千葉県

常設会場一覧（2020年12月）

会場名

住所

電話番号

ケーズデンキ

ハーバーシティ蘇我店

千葉市中央区川崎町1-16

043-209-2730

ヤマダデンキ

テックランドNew蘇我店

千葉市中央区川崎町55-3

043-239-2011

千葉市中央区富士見2-3-1

043-224-1010

ヨドバシカメラ

千葉店

ヤマダデンキ

家電住まいる館YAMADA幕張店

千葉市花見川区幕張町2-7701

043-351-8211

ケーズデンキ

オーツーパーク稲毛店

千葉市稲毛区園生町380-1

043-206-9011

コジマ×ビックカメラ

ワンズモール稲毛店

千葉市稲毛区長沼町330-50

ワンズモ－ル2階

043-257-5522
043-421-2471

ノジマ フレスポ稲毛店

千葉市稲毛区長沼原町731-17

ヤマダデンキ

家電住まいる館YAMADA千葉本店

千葉市若葉区貝塚町1087-1

043-235-6161

ケーズデンキ

おゆみ野店

千葉市緑区おゆみ野中央9-19

043-300-5005

ヤマダデンキ

テックランドおゆみ野店

千葉市緑区おゆみ野南5-37-1

043-293-8500

フレスポ稲毛イーストモール1F

ノジマ

イオンモール幕張新都心店

千葉市美浜区豊砂1-6 イオンモール幕張新都心アクティブモール2Ｆ

043-350-3701

ノジマ

イオンスタイル検見川浜店

千葉市美浜区真砂4-2-6

043-278-3431

ケーズデンキ
ノジマ

銚子店

銚子市三崎町2-2588-1

イオン銚子店

銚子市三崎町2-2660-1

ジョーシン

市川大野店

ケーズデンキ
ノジマ

市川インター店

市川店

イオンスタイル検見川浜3階

0479-24-7811
イオンモール銚子2F

0479-30-3211

市川市大野町1-19-1

047-303-6811

市川市田尻1-6-5

047-300-8660

市川市原木2526-6 コ－ナン市川モール内

047-329-6901

ヤマダデンキ

テックランド南行徳店

市川市南行徳3-4-1

047-701-2222

ヤマダデンキ

テックランドNew市川本八幡店

市川市八幡3-3-3

047-316-0271

ヤマダデンキ

テックランド船橋本店

船橋市北本町2-58-5

047-460-5015

ケーズデンキ

船橋夏見台店

船橋市夏見台4-5-20

047-404-1360

習志野店

船橋市習志野4-5-5

047-477-7700

YAMADA web.com 船橋店

船橋市習志野5-2-12

047-403-7151

コジマ×ビックカメラ
ヤマダデンキ
ノジマ

ゆめまち習志野台モール店

船橋市習志野台8-58-1 ゆめまち習志野台モール2F

047-456-4101

ノジマ

ビビット南船橋店

船橋市浜町2-2-7

ビビット3F

047-410-1011

らぽーとTOKYO-BAY南館3階

047-410-5200

コジマ×ビックカメラ

ららぽーとTOKYO-BAY店

船橋市浜町2-1-1

コジマ×ビックカメラ

船橋

船橋市二和東3-7-24

047-448-4881

船橋市本町1-3-1

047-460-1111

ビックカメラ

船橋駅店

船橋フェイスビル Face2階・4階

※休館等により体験いただけない場合があります。
また、説明員がいない場合や、8Kテレビの展示が一時的に無い場合があります。
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住所

