックランド蒲郡店 愛知県蒲郡市鹿島町浅井新田１‐２５ 0533-95-0073

テックランド江南店 愛知県江南市高屋町清水３９番 0587-51-5701

テックランド高蔵寺店 愛知県春日井市高蔵寺町北３丁目１‐７ 0568-51-1486

テックランド春日井店 愛知県春日井市鳥居松町５丁目６２ 0568-86-4321

アプライド春日井店 愛知県春日井市東野町２丁目１‐５ 0568-87-5101

テックランド小牧応時店（マツヤ） 愛知県小牧市応時２丁目１９４ 0568-74-2531

テックランドＮｅｗ小牧店 愛知県小牧市小牧原３丁目１６０番 0568-43-1602

テックランド常滑店 愛知県常滑市錦町２丁目９６番 0569-89-0777

テックランド瀬戸店 愛知県瀬戸市共栄通３丁目２０ 0561-97-0031

テックランド西尾店 愛知県西尾市寄住町泡原１４－１ 0563-65-3120

テックランド武豊店 愛知県知多郡武豊町字忠白田１１－１１ 0569-47-7801

テックランド知立店 愛知県知立市長篠町八ツ田道１３番７ 0566-91-7268

テックランド長久手店 愛知県長久手市卯塚二丁目２０１番地 0561-65-5981

テックランド東海店 愛知県東海市加木屋町陀々法師３１‐１ 0562-35-3080

テックランドＮｅｗ東海店 愛知県東海市名和町日向根１００番 052-883-8851

テックランド日進店 愛知県日進市浅田町美濃輪６‐１ 052-809-2050

テックランド半田店 愛知県半田市本町１丁目１番地 0569-25-2121

アプライド尾張旭店 愛知県尾張旭市東本地ケ原町３丁目５‐２ 0561-55-5930

テックランド豊橋店 愛知県豊橋市柱五番町１１６‐１ 0532-38-5335

テックランド豊川店 愛知県豊川市下長山町高畑２６‐１ 0533-82-0070

マツヤデンキ豊川店 愛知県豊川市諏訪３丁目１３３番地　豊川プリオ２　３Ｆ 0533-89-6390

テックランド豊田東新店 愛知県豊田市東新町６丁目１７‐１ 0565-63-5426

テックランド守山店 愛知県名古屋市守山区深沢１丁目１０２ 052-739-2688

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ星が丘 愛知県名古屋市千種区星ケ丘１丁目１‐７ 052-789-0175

テックランド名古屋千種店 愛知県名古屋市千種区内山１丁目２０‐３７ 052-753-4160

ＴＫ　ツクモ名古屋１号店 愛知県名古屋市中区大須３丁目３０‐８６ 052-263-1655

アプライド上前津店 愛知県名古屋市中区大須３丁目４６‐１５　ブラザー上前津ビル１Ｆ 052-263-5828

テックランド名古屋本店 愛知県名古屋市中川区昭明町５丁目１‐５ 052-659-6880

ソフトバンクステージＬＡＢＩ名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目２‐５ 052-533-3711

テックランド名古屋南丹後通り店 愛知県名古屋市南区丹後通５丁目２５‐１ 052-693-5017

マツヤデンキＣａＤｅｎ上飯田店 愛知県名古屋市北区織部町１　ダイエー上飯田店３階 052-916-1088

テックランドダイエー名古屋東店 愛知県名古屋市名東区猪子石原２丁目１７０１ 052-778-9740

テックランドＮｅｗ野並店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字小森１‐３ 052-899-1522

テックランド有松インター店 愛知県名古屋市緑区有松町大字桶狭間字畔道７‐１ 052-629-6231

三重県 ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡいなべ 三重県いなべ市北勢町阿下喜３４８３ 0594-82-1035

テックランド伊賀店 三重県伊賀市平野清水６２６‐１ 0595-26-5556

テックランド伊勢店 三重県伊勢市御薗町新開６１３ 0596-31-1115

イオン伊勢店 三重県伊勢市楠部町乙１６０‐２ 0596-26-1526

イオン桑名店 三重県桑名市新西方１丁目２２ 0594-24-5555

テックランド桑名店 三重県桑名市大字大仲新田３５５‐２ 0594-33-2105

テックランドみえ朝日店 三重県三重郡朝日町大字縄生５００‐１ 059-376-2100

テックランド四日市店 三重県四日市市十七軒町１番２６号 059-350-2111

イオン四日市尾平店 三重県四日市市尾平町字天王川原１８０５ 059-330-0719

イオン四日市北店 三重県四日市市富州原町２‐４０ 059-361-6124

テックランド松阪店 三重県松阪市久保田町字南沖２３ 0598-50-3411

イオン津店 三重県津市桜橋３丁目４４６ 059-226-5039

テックランド津店 三重県津市藤方字南八木田１０５７‐１ 059-213-6241

テックランド名張店 三重県名張市蔵持町原出１７７２ 0595-62-7222

テックランド鈴鹿店 三重県鈴鹿市北玉垣町字中野７８７ 059-381-0355

滋賀県 テックランド近江八幡店 滋賀県近江八幡市鷹飼町３５１番１ 0748-43-2088

テックランド草津栗東店 滋賀県栗東市小柿８丁目８‐１４ 077-551-3200

テックランド豊郷店 滋賀県犬上郡豊郷町大字高野瀬７０１－１ 0749-49-2777

テックランド水口店 滋賀県甲賀市水口町北脇１７２９‐１ 0748-76-4100



テックランド今津 滋賀県高島市今津町南新保５０８‐１ 0740-22-9080

テックランド大津堅田店 滋賀県大津市今堅田３丁目８‐１ 077-571-1770

テックランド坂本店（マツヤ） 滋賀県大津市坂本７丁目２４‐１　アルセ坂本３階 077-579-1591

テックランド長浜店 滋賀県長浜市八幡中山町１０１ 0749-64-6333

テックランド東近江店 滋賀県東近江市青葉町３８５番地 0748-36-1161

テックランドＮｅｗ彦根店 滋賀県彦根市里根町５５‐１６ 0749-21-3931

京都府 テックランド久御山店 京都府久世郡久御山町林八幡講２７‐１ 0774-48-3777

マツヤデンキ京田辺店 京都府京田辺市田辺中央６丁目７‐５ 0774-65-5544

アプライド京都店 京都府京都市右京区西院西溝崎町７番地 075-325-1021

マツヤデンキ北山店 京都府京都市左京区松ケ崎雲路町１‐１ 075-703-8153

テックランド京都吉祥院店 京都府京都市南区吉祥院大河原町２７番地 075-326-4100

テックランド京都伏見店 京都府京都市伏見区下鳥羽北ノ口町３４ 075-644-4486

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ京都醍醐 京都府京都市伏見区醍醐高畑町３０‐１‐２　パセオダイゴロー西館 075-575-1800

