
店名 地址 中文店名 地址

名古屋本店 名古屋市中村区名駅南２丁目４番２２号 愛電王名古屋總店 愛知縣名古屋市中村區名站南2-4-22

豊田本店 愛知県豊田市三軒町８丁目５５番地 愛電王豐田總店 愛知縣豐田市三軒町8丁目55番地

豊川店 愛知県豊川市正岡町西深田３４５－１ 愛電王豐川店 愛知縣豐川市正岡町西深田345-1

小田井モゾワンダーシティ店 愛知県名古屋市西区二方町４７番地 愛電王小田井MOZO WONDERCITY購物廣場店 愛知縣名古屋市西區二方町47番地

イオンモール鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２ 愛電王永旺夢樂城鈴鹿購物廣場店 三重縣鈴鹿市庄野羽山4-1-2

伊勢店 三重県伊勢市上地町2680-1 愛電王伊勢店 三重縣伊勢市上地町2680-1

志摩店 三重県志摩市阿児町鵜方金谷2971-1 愛電王志摩店 三重縣志摩市阿兒町鵜方金谷2971-1

岡崎本店 愛知県岡崎市上六名町字宮前１番地 愛電王岡崎總店 愛知縣岡崎市上六名町字宮前1番地

サントムーン柿田川店 静岡県駿東郡清水町伏見字泉頭５８－１ 愛電王SUNTOMOON柿田川購物廣場店 靜岡縣駿東郡清水町伏見字泉頭58-1

新菊川店 静岡県菊川市堀之内507-1 愛電王新菊川店 靜岡縣菊川市堀之內507番1遠鐵菊川購物中心內

高山店 岐阜県高山市上岡本町７－９３－１ 愛電王高山店 岐阜縣高山市上岡本町7-93-1

AKIBA 東京都千代田区外神田１－２－９ 愛電王秋葉原AKIBA店 東京都千代田區外神田1-2-9

ららぽーと新三郷店 埼玉県三郷市新三郷ららシティー３丁目１－１ 愛電王啦啦寶都新三鄉購物廣場店 埼玉縣三鄉市新三鄉LALACITY3丁目1-1

横浜店 神奈川県横浜市中区曙町三丁目39番1号 愛電王橫濱店 橫濱市中區曙町3-39-1

熱海店 静岡県熱海市中央町19-39　マックスバリュー3Ｆ 愛電王熱海店 靜岡縣熱海市中央町19-39 MAXVALU熱海店3樓

姫路店 兵庫県姫路市飾磨区今在家1416-1 愛電王姬路店 兵庫縣姬路市飾磨區今在家1416-1

姫路駅前店 兵庫県姫路市駅前町60 愛電王姬路站前店 兵庫縣姬路市站前町60

西宮店 兵庫県西宮市芦原町9-23 愛電王西宮店 兵庫縣西宮市蘆原町9-23

御影店 兵庫県神戸市東灘区御影本町4-2-1 愛電王御影店 兵庫縣神戶市東灘區御影本町4-2-1

ミ・ナーラ店 奈良県奈良市二条大路南1－3－1　4階 愛電王Mi Nara店 奈良縣奈良市二條大路南1-3-1 4樓

ＪＲ尼崎駅店 兵庫県尼崎市潮江1-1-50 愛電王JR尼崎站店 兵庫縣尼崎市潮江1-1-50

くずはモール店 大阪府枚方市楠葉花園町１０－８５ 愛電王樟葉購物廣場店 大阪府枚方市楠葉花園町10-85

近鉄上本町店
大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55
近鉄百貨店　上本町店5階

愛電王近鐵上本町店
大阪府大阪市天王寺區上本町6-1-55

近鐵百貨店上本町店5樓

ららぽーと和泉店 大阪府和泉市あゆみ野４－４－７ららぽーと和泉３Ｆ 愛電王啦啦宝都和泉店 大阪府和泉市步野4-4-7  啦啦宝都和泉3楼

近鉄あべのハルカス店
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　あべのハル
カス近鉄本店ウイング館3.5F