ビックカメラ
ジョーシン

船橋東武店
船橋イオンモール店

コジマ×ビックカメラ

新船橋店

電話番号

船橋市本町7-1-1

東武百貨店

船橋店2～3階

船橋市山手1-1-8

イオンモ－ル船橋2F

047-421-1111
047-434-6311

船橋市山手3-7-1

047-420-0611

ケーズデンキ

館山店

館山市北条506-1

0470-23-7681

ヤマダデンキ

テックランド館山店

館山市八幡字小松原697-1

0470-20-1711

ヤマダデンキ

家電住まいる館YAMADA木更津請西本店 木更津市請西南2-27-1

0438-38-2021

ノジマ イオンモール木更津店

木更津市築地1-4

ケーズデンキ

木更津店

木更津市ほたる野4-3-3

0438-97-8781

ケーズデンキ

木更津金田店

木更津市金田東2-14-1-2

0438-41-7911

ケーズデンキ

松戸八柱店

松戸市河原塚316-4

047-701-5200

ヤマダデンキ

テックランド西友常盤平店

松戸市常盤平3-11-1

西友常盤平店3F

ノジマ テラスモール松戸

松戸市八ケ崎2-8-1

テラスモール松戸

ジョーシン

松戸市八ケ崎8-35-17

047-348-8511

ノジマ 松戸駅前店

松戸市松戸1307-1

047-703-5701

ヤマダデンキ

松戸市松戸2289-3

047-703-0031

松戸市緑ケ丘1-121-2

047-303-2525

松戸店

家電住まいる館YAMADA松戸本店

コジマ×ビックカメラ

松戸店

イオンモール木更津1F

0438-30-6971

047-375-8100
3F

047-309-3651

きてみてまつど5階

ケーズデンキ

野田さくらの里店

野田市桜の里2-3-2

04-7120-1251

ケーズデンキ

野田泉店

野田市泉1-4-1

04-7129-9161

ケーズデンキ

茂原本店

茂原市小林1606-10

0475-20-5580

ヤマダデンキ

テックランド茂原店

茂原市高師1666

0475-47-3811

ノジマ イオンタウン成田富里店

成田市東町133

ヤマダデンキ

家電住まいる館YAMADA成田店

成田市ウイング土屋156-3

0476-33-7721

ケーズデンキ

成田本店

成田市ウイング土屋177

0476-20-2066

ノジマ ユアエルム成田店

成田市公津の杜4-5-3

ユアエルム成田3F

0476-29-6831

ノジマ イオンタウンユーカリが丘

佐倉市西ユーカリが丘6-12-3

イオンタウンユーカリが丘東街区

ケーズデンキ

東金店

東金市押堀42

0475-55-2411

ケーズデンキ

旭店

旭市ニ字大正238-1

0479-64-0131

ケーズデンキ

新習志野店

習志野市茜浜2-5-1

047-408-0141

ノジマ

津田沼店

ヤマダデンキ

習志野市津田沼1-10-30

LABI津田沼

コジマ×ビックカメラ

イオンタウン成田富里1F

柏店

イトーヨーカドー6F

0476-20-3521

3階

043-460-3171

047-455-7331

習志野市谷津1-16-1

047-470-0211

柏市大山台1-10

04-7137-1200

ヤマダデンキ

家電住まいる館YAMADA柏店

柏市大山台1-22

04-7135-7110

ヤマダデンキ

テックランド柏沼南店

柏市風早1-1-1

04-7190-1156

ビックカメラ

柏店

柏市柏1-1-20

ケーズデンキ

柏中央店

柏市十余二276-60

スカイプラザ柏

※休館等により体験いただけない場合があります。
また、説明員がいない場合や、8Kテレビの展示が一時的に無い場合があります。
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04-7140-1321
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住所

エディオン

柏店

電話番号

柏市中原1-23-2

04-7160-7200

ノジマ イオンモール柏店

柏市豊町2-5−25

ノジマ ららぽーと柏の葉

柏市若柴178-4

ノジマ

市原市ちはら台西3-4

ユニモちはら台店

本澤電気商会

イオンモール柏3階

柏の葉キャンパス148街区2

ショップ＆オフィス

04-7146-7901

ららぽーと柏の葉北館

１F

ユニモちはら台2F

04-7137-6701
0436-76-0100

市原市東国分寺台2-8-16

0436-21-3403

ケーズデンキ

市原五井店

市原市更級4-1-1

0436-26-2210

ヤマダデンキ

テックランド流山店

流山市大字木356の2

04-7199-3691

ケーズデンキ

流山店

流山市流山6-655-3

04-7178-7151

ノジマ

流山おおたかの森Ｓ・Ｃ

流山市おおたかの森南1-5-1 流山おおたかの森S･C

ノジマ

八千代台

八千代市八千代台東1-1-10

ANNEX

ユアエルム八千代台

2F

04-7156-3001

3Ｆ

047-486-1191

ヤマダデンキ

テックランド八千代店

八千代市村上南4-3-1

047-405-3201

ケーズデンキ

我孫子店

我孫子市寿町2-24-21

04-7185-8500

ケーズデンキ

鴨川店

鴨川市八色字関田854-1

0470-93-7581

ヤマダデンキ

テックランドイオン鎌ヶ谷店

鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-7-1

ノジマ

鎌ケ谷店

ケーズデンキ
ノジマ

君津店

ニューコースト新浦安店

ジョーシン

アウトレット浦安店

イオン鎌ヶ谷店1F

鎌ケ谷市東道野辺5-16-38

ヨークタウン2F

君津市中野4-11-7
浦安市明海4-1-1

047-402-2691
047-441-7481
0439-50-0274

NEW COAST SHIN-URAYASU 3階

047-306-3401

浦安市猫実1-21-32

047-353-3461

ケーズデンキ

東京ベイサイド新浦安

浦安市日の出4-1-8

047-390-6720

ケーズデンキ

四街道店

四街道市もねの里6-1-20

043-304-3200

ヤマダデンキ

テックランド四街道店

四街道市中央1-12

043-309-5755

ケーズデンキ

千葉ニュータウン店

印西市西の原3-2-1

0476-47-5681

ヤマダデンキ

テックランド千葉ニュータウン店

印西市牧の原1-3

0476-40-7600

ケーズデンキ

白井駅前店

白井市笹塚2-1-1

047-498-3150

ケーズデンキ

白井店

白井市冨士字西154-1

047-442-3891

ヤマダデンキ

テックランド富里インター店

富里市七栄1006-4

0476-85-8851

ケーズデンキ

富里インター店

富里市七栄字北新木戸528-2

0476-90-5021

匝瑳市八日市場イ-2565

0479-72-0247

石川電気商会
ケーズデンキ

匝瑳店

匝瑳市八日市場ハ字エビス田971-1

0479-70-0011

ケーズデンキ

山武成東店

山武市成東1968-4

0475-82-6934

ケーズデンキ

いすみ店

いすみ市岬町江場土字上〆切2171-1

0470-80-2300

ケーズデンキ

大網白里店

大網白里市仏島95-1

0475-71-1320

ケーズデンキ

長生店

長生村金田3181

0475-30-1977

長南町茗荷沢446-2

0475-46-1340

フルイチデンキ

※休館等により体験いただけない場合があります。
また、説明員がいない場合や、8Kテレビの展示が一時的に無い場合があります。