テックランド桃山店（マツヤ） 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下３２　近鉄ｍｏｍｏ２Ｆ 075-605-2002

ｉステーション紫野 京都府京都市北区紫野西泉堂町６‐３エスポワール紫野 075-405-5401

テックランド京都八幡店 京都府八幡市下奈良宮ノ道１５‐１ 075-972-1515

テックランド舞鶴店 京都府舞鶴市字下福井４１６‐４ 0773-77-5761

テックランド福知山店 京都府福知山市駅前町５０６番地 0773-25-2400

大阪府 テックランド貝塚店 大阪府貝塚市小瀬１丁目３０‐２３ 072-430-3033

テックランド高槻店 大阪府高槻市赤大路町３８‐１ 072-690-3691

テックランド高槻大塚店 大阪府高槻市大塚町５丁目２番６号 072-662-3239

アプライド高槻店 大阪府高槻市辻子２丁目１‐１ 072-670-6030

テックランド阪南店 大阪府阪南市黒田４５３－１５ 072-493-3400

マツヤデンキＣａＤｅｎおおとり店 大阪府堺市西区鳳東町７丁７３３　ダイエーおおとり店２階 072-273-0051

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ堺本店 大阪府堺市東区八下町１丁５‐１ 072-256-5100

テックランド金岡店（マツヤ） 大阪府堺市北区蔵前町１丁７番１５号　レインボー金岡１Ｆ 072-254-2821

テックランド寝屋川店 大阪府寝屋川市大成町１２‐２３ 072-811-5755

マツヤデンキＣａＤｅｎ吹田店 大阪府吹田市朝日町２‐１０１　ダイエー吹田店４階 06-4860-9200

テックランドりんくう店 大阪府泉佐野市りんくう往来南２番地１０ 072-458-2711

テックランド泉大津店 大阪府泉大津市松之浜町２丁目１０‐５５ 0725-20-6026

テックランド大阪住之江店 大阪府大阪市住之江区平林南２丁目７‐３７ 06-4702-5280

テックランド今福東店 大阪府大阪市城東区今福東２丁目６‐３１ 06-4255-3321

ＳＭＡＲＴ　ＩＴ都島 大阪府大阪市都島区善源寺町１丁目５‐５３ 06-6928-1740

マツヤデンキＣａＤｅｎ京橋店 大阪府大阪市都島区片町２丁目３‐５１　ダイエー京橋店５階 06-6242-0171

ＳＭＡＲＴ　ＩＴ駒川中野 大阪府大阪市東住吉区駒川５丁目４‐１０ 06-6697-3050

マツヤデンキ豊新店 大阪府大阪市東淀川区豊新１丁目１‐３５ 06-6322-7501

テックランド大阪野田店 大阪府大阪市福島区海老江７丁目２‐３５ 06-4797-4870

マツヤデンキ長吉ダイエー店 大阪府大阪市平野区長吉長原西１丁目１‐１０　ダイエー長吉店　４Ｆ 06-6760-5727

テックランド淀川店 大阪府大阪市淀川区加島４丁目１９‐１２ 06-6889-1901

テックランド東大阪店 大阪府東大阪市元町１丁目６番５３号 072-983-7830

マツヤデンキＣａＤｅｎ八戸ノ里店 大阪府東大阪市小阪３丁目３‐１ 06-6787-6651

ＡＣＣＥＳＳＯＲＩＥＳ　Ｇｏｏｌｕｅ瓢箪山 大阪府東大阪市瓢箪山町３ー２１ 072-929-8004

ソフトバンクステージＬＡＢＩ千里 大阪府豊中市新千里東町１丁目２‐２０ 06-6155-1031

テックランド枚方店 大阪府枚方市池之宮１丁目２‐５０ 072-890-3001

ｉステーション枚方船橋 大阪府枚方市東船橋１丁目３４アメニティステーション船橋 072-857-9388

テックランド門真店 大阪府門真市舟田町２‐８ 072-887-4060

テックランド和泉中央本店 大阪府和泉市いぶき野５丁目１‐３ 0725-99-8015

兵庫県 テックランド竜野店 兵庫県たつの市龍野町富永才ノ木５８２ 0791-62-0030

テックランド芦屋店 兵庫県芦屋市大原町９‐１　ラポルテ東館１‐２Ｆ 0797-34-3200

マツヤデンキ阪急伊丹店 兵庫県伊丹市西台１丁目１‐１　阪急伊丹リータ　２Ｆ 072-778-5133

テックランド北伊丹店 兵庫県伊丹市北伊丹８丁目１０番５ 072-773-5331

テックランドＮｅｗ加古川本店 兵庫県加古川市平岡町一色１００‐１ 0794-97-5037

テックランド加西店 兵庫県加西市北条町北条２１７‐１ 0790-43-7311

テックランド三木店 兵庫県三木市大村６２１番地 0794-86-6789

テックランド山崎店 兵庫県宍粟市山崎町中井８８ 0790-65-9539

テックランドＮｅｗ洲本店 兵庫県洲本市納２６１‐２ 0799-38-4510

テックランド神戸垂水店 兵庫県神戸市垂水区下畑町字嶽ケ山１３８０番地３３ 078-755-5711

テックランドＮｅｗ神戸垂水本店 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山８６８‐６ 078-940-5405

テックランド西神戸店 兵庫県神戸市西区玉津町小山２０７番地 078-926-1021

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ神戸桜が丘 兵庫県神戸市西区桜が丘中町３丁目２‐１６ 078-939-3014

マツヤデンキＣａＤｅｎ西神中央店 兵庫県神戸市西区糀台５丁目３‐４　ダイエー西神中央店３階 078-991-0971

ソフトバンクステージＬＡＢＩ三宮 兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目５‐８‐１階 078-391-8171

テックランド神戸本店 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通２丁目３‐１ 078-272-9122