愛電王近鐵百貨海闊天空店
大阪府大阪市阿倍野區阿倍野筋1-1-43

近鐵百貨海闊天空總店翼館3.5F

天満橋店 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1 愛電王天滿橋店 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1

京橋店 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目9-10 愛電王京橋店 大阪府大阪市城東區蒲生1丁目9-10

寺町店 京都府京都市下京区寺町通四条下ル貞安前之町589 愛電王寺町店 京都府京都市下京區寺町通四條下貞安前之町589

円町店 京都府京都市中京区西ノ京西円町55-1 愛電王圓町店 京都府京都市中京區西之京西圓町55-1

北大路ビブレ店
京都府京都市北区小山北上総町４９－１
北大路ビブレ4階

愛電王北大路VIVRE店
京都府京都市北區小山北上總町49-1

北大路VIVRE 4樓
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もりのみや店 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-1-30 愛電王森之宮店 大阪府大阪市中央區森之宮中央2丁目1-30

堺店 大阪府堺市堺区戎島町3-22-1 愛電王堺店 大阪府堺市堺區戎島町3-22-1

ららぽーとEXPOCITY店
吹田市千里万博公園２－１
ららぽーとEXPOCITY　３階

愛電王啦啦寶都EXPOCITY店
吹田市千里萬博公園2-1

啦啦寶都EXPOCITY 3樓

泉佐野店 大阪府泉佐野市下瓦屋2-2-77 愛電王泉佐野店 大阪府泉佐野市下瓦屋2-2-77

イオンモール神戸北店
兵庫県神戸市北区上津台8-1-1
イオンモール神戸北1F

愛電王永旺夢樂城神戶北店
兵庫縣神戶市北區上津台8-1-1

永旺夢樂城神戶北1F

道頓堀店
大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目4番27号
道頓堀ベニスビル１ 2F

愛電王道頓堀店
大阪府大阪市中央區道頓堀1丁目4番27號

道頓堀威尼斯大廈1號2樓

心斎橋店 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2－8－4 愛電王心齋橋店 大阪府大阪市中央區心齋橋筋2-8-4