テックランドサンシャイン神戸店 兵庫県神戸市東灘区青木１丁目２‐３４ 078-451-2711

テックランド神戸和田岬前店 兵庫県神戸市兵庫区吉田町１丁目２‐３５ 078-652-9091

テックランドダイエー甲子園店 兵庫県西宮市甲子園高潮町３‐３ダイエー甲子園Ｂ１Ｆ 0798-42-6116

テックランド西宮甲子園 兵庫県西宮市浜松原町２‐２２ 0798-37-1561

テックランド西脇店（マツヤ） 兵庫県西脇市和田町２５８ 0795-22-4691

テックランド上郡店 兵庫県赤穂郡上郡町竹万稗田２２３６ 0791-56-5027

テックランド赤穂店 兵庫県赤穂市加里屋中洲２丁目１２ 0791-45-2400

テックランド朝来店 兵庫県朝来市和田山町桑原３９５‐１ 0796-72-5113

マツヤデンキ塚口ダイエー店 兵庫県尼崎市南塚口町２丁目１‐３ 06-6428-6317

アプライド姫路店 兵庫県姫路市安田３丁目１２２番 079-287-0065

テックランド姫路店 兵庫県姫路市花田町上原田字仁王田１６０‐１ 079-251-2620

テックランドＮｅｗ姫路本店 兵庫県姫路市西延末字五反田１２３‐１ 079-262-6247

テックランド宝塚店 兵庫県宝塚市安倉西２丁目１‐３３ 0797-83-6721

テックランド逆瀬川店（マツヤ） 兵庫県宝塚市逆瀬川１丁目２番１号　逆瀬川アピア１（３階） 0797-72-0879

テックランド豊岡店 兵庫県豊岡市中陰字野田６５６ 0796-22-2121

奈良県 テックランド橿原店 奈良県橿原市葛本町７３５‐１ 0744-20-2865

テックランド香芝店 奈良県香芝市今泉３８０番地 0745-71-3071

テックランド桜井店 奈良県桜井市大字阿部４０８‐１ 0744-33-9061

テックランド大和高田店（マツヤ） 奈良県大和高田市幸町３‐１８　オークタウン大和高田　くらし館４Ｆ 0745-23-8201

テックランド天理店 奈良県天理市嘉幡町６６５番３ 0743-85-4381

マツヤデンキ学園前イズミヤ店 奈良県奈良市学園中４丁目５３９－１　イズミヤ学園前店２Ｆ 0742-43-7440

テックランドＮｅｗ奈良本店 奈良県奈良市柏木町４６３‐４ 0742-32-5611

テックランド広陵店 奈良県北葛城郡広陵町大字大塚９１３－１ 0745-43-6531

和歌山県 テックランド和歌山岩出店 和歌山県岩出市中島７８０‐１ 0736-69-5461

テックランド和歌山橋本店 和歌山県橋本市あやの台１丁目４番２ 0736-34-7100

テックランド御坊店 和歌山県御坊市野口５６９‐１ 0738-52-7511



マツヤデンキＭＡ田辺店 和歌山県田辺市上の山１丁目６‐１６ 0739-26-2166

テックランド田辺店 和歌山県田辺市東山２丁目２９番１号 0739-34-2368

テックランド有田川店 和歌山県有田郡有田川町大字植野１２番 0737-23-7031

テレウエーブ和歌山店 和歌山県和歌山市屋形町５丁目１７ 073-435-3480

テックランド和歌山店 和歌山県和歌山市三葛３３９‐１ 073-441-5860

テックランド和歌山北店 和歌山県和歌山市松江北２丁目１番２５号 073-488-6377

アプライド和歌山店 和歌山県和歌山市美園町４丁目８６ 073-425-5585

鳥取県 テックランド境港店 鳥取県境港市竹内団地２７８‐２ 0859-21-8000

テックランド倉吉店 鳥取県倉吉市清谷町２丁目１４３ 0858-48-1355

テックランド鳥取店 鳥取県鳥取市古海字瀬戸田ノ二６７８‐１ 0857-39-3001

テックランドＮｅｗ鳥取東店 鳥取県鳥取市大杙２１７ 0857-50-0522

テックランド米子店 鳥取県米子市新開５丁目１番７号 0859-39-2700

島根県 テックランド江津店 島根県江津市都野津町２２７７‐１３ 0855-54-3118

テックランド出雲店 島根県出雲市姫原町２‐７‐５ 0853-20-7500

テックランド松江店 島根県松江市東出雲町出雲郷１６３０番地２ 0852-53-0550

テックランド大田店 島根県大田市長久町長久ロ２６５‐８ 0854-83-7280

岡山県 テックランド井原店 岡山県井原市下出部町１丁目３６‐１１ 0866-67-2810

テックランド東岡山店 岡山県岡山市中区神下１８７番地 086-208-6233

テックランドＮｅｗ岡南本店 岡山県岡山市南区新福１丁目２‐１０ 086-250-7300

テックランド岡山本店 岡山県岡山市南区西市６２８‐１ 0868-05-1750

ＢＢ岡山本店（ベスト電器） 岡山県岡山市北区下中野３７７‐１ 0868-05-0077

アプライド　岡山店 岡山県岡山市北区鹿田本町７‐１８ 086-233-0707

テックランド玉野店 岡山県玉野市築港１丁目１‐１０ 0863-33-3277

テックランド高梁店 岡山県高梁市横町１５４４‐１ 0866-56-3930

テックランド瀬戸内店 岡山県瀬戸内市邑久町豊原８７‐１ 0869-24-7200

テックランド児島店 岡山県倉敷市児島駅前１丁目１０番 086-470-0911

テックランド倉敷神田店 岡山県倉敷市神田４丁目２‐３２ 086-436-1389

アプライド倉敷店 岡山県倉敷市白楽町１１８‐１ 086-434-8600

テックランド津山店 岡山県津山市河辺７５９‐１ 0868-21-7122

広島県 テックランド安芸坂店 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜３丁目２‐１２ 082-886-3651

テックランド安芸高田店 広島県安芸高田市吉田町吉田字内堀２１０８‐１ 0826-47-1270

テックランド呉店 広島県呉市広白石４丁目５‐３９ 0823-27-3377

テックランド広島八木店 広島県広島市安佐南区八木２丁目１７‐１ 082-832-0771

テックランド佐伯店 広島県広島市佐伯区楽々園４丁目１４‐３２ 0829-42-2731

テックランドアルパーク前店 広島県広島市西区草津新町２丁目２３‐２７ 082-270-1010

アプライド広島西店 広島県広島市西区楠木町１丁目１０‐１ 082-235-3535

ＢＢ広島店（ベスト電器） 広島県広島市南区西蟹屋１丁目１‐７ 082-567-8000

テックランド三原店 広島県三原市城町３丁目１０‐３ 0848-61-0230

テックランド三次店 広島県三次市十日市西６丁目８‐１３ 0824-55-6031

テックランド東広島店 広島県東広島市西条町御薗宇５１６８‐１ 0824-26-3200

テックランド福山西店 広島県福山市高西町３丁目２番３８号 084-930-4421

テックランド福山北店 広島県福山市神辺町大字川北１４２８‐１ 084-965-6265

アプライド福山店 広島県福山市南本庄３丁目４‐４５ 084-928-0700

テックランド福山店 広島県福山市明神町２丁目１５‐３０ 084-973-9660

山口県 ＢＮｅｗ宇部店（ベスト電器） 山口県宇部市小松原町２丁目７‐１２ 0836-37-2228

Ｂ宇部東店（ベスト電器） 山口県宇部市大字東岐波横尾頭１４８９‐９ 0836-59-0711

コジマ　ＮＥＷ山口宇部空港店 山口県宇部市東見初町１‐７６ 0836-36-0770

Ｂゆめシティ下関本店（ベスト電器） 山口県下関市伊倉新町２丁目５‐１ 083-251-1147

テックランド下関長府店 山口県下関市長府才川２丁目１番５８号 083-248-3243

テックランド下関店 山口県下関市武久町２丁目４７６‐１ 083-250-1010

ザ・モール周南店 山口県下松市楠木町１丁目１４‐１ 0833-45-5800

テックランド玖珂店 山口県岩国市玖珂町４９５０‐２ 0827-28-5380

テックランド岩国店 山口県岩国市麻里布町１丁目８‐１３ 0827-30-2111

テックランド山口本店 山口県山口市黒川３７２ 083-934-5888

Ｂ山口店（ベスト電器） 山口県山口市平井２４０‐１ 083-924-0850

テックランド宇部店 山口県山陽小野田市大字丸河内９７４‐１ 0836-81-1510

テックランド新南陽店 山口県周南市古市１丁目４‐１ 0834-61-0858

テックランド長門店 山口県長門市東深川８０３‐８ 0837-23-0800

テックランド防府店 山口県防府市大字植松１１４番地 0835-26-5660

テックランド柳井店 山口県柳井市柳井１５９４‐１ 0820-25-3511

徳島県 ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ吉野川 徳島県吉野川市山川町前川１１３‐４ 0883-42-6371

マツヤデンキＣａＤｅｎ三加茂店 徳島県三好郡東みよし町加茂２４７９番地 0883-82-3189

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ徳島本店 徳島県徳島市中吉野町４丁目１‐１ 088-634-2711

テックランド徳島松茂店 徳島県板野郡松茂町広島字小ハリ２４‐１ 088-699-0331

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ徳島藍住 徳島県板野郡藍住町徳命字元村東１００番 088-693-3030

香川県 テックランド宇多津本店（中四国Ｔ） 香川県綾歌郡宇多津町浜四番丁４５‐６ 0877-56-7611

テックランド丸亀店 香川県丸亀市田村町９０７‐１ 0877-58-2311

マツヤデンキ国分寺店 香川県高松市国分寺町新名５７４‐１ 087-875-0130

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ高松春日本店 香川県高松市春日町２１８‐１ 087-818-0101

テックランド高松鶴市店 香川県高松市鶴市町７２４番地１ 087-870-5388

アプライド高松店 香川県高松市東ハゼ町３‐４ 087-866-7600

テックランド高松レインボー通り店 香川県高松市伏石町２０８４番地 087-868-4055

テックランド坂出店 香川県坂出市入船町２丁目１‐６４ 0877-45-0808

マツヤデンキＣａＤｅｎ小豆島店 香川県小豆郡土庄町渕埼１４４７‐１ 0879-62-4111

愛媛県 テックランド宇和島店 愛媛県宇和島市祝森甲１６１９‐１ 0895-20-3377

テックランド今治店 愛媛県今治市東鳥生町４丁目１番５２号 0898-34-3100

テックランド松山本店 愛媛県松山市井門町４６０‐２ 089-960-0810

アプライド松山店 愛媛県松山市天山３丁目１５‐１０ 089-932-6111

テックランドＮｅｗ松山問屋町本店 愛媛県松山市問屋町９‐３０ 089-909-6601

テックランド新居浜店 愛媛県新居浜市郷１丁目３番１６号 0897-65-4560

テックランド西条店 愛媛県西条市周布１６５６‐１ 0898-68-8011

テックランド大洲店 愛媛県大洲市徳森３１８‐１ 0893-50-5933

高知県 ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ高知佐川 高知県高岡郡佐川町甲８１９‐１ 0889-20-0701