ユニバーサル・シティウォーク
大阪TM店

大阪府大阪市此花区島屋6丁目2-61
ユニバーサル・シティウォーク大阪™ 4F

愛電王環球影城之城市漫步大阪™店
大阪府大阪市此花區島屋6丁目2-61

環球影城之城市漫步大阪™4樓

広島本店　新館 広島県広島市中区紙屋町２－１－１８ 愛電王廣島總店新館 廣島縣広島市中区紙屋町２－１－１８

蔦屋家電
広島県広島市南区松原町3-1-1
EKICITY　HIROSIMA

愛電王蔦屋家電
廣島縣廣島市南區松原町3-1-1

EKICITY HIROSHIMA

八木店 広島県広島市安佐南区八木２－１６－１０ 愛電王八木店 廣島縣廣島市安佐南區八木2-16-10

廿日市店 広島県廿日市市新宮１－９－３４ 愛電王廿日市店 廣島縣廿日市市新宮1-9-34

アルパーク南店 広島県広島市西区商工センター二丁目５番１号 愛電王ALPARK購物廣場南店 廣島縣廣島市西區商工中心二丁目5番1號

呉本店 広島県呉市西中央４－１－４８ 愛電王吳總店 廣島縣吳市西中央4-1-48

海田店 広島県安芸郡海田町南つくも町１３－１８ 愛電王海田店 廣島縣安芸郡海田町南TSUKUMO町13-18

岩国店 山口県岩国市麻里布町７－９－４０ 愛電王岩國店 山口縣岩國市麻里布町7-9-40

宇品店 広島県広島市南区宇品西２－１６－５１ 愛電王宇品店 廣島縣廣島市南區宇品西2-16-51

東広島本店 広島県東広島市西条御薗宇４５９８番地１ 愛電王東廣島總店 廣島縣東廣島市西條町御薗宇4598番地1

松山本店 愛媛県松山市宮西１－３－１ 愛電王松山總店 愛媛縣松山市宮西1丁目3-1

福山本店 広島県福山市入船町1-8-15 愛電王福山總店 廣島縣福山市入船町1-8-15

米子店 鳥取県米子市米原５－６－３１ 愛電王米子店 鳥取縣米子市米原5-6-31

出雲店 島根県出雲市渡橋町７９６－１ 愛電王出雲店 島根縣出雲市渡橋町796-1

新鳥取本店 鳥取県鳥取市安長７１－１ 愛電王新鳥取總店 鳥取縣鳥取市安長71-1

下関店 山口県下関市竹崎町４－７－１ 愛電王下關店 山口縣下關市竹崎町4-7-1

倉敷本店 岡山県倉敷市笹沖１２０９－１ 愛電王倉敷總店 岡山縣倉敷市笹沖1209-1

東川原店 岡山県岡山市中区東川原２１５－１ 愛電王東川原店 岡山縣岡山市中區東川原215-1

下中野店 岡山県岡山市北区下中野五ノ坪４４１ 愛電王下中野店 岡山縣岡山市北區下中野五之坪441

エミフルMASAKI店 愛媛県伊予郡松前町筒井８５０番地 愛電王EMIFULL MASAKI店 愛媛縣伊予郡松前町筒井850番地

ゆめタウン高松店 香川県高松市上天神町字高田３６２－１ 愛電王YOUME TOWN高松購物廣場店 香川縣高松市上天神町字高田362-1

八幡黒崎店 福岡県北九州市八幡西区東曲里町2-16 愛電王八幡黑崎店 福岡縣北九州市八幡西區東曲里町2-16
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アウトレット香椎浜店 福岡県福岡市東区香椎浜２－８－３０ 愛電王OUTLET香椎濱店 福岡縣福岡市東區香椎濱2-8-30

甘木店 福岡県朝倉市甘木330-1 愛電王甘木店 福岡縣朝倉市甘木330-1

熊本本店 熊本県熊本市東区御領３丁目１８－１ 愛電王熊本總店 熊本縣熊本市東區御領3丁目18-1

サンリブシティくまなん店 熊本県熊本市中央区平成３－２０－１ 愛電王SUNLIVECITY熊本南購物廣場店 熊本縣熊本市中央區平成3-20-1

イオンモール熊本店
熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232
イオンモール熊本２Ｆ

愛電王永旺夢樂城熊本店
熊本縣上益城郡嘉島町大字上島字長池2232

永旺夢樂城熊本２Ｆ

長崎本店 長崎県長崎市浜町２－３２ 愛電王長崎總店 長崎市濱町2-32

アウトレット香椎浜店 福岡県福岡市東区香椎浜２－８－３０ 愛電王OUTLET香椎濱店 福岡縣福岡市東區香椎濱2-8-30

イオンモール福岡店
 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1
イオンモール福岡2F

愛電王永旺夢樂城福岡店
福岡縣糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1

永旺夢樂城福岡2F

別府店 大分県別府市秋葉町７－２４ 愛電王別府店 大分縣別府市秋葉町7-24 Century Heights日名子

鹿児島本店 鹿児島県鹿児島市加治屋町1-5 愛電王鹿兒島總店 鹿兒島縣鹿兒島市加治屋町1-5

鹿児島南店 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目2-18 愛電王鹿兒島南店 鹿兒島縣鹿兒島市宇宿2丁目2-18

那覇メインプレイス 沖縄県那覇市おもろまち４－４－９ 愛電王那霸MAIN PLACE店 沖繩縣那霸市OMOROMACHI4-4-9

大山シティ 沖縄県宜野湾市大山７-１-２ 愛電王大山CITY店 沖繩縣宜野灣市大山7-1-2

為又シティ 沖縄県名護市為又９０４－５ 愛電王為又CITY店 沖繩縣名護市為又904-5

しおざきシティ 沖縄県糸満市潮崎町２－２ 愛電王潮崎CITY店 沖繩縣絲滿市潮崎町2-2

具志川メインシティ 沖縄県うるま市江洲４５０－１ 愛電王具志川MAIN CITY店 沖繩縣URUMA市江洲450-1

石垣シティ 沖縄県石垣市真栄里327番地 愛電王石垣CITY店 沖繩縣石垣市真榮里327番地