テックランドＮｅｗ高知本店 高知県高知市介良字山ノ後乙１１３６‐１ 088-878-7373

Ｂ高知本店（ベスト電器） 高知県高知市知寄町２丁目１‐２９ 088-885-9100

アプライド高知店 高知県高知市知寄町３丁目３０６ 088-880-5522

テックランド高知店 高知県高知市薊野北町１丁目８‐３０ 088-820-2666

福岡県 テックランドうきは吉井店 福岡県うきは市吉井町鷹取１６３１－１ 0943-75-8800

テックランド久留米店 福岡県久留米市御井朝妻１丁目５‐３０ 0942-41-8111



テックランド久留米中央店 福岡県久留米市東櫛原町１１４４‐５ 0942-36-4141

アプライド久留米店 福岡県久留米市東櫛原町２９３‐１ 0942-33-7968

ＢＢ久留米本店（ベスト電器） 福岡県久留米市東合川３丁目２‐８ 0942-45-3546

ＢＢ久留米南店（ベスト電器） 福岡県久留米市本山２丁目４‐２０ 0942-21-0002

九州テックランド苅田店 福岡県京都郡苅田町殿川町１‐７ 093-383-7130

Ｍｏｂｉｌｅ　Ｋ－Ｐｏｉｎｔ　行橋 福岡県行橋市西宮市３丁目８－１　ゆめタウン行橋店内１Ｆ 0930-26-5562

九州テックランド行橋店 福岡県行橋市西泉６丁目１番１号 0930-26-1580

Ｂ行橋店（ベスト電器） 福岡県行橋市門樋町８‐１ 0930-25-2720

イオン九州株式会社　スーパーセンター志摩店 福岡県糸島市志摩津和崎字宮ノ元２９‐１ 092-330-5020

ＢＢ前原店（ベスト電器） 福岡県糸島市前原西３丁目１‐１ 092-323-6823

テックランド宗像店 福岡県宗像市王丸字梅ノ木谷５１７‐８ 0940-38-3651

テックランド春日店 福岡県春日市下白水南１丁目１番 092-558-7006

テルル春日大通り 福岡県春日市春日３丁目１３９ 092-558-9280

コジマ×ビックカメラ福岡春日店 福岡県春日市須玖北１丁目１‐１ 092-571-8484

ケーズデンキ春日店 福岡県春日市星見ヶ丘４丁目１７番地 092-596-6311

株式会社ミスターマックス　春日店 福岡県春日市星見ヶ丘４丁目７番地 092-595-8700

ＢＢＮｅｗ春日店（ベスト電器） 福岡県春日市大和町４丁目３０ 092-593-8680

ケーズデンキ小郡店 福岡県小郡市大保１１０ 0942-23-0811

ＡＣＣＥＳＳＯＲＩＥＳ　Ｇｏｏｌｕｅイオン小郡 福岡県小郡市大保字弓場１１０　１Ｆ 0942-65-4108

ＢＢ志免店（ベスト電器） 福岡県糟屋郡志免町志免中央４丁目８‐１６ 092-936-1371

イオン九州株式会社　イオン福岡東店 福岡県糟屋郡志免町大字別府北２丁目１４番１号 092-622-6360

テックランド福岡志免本店 福岡県糟屋郡志免町南里５丁目２‐１ 092-957-8500

ＴＲＩＡＬーＮＥＴ新宮店 福岡県糟屋郡新宮町大字原上１８１２‐１　トライアル新宮店内 092-940-6557

テックランド新宮店 福岡県糟屋郡新宮町大字上府６５９ 092-941-7731

ソフトバンクステージイオン福岡店 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２‐１ 092-939-7673

ＢＢＮｅｗ太宰府店（ベスト電器） 福岡県太宰府市向佐野４丁目８‐４７ 092-921-3311

九州テックランド大牟田南店 福岡県大牟田市船津町３９１‐２ 0944-59-6455

テックランド大牟田店 福岡県大牟田市大字手鎌１０８８‐１ 0944-59-8800

ソフトバンクステージイオン大牟田 福岡県大牟田市岬町３番地‐４ 0944-59-2743

イオン九州株式会社　イオン大野城店 福岡県大野城市錦町４丁目１‐１ 092-572-2189

ＢＢ筑紫野店（ベスト電器） 福岡県筑紫野市針摺東３丁目１‐８ 092-921-0023

テックランドＮｅｗ筑紫野基山店 福岡県筑紫野市大字原田８３６‐７ 092-919-7700

ソフトバンクステージイオン筑紫野店 福岡県筑紫野市大字立明寺４３４番地１ 092-918-3659

テックランド筑紫野店 福岡県筑紫野市二日市中央５丁目３‐１０ 092-919-1100

ＢＢＳモール中間店（ベスト電器） 福岡県中間市上蓮花寺３丁目１‐１　ショッパーズモールなかまモール館２階 093-243-2121

九州テックランド甘木インター店 福岡県朝倉市甘木３９０番１ 0946-21-8060

ＢＢ直方店（ベスト電器） 福岡県直方市大字頓野２９６５‐１ 0949-28-3620

テックランド直方店 福岡県直方市大字頓野３１５９‐１ 0949-52-7000

イオン九州株式会社　イオン直方店 福岡県直方市湯野原２丁目１‐１ 0949-29-8930

テックランド田川店 福岡県田川市大字川宮向野１７５７‐６ 0947-50-6500

九州テックランド八女店 福岡県八女市蒲原８５９‐１ 0943-30-1200

ＢＢＮｅｗ八女店（ベスト電器） 福岡県八女市蒲原字大島７３８‐１ 0943-23-5181

イオン九州株式会社　イオン穂波店 福岡県飯塚市枝国長浦　６６６‐４８ 0948-26-6356

テックランド飯塚店 福岡県飯塚市秋松８３７ 0948-26-8002

ＢＢＮｅｗ飯塚店（ベスト電器） 福岡県飯塚市西徳前１４‐３０ 0948-23-0575

株式会社  モバイルスポット  モバイルステーション  飯塚店（ＭＭ店舗用）福岡県飯塚市椿１１０‐１ 0948-43-3521

テックランド城南店ＡＶ・生活館 福岡県福岡市城南区友泉亭６番１９号 092-726-2133

株式会社ミスターマックス　橋本店 福岡県福岡市西区橋本１丁目１０番７２号 092-811-6860

コジマ×ビックカメラ福岡西店 福岡県福岡市西区橋本１丁目１２番３号 092-811-9600

株式会社ＢＤＳ　小戸店 福岡県福岡市西区小戸３丁目５０‐１　ホワイトパレス姪浜Ｂ 092-834-8068

ソフトバンクステージイオン福岡伊都店 福岡県福岡市西区大字徳永１１３‐１ 092-805-8087

ＢＢＮｅｗ伊都店（ベスト電器） 福岡県福岡市西区大字徳永地内２１街区 092-805-1321

テックランド福岡賀茂本店 福岡県福岡市早良区賀茂３丁目２４‐３３ 092-874-1800

アプライド西福岡店 福岡県福岡市早良区原４丁目２６‐５ 092-831-0110

イオン九州株式会社　イオン原店 福岡県福岡市早良区原６丁目２７番５２号 092-852-3554

ソフトバンクステージベスト電器Ｎｅｗ西新 福岡県福岡市早良区西新４丁目８‐２４ 092-843-4011

テルル西新店 福岡県福岡市早良区西新４丁目８－４２西新ＰＬＡＣＥ１Ｆ 092-833-5222

ダイエー笹丘店 福岡県福岡市中央区笹丘１丁目２８‐７４ 092-725-4958

モバイルキュービック　ホークスタウン店 福岡県福岡市中央区地行浜２丁目２‐１ホークスタウンモール１階 092-762-1800

ソフトバンクステージイオン香椎浜店 福岡県福岡市東区香椎浜３丁目１２‐１ 092-673-6264

モバイラーズステーションイオンモール香椎浜 福岡県福岡市東区香椎浜３丁目１２－１　イオンモール香椎浜２Ｆ 092-663-8602

アプライド南福岡店 福岡県福岡市南区折立町５‐２２ 092-915-1000

ホワイトストア　若久通り 福岡県福岡市南区中尾３丁目４７‐５ 092-512-7728

スマートコレクション福岡吉塚駅前店 福岡県福岡市博多区吉塚本町１３－２１ゲオ福岡吉塚駅前店内 092-645-1381

Ｂ博多南店（ベスト電器） 福岡県福岡市博多区東那珂２丁目３１‐１ 092-436-8639

テックランド博多本店 福岡県福岡市博多区東比恵３丁目３３‐１６ 092-432-4500

スマートコレクション福岡博多口店 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目２５番２４号 092-412-1031

ソフトバンクステージアプライド博多 福岡県福岡市博多区豊２丁目３‐１０ 092-481-7800

Ｂ福間店（ベスト電器） 福岡県福津市手光南１丁目９‐１２ 0940-34-3411

テックランド福間駅前店 福岡県福津市日蒔野１‐２‐９ 0940-36-9157

イオン九州株式会社　イオン戸畑店 福岡県北九州市戸畑区汐井町２‐２ 093-873-7075

Ｂ戸畑店（ベスト電器） 福岡県北九州市戸畑区初音町１０‐２０ 093-882-6904

イオン九州株式会社　イオン若松店 福岡県北九州市若松区二島１丁目３番 093-772-1674

テックランド北九州小倉店 福岡県北九州市小倉南区葛原１丁目１‐３０ 093-474-8111

ソフトバンクステージベスト電器小倉南 福岡県北九州市小倉南区葛原東２丁目１－１ 093-474-2200

コジマ×ビックカメラ小倉店 福岡県北九州市小倉南区上葛原２丁目１８番１号 093-923-7007

アプライド小倉店 福岡県北九州市小倉北区香春口１丁目７‐４ 093-932-6500

Ｃ　ｓｍａｒｔリバーウォーク北九州店 福岡県北九州市小倉北区室町１丁目１‐１　リバーウォーク北九州１Ｆ 093-583-0305

テックランド小倉本店 福岡県北九州市小倉北区室町３丁目２‐２５ 093-563-5770

ソフトバンクステージベスト電器小倉本店 福岡県北九州市小倉北区浅野２丁目１４‐３　ラフォーレ小倉原宿Ｐａｒｔ２ 093-551-1081

アプライド黒崎店 福岡県北九州市八幡西区熊西１丁目４‐１ 093-631-1500

株式会社  モバイルスポット  モバイルステーション黒崎店（ＭＭ店舗用）福岡県北九州市八幡西区桜ケ丘町１‐３　ドンキホーテ黒崎店内 093-616-9491

テックランド八幡西店 福岡県北九州市八幡西区上上津役３丁目２３－１ 093-616-0385

ＢＢＮｅｗ折尾店（ベスト電器） 福岡県北九州市八幡西区大浦２丁目４‐１０ 093-691-1808

テックランド北九州八幡店 福岡県北九州市八幡西区中須２丁目７‐２３ 093-693-2811

ＢＢ八幡西店（ベスト電器） 福岡県北九州市八幡西区八枝３丁目１‐２０ 093-695-2330

株式会社ミスターマックス　本城店 福岡県北九州市八幡西区本城５丁目１番１号 093-692-5500

コジマ×ビックカメラ八幡店 福岡県北九州市八幡東区東田１丁目７‐２１ 093-663-6622

ソフトバンクステージベスト電器ＢＢ八幡本店 福岡県北九州市八幡東区東田２丁目１‐１５ 093-661-1001



ソフトバンクステージイオン八幡東店 福岡県北九州市八幡東区東田３丁目２‐１０２ 093-663-8194

テックランド門司店 福岡県北九州市門司区大里本町３丁目１０‐４０ 093-382-3866

ケーズデンキ柳川店 福岡県柳川市三橋町蒲船津３２５ 0944-77-7200

佐賀県 九州テックランド伊万里店 佐賀県伊万里市東山代町長浜２１４３‐１ 0955-25-9520

ソフトバンクステージイオン佐賀大和 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺３５３５ 0952-64-8724

ソフトバンクステージベスト電器佐賀本店 佐賀県佐賀市兵庫町兵庫北土地区画整理地内２２街区ゆめタウン内 0952-36-8200

テックランド佐賀本店 佐賀県佐賀市兵庫南４丁目１‐７ 0952-27-0311

ゆめタウン佐賀　ユメステーション 佐賀県佐賀市兵庫北土地区画整理地内２２街区 0952-36-8404

テックランド佐賀南部バイパス店 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄２５３‐３ 0952-27-8666

ＢＢ鹿島店（ベスト電器） 佐賀県鹿島市大字高津原字四本松５０２０ 0954-63-1006

テックランド鳥栖店 佐賀県鳥栖市本鳥栖町５３７‐１　フレスポ鳥栖２Ｆ 0942-87-8700

イオン九州株式会社　イオン唐津店 佐賀県唐津市鏡字立神４６７１番 0955-70-6229

テックランド唐津店 佐賀県唐津市和多田西山７‐３ 0955-79-7110

Ｂ武雄店（ベスト電器） 佐賀県武雄市武雄町大字武雄４９９２ 0954-22-3181

長崎県 ソフトバンクステージイオン大塔店 長崎県佐世保市大塔町１４‐２ 0956-33-2660

Ｂ佐世保本店（ベスト電器） 長崎県佐世保市大塔町１８５７‐２ 0956-33-1627

イオン九州株式会社　イオン佐世保店 長崎県佐世保市島瀬町１０‐９ 0956-42-5722

テックランド佐世保本店 長崎県佐世保市藤原町２２‐１８ 0956-20-1161

Ｂ時津店（ベスト電器） 長崎県西彼杵郡時津町浦郷蔵本５４７ 095-881-7177

イオン九州株式会社　イオン時津店 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷７５１‐５ 095-886-8092

テックランド時津店 長崎県西彼杵郡時津町野田郷３２‐１ 095-886-8811

ＭＦ対馬厳原（取扱店） 長崎県対馬市厳原町宮谷７７ 092-052-2173

イオン九州株式会社　イオン大村店 長崎県大村市幸町２５‐２００ 0957-54-7536

テックランド大村店 長崎県大村市幸町２５‐２２４ 0957-48-7272

ＢＢＮｅｗ南長崎店（ベスト電器） 長崎県長崎市磯道町３７‐５ 095-878-2333

株式会社ミスターマックス　長崎店 長崎県長崎市岩見町５２５番１ 095-818-1110

Ｂ長崎夢彩都店（ベスト電器） 長崎県長崎市元船町１０‐１夢彩都３階 095-832-6500

テックランド長崎本店 長崎県長崎市三芳町２番地１号 095-841-9055

イオン九州株式会社　イオン東長崎店 長崎県長崎市田中町１０２７‐８ 095-813-3177

Ｂ長崎本店（ベスト電器） 長崎県長崎市浜町３‐１７ 095-821-0692

九州テックランド島原店 長崎県島原市前浜町丙１０９番地１ 0957-65-0601

Ｂ多良見店（ベスト電器） 長崎県諫早市多良見町市布１２１７‐１４ 0957-27-2170

テックランド諫早店 長崎県諫早市仲沖町２７９‐１ 0957-46-3021

熊本県 ゆめタウン光の森　ユメステーション 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目３３‐１ 096-213-5171

ソフトバンクステージベスト電器光の森 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目４７‐３ 096-233-0777

イオン九州株式会社　イオン菊陽店 熊本県菊池郡菊陽町大字津久礼２４７２ 096-340-2280

ケーズデンキ菊陽店 熊本県菊池郡菊陽町大字津久礼６６番１ 096-232-5020

イオン九州株式会社　イオン大津店 熊本県菊池郡大津町大字室１３７ 096-340-3588

イオン九州株式会社　イオン錦店 熊本県球磨郡錦町大字西打越　７１５‐１ 0966-28-6010

ＢＢ玉名店（ベスト電器） 熊本県玉名市築地字大坪１７８ 0968-73-5743

九州テックランド玉名店 熊本県玉名市中１０６１番 0968-57-8190

テックランドＮｅｗ熊本春日本店 熊本県熊本市西区春日７丁目２５‐３０ 096-355-8666

ケーズデンキ熊本十禅寺店 熊本県熊本市中央区十禅寺町字瀬出３１５‐１ 096-371-3055

ソフトバンクステージベスト電器熊本本店 熊本県熊本市中央区新市街１０‐４ 096-352-0050

テックランド熊本本店 熊本県熊本市中央区帯山７丁目１１‐１０ 096-340-0330

ソフトバンクステージケーズデンキ熊本中央 熊本県熊本市中央区大江３丁目２番２０号 096-366-0511

ゆめタウンサンピアン　ユメステーション 熊本県熊本市東区上南部２丁目２番２号 096-292-8565

ＢＢ東バイパス店（ベスト電器） 熊本県熊本市東区西原３丁目１‐３０ 096-385-0221

アプライド　熊本店 熊本県熊本市東区西原３丁目１‐７ 096-384-0901

株式会社ミスターマックス　熊本南店 熊本県熊本市南区十禅寺３丁目４‐１４ 096-311-2555

ソフトバンクステージベスト電器はません店 熊本県熊本市南区田井島１丁目２‐２ 096-370-5222

ＢＢ北熊本店（ベスト電器） 熊本県熊本市北区室園町１‐１ 096-344-4161

ケーズデンキ荒尾店 熊本県荒尾市原万田６６２番１ 0968-63-1651

九州テックランド山鹿店 熊本県山鹿市方保田字堤の下３１４８番２８ 0968-32-1001

ソフトバンクステージイオン熊本店 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２ 096-235-6711

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ御船 熊本県上益城郡御船町大字辺田見３４５ 096-281-7666

九州テックランド人吉店 熊本県人吉市下林町字下川２１０１番 0966-22-8110

Ｂ水俣店（ベスト電器） 熊本県水俣市大黒町２丁目３番１８号 0966-63-3911

ＢＢＮｅｗ八代店（ベスト電器） 熊本県八代市旭中央通４‐３ 0965-32-9111

イオン九州株式会社　イオン八代店 熊本県八代市沖町６番割３９８７‐３ 0965-39-3517

テックランド八代店 熊本県八代市建馬町４‐１３ 0965-39-3325

九州テックランド八代インター店 熊本県八代市西片町１８９４‐１ 0965-43-7700

大分県 九州テックランド宇佐店 大分県宇佐市大字辛島１９５－２ 0978-25-6647

株式会社ミスターマックス　宇佐店 大分県宇佐市大字法鏡寺５００ 0978-34-9770

九州テックランド臼杵店 大分県臼杵市大字市浜１２４１‐３ 0972-83-5388

九州テックランド杵築店 大分県杵築市大字杵築北浜６６５‐８７３ 0978-68-8858

ＢＢＮｅｗ佐伯店（ベスト電器） 大分県佐伯市鶴岡西町２丁目１３９ 0972-22-7171

ケーズデンキ日出店 大分県速見郡日出町３２４４番２号 0977-28-0377

ケーズデンキ春日浦店 大分県大分市王子北町３番５５号 097-540-5353

アプライド　大分店 大分県大分市顕徳町３丁目３‐６ 097-533-9700

ソフトバンクステージイオンパークプレイス大分店 大分県大分市公園通り西２丁目１ 097-520-7804

ソフトバンクステージ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西２丁目２番 097-528-7566

テックランド大分本店 大分県大分市大字下郡北下郡１１‐５Ａ 097-554-3160

テックランド大分皆春店 大分県大分市大字皆春１５０３ 097-524-0660

ソフトバンクステージベスト電器ＢＢ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 097-567-2222

ケーズデンキわさだタウン店 大分県大分市大字玉沢７５５‐１ 097-586-1107

東九州テックランド大分わさだ本店 大分県大分市大字市１２０６ 097-588-8886

ＢＢ高城店（ベスト電器） 大分県大分市仲西町１丁目１１番３号 097-551-3800

九州テックランド三光店 大分県中津市三光佐知１０１１ 0979-27-7855

イオン九州株式会社　イオン三光店 大分県中津市三光佐知１０３２ 0979-26-8304

九州テックランド中津店 大分県中津市大字大新田字４番通１７４番地１ 0979-85-0717

ＢＢ日田店（ベスト電器） 大分県日田市大字十二町浄明寺１‐１ 0973-23-8131

テックランド日田店 大分県日田市大字友田１０２３‐１ 0973-28-5161

テックランド別府駅前店 大分県別府市駅前本町４‐２０ 0977-73-4748

ＢＮｅｗ別府店（ベスト電器） 大分県別府市北中７‐２ 0977-27-9200

宮崎県 ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡえびの 宮崎県えびの市大字大明司字脇ノ下１１８０‐２ 0984-25-3555

イオン九州株式会社　イオン延岡店 宮崎県延岡市旭町２丁目２‐１ 0982-23-1734

ＢＢ延岡店（ベスト電器） 宮崎県延岡市浜町４８２７‐１ 0982-22-7722

テックランド延岡店 宮崎県延岡市平原町５丁目１４９２－８ 0982-20-0220



テックランドＮｅｗ宮崎花ヶ島本店 宮崎県宮崎市花ケ島町瀬々町２６００ 0985-61-8033

アプライド宮崎店 宮崎県宮崎市橘通西５丁目６‐６５ 0985-23-0008

イオン九州株式会社　イオン宮崎店 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２‐１ 0985-60-8278

テックランド新宮崎本店ＰＣ館Ａ 宮崎県宮崎市新別府町城元２５１ 0985-35-8572

テックランド新宮崎本店家電館 宮崎県宮崎市新別府町土田１６７ 0985-35-8560

テックランド恒久店 宮崎県宮崎市大字恒久７２５ 0985-77-5800

テックランド小林店 宮崎県小林市堤２９８５番地１ 0984-21-0655

ＢＢ都城店（ベスト電器） 宮崎県都城市栄町４６７２番地５他　イオンモールミエル都城駅前店２階 0986-25-8155

テックランド新都城店 宮崎県都城市吉尾町１‐１ 0986-46-7431

センコー 宮崎県都城市志比田町４６１９－１ 0986-22-3445

ソフトバンクステージイオン都城 宮崎県都城市早鈴町１９９０ 0986-46-2260

テックランド日向店 宮崎県日向市大字財光寺１８６‐６ 0982-56-0606

ＢＢＮｅｗ日南店（ベスト電器） 宮崎県日南市瀬貝２丁目２‐３１ 0987-23-7100

鹿児島県 ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ阿久根 鹿児島県阿久根市赤瀬川１２３１‐１ 0996-79-3200

九州テックランド姶良店 鹿児島県姶良市東餅田３６５ 0995-67-6767

九州テックランド伊佐店 鹿児島県伊佐市大口鳥巣字西中水流１２４２‐３ 0995-29-5550

九州テックランド奄美店 鹿児島県奄美市名瀬大字大熊字鳩浜１３２０‐１ 0997-54-7855

九州テックランド薩摩川内店 鹿児島県薩摩川内市山之口町４５１５‐１ 0996-22-7707

テックランド指宿店 鹿児島県指宿市東方８２９３番 0993-26-3223

テックランド鹿屋店 鹿児島県鹿屋市札元２丁目３６５６‐１ 0994-42-7231

株式会社Ｍｉｓｕｍｉ 鹿児島県鹿児島市宇宿２丁目３‐５ 099-284-1717

モバイット谷山店 鹿児島県鹿児島市卸本町５－３５　ニシムタＮ’ｓＣＩＴＹ谷山店 099-203-0904

テックランド鹿児島北店 鹿児島県鹿児島市原良町３００‐３１ 099-813-0636

アプライド鹿児島店 鹿児島県鹿児島市上之園町３３‐２ 099-257-8588

テックランド鹿児島本店 鹿児島県鹿児島市新栄町１３‐８ 099-286-1220

九州テックランド谷山店 鹿児島県鹿児島市中山２丁目１‐３ 099-266-5780

ソフトバンクステージケーズデンキ鹿児島本店 鹿児島県鹿児島市東開町４番地１２ 099-263-5113

ソフトバンクステージイオン鹿児島店 鹿児島県鹿児島市東開町７ 099-263-1807

ケーズデンキ出水店 鹿児島県出水市黄金町５２３ 0996-63-7037

九州テックランド出水店 鹿児島県出水市六月田町３８９ 0996-64-8100

九州テックランド種子島店 鹿児島県西之表市西之表字大園１４４０４‐１２ 0997-28-3201

テックランド曽於末吉店 鹿児島県曽於市末吉町岩崎５５０６‐３ 0986-28-1222

九州テックランド加世田店 鹿児島県南さつま市加世田村原４丁目１番１１ 0993-52-2937

九州テックランド伊集院店 鹿児島県日置市伊集院町郡１１９１‐１ 099-248-9330

九州テックランド枕崎店 鹿児島県枕崎市中央町２４５番地 0993-78-3881

テックランド国分店 鹿児島県霧島市国分中央５丁目２０‐６２ 0995-48-6023

九州テックランド霧島店 鹿児島県霧島市国分野口西２番３０号 0995-46-9880

ケーズデンキ霧島店 鹿児島県霧島市隼人町真孝４８９‐１ 0995-64-2113

沖縄県 テックランド具志川店 沖縄県うるま市字前原１６７‐１‐１ 098-982-6000

Ｂイオン具志川店（ベスト電器） 沖縄県うるま市字前原幸崎原３０３ 098-983-6700

テックランド浦添店 沖縄県浦添市字港川２４１‐３ 098-870-1106

ＢＢ西原インター店（ベスト電器） 沖縄県浦添市当山２丁目２‐３ 098-870-1110

ＫＳショップ　さんばし通り 沖縄県石垣市字大川４５ 0980-83-8139

Ｂイオン北谷店（ベスト電器） 沖縄県中頭郡北谷町字美浜８‐３　イオン北谷店２階 098-936-9266

Ｂイオン南風原店（ベスト電器） 沖縄県島尻郡南風原町字宮平２６４ 098-940-6500 S

テックランド那覇本店 沖縄県那覇市おもろまち２丁目５‐３３ 098-851-5040

Ｂイオン那覇店（ベスト電器） 沖縄県那覇市金城５丁目１０‐２‐３Ｆ 098-859-7711

コジマ×ビックカメラ那覇店 沖縄県那覇市字安謝６６４‐５ 098-941-3001

ＢＢ天久店（ベスト電器） 沖縄県那覇市天久１丁目１‐１ 098-941-2811

テックランド豊見城店 沖縄県豊見城市字豊崎１‐８６８ 098-840-5950

テックランド名護店 沖縄県名護市宮里７丁目２４番１号 0980-43-5313


