神奈川県

常設会場一覧（2020年12月）

会場名

住所

ケーズデンキ

横浜鶴見店

横浜市鶴見区尻手2-2-8

ノジマ 横浜東寺尾

エディオン

横浜大口店

マルチメディア横浜

ノジマ ＭＡＲＫ

045-583-2511

横浜市鶴見区東寺尾5-2-31

コジマ×ビックカメラ
ヨドバシカメラ

電話番号

ＩＳ

みなとみらい

横浜店

WAKE・ROAD

2階

045-584-2261

横浜市神奈川区神之木町3-3

045-439-3255

横浜市西区北幸1-2-7

045-313-1010

横浜市西区みなとみらい3-5-1 MARK IS みなとみらい

3階

045-680-5651

横浜市中区曙町3-39-1

045-261-2111
045-628-7633

ヤマダデンキ

家電住まいる館YAMADA新山下店

横浜市中区新山下1-17-39

ケーズデンキ

星川店

横浜市保士ヶ谷区川辺町2-13

-

横浜市保土ケ谷区権太坂3-1-3

045-730-5731

横浜市磯子区磯子1-2-1

045-754-3111

ノジマ

権太坂店

ヤマダデンキ
ノジマ

テックランド磯子店

金沢八景店

ヤマダデンキ
ノジマ

横浜市金沢区泥亀1-27-1

家電住まいる館YAMADA横浜金沢店

ブランチ横浜南部市場

ビックカメラ
ベスト電器

新横浜店

T日吉東急

045-772-8653

横浜市⾦沢区⿃浜町1-1

045-773-7851
キュ－ビックプラザ新横浜

045-478-1111

神奈川県横浜市港北区日吉2-1-1日吉東急アベニュー本館3F

045-560-5111
045-533-5631

横浜市港北区新横浜2-100-45

トレッサ横浜店

横浜市港北区師岡町700

ノジマ

東戸塚西口プラザ店

横浜市戸塚区川上町87-8

家電住まいる館YAMADA戸塚店

東海無線電機商会

東戸塚店

トレッサ横浜南棟3F
東戸塚西口プラザ1階

045-410-6661

横浜市戸塚区品濃町514-1

045-821-8837

オーロラモール東戸塚

横浜市戸塚区品濃町536-1 オーロラモール東戸塚アネックス

ノジマ

戸塚モディ店

横浜市戸塚区戸塚町10

LABI上大岡

ヨドバシカメラ
ヤマダデンキ

ノジマ

2F

戸塚モディ4F

四季の森店

コジマ×ビックカメラ

西友二俣川店

045-869-6131
045-752-7715

横浜市港南区上大岡西1-6-1

045-845-1010

横浜市港南区港南台9-1-2

テックランド横浜本店

045-820-1561

横浜市港南区上大岡西1-18-5

テックランドイオンフードスタイル港南台店 横浜市港南区港南台3-1-2 イオンフードスタイル港南台店3F

ＮＥＷ港南台

ヤマダデンキ
ノジマ

マルチメディア京急上大岡

045-829-3811

横浜市戸塚区汲沢2-1-7

ノジマ

ヤマダデンキ

045-791-3781

横浜市金沢区富岡東2-4-29

ノジマ

ヤマダデンキ

イオン金沢八景店3F

2F

横浜市港南区下永谷5-2-1

045-349-3370
045-830-5081
045-820-5656

横浜市旭区上白根3-41-1

横浜四季の森フォレオ3Ｆ

045-958-1561

横浜市旭区二俣川2-52-1

2階

045-442-8877

※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。

神奈川県
会場名

常設会場一覧（2020年12月）

住所

ヤマダデンキ

テックランド上山店

電話番号

横浜市緑区上山2-27-1

045-935-5512

ノジマ アピタ長津田店

横浜市緑区長津田みなみ台4-7-1

ノジマ 瀬谷店

横浜市瀬谷区橋戸2-36-1

045-306-3431

横浜市泉区上飯田町3937

045-806-1151

横浜市青葉区青葉台2-1-1

045-988-1400

ヤマダデンキ
エディオン

家電住まいる館YAMADA横浜泉店
青葉台東急スクエア店

ビックカメラ

イトーヨーカドー

たまプラーザ店

横浜市青葉区美しが丘1-6-1

アピタ長津田1階

青葉台東急スクエアーSouth1 4F
イト－ヨ－カド－

たまプラ－ザ店 3階

045-989-3121

045-507-1111

なとり電化プラザ

横浜市青葉区美しが丘4-1-22

045-901-6771

ケーズデンキ

たまプラーザ店

横浜市青葉区新石川2-5-1

045-905-5970

ヤマダデンキ

テックランド青葉店

横浜市青葉区もえぎ野2-3

045-978-5090

ノジマ

ららぽーと横浜

横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜内サウスコート

コジマ×ビックカメラ

港北インター店

横浜市都筑区折本町437

コジマ×ビックカメラ

港北東急S.C.店

横浜市都筑区茅ヶ崎中央5-1

ノジマ

センター北

エディオン
ヤマダデンキ
ヤマダデンキ

ノジマ

ヤマダデンキ

ビックカメラ
ノジマ

横浜市都筑区中川中央1-31-1

045-482-5254
4Ｆ

045-914-7661

モザイクモール港北3Ｆ

045-914-5811
045-442-9051

テックランドイトーヨーカドー川崎小田栄店 川崎市川崎区小田栄2-2-1 イトーヨーカドー川崎店3F

ヨドバシカメラ
ヤマダデンキ

港北東急S.C.店

家電住まいる館YAMADA港北センター店 横浜市都筑区中川中央2-2-1

川崎小田栄店

川崎市川崎区小田栄2-3-1

マルチメディア川崎ルフロン
テックランド川崎店

コーナン川崎小田栄店2Ｆ

川崎中原店

コジマ×ビックカメラ

梶ヶ谷店

044-272-3773
044-328-7721

川崎市川崎区日進町1-11

044-223-1010

川崎市川崎区港町12-1

044-221-9801

家電住まいる館YAMADAクロスガーデン川崎幸店 川崎市幸区小倉5-19-23

ラゾーナ川崎店

045-929-6252
045-475-1001

横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポートモール内

モザイクモール港北店

3階

川崎市幸区堀川町72-1

044-201-8620
ラゾ－ナ川崎プラザ

044-520-1111

川崎市中原区宮内2-25-18

044-750-1711

川崎市高津区梶ケ谷2-2-3

044-860-2411

ケーズデンキ

川崎野川店

川崎市高津区東野川1-3-24

044-789-5611

ヤマダデンキ

テックランド向ヶ丘店

川崎市宮前区平2-3-10

044-856-5515

ノジマ

宮前店

川崎市宮前区馬絹1-9-5

044-871-8371

ノジマ

川崎水沢店

川崎市宮前区水沢2-3-8

044-978-1611

ノジマ

アリオ橋本

相模原市緑区大山町1-22

コジマ×ビックカメラ
ノジマ

橋本店

NEW城山店

ジョーシン

相模原小山店

コジマ×ビックカメラ

相模原店

アリオ橋本

2階

042-775-8531

相模原市緑区西橋本5-3-5

042-700-7373

相模原市緑区向原4-2-3

042-783-0611

相模原市中央区小山3-37-1

コ－ナン相模原小山モ－ル2F

042-770-1511

相模原市中央区共和4-18-19

042-786-2200

ヤマダデンキ

テックランド相模原店

相模原市中央区相模原8-11-1

042-786-8211

ケーズデンキ

相模原店

相模原市中央区下九沢777-2

042-700-1777

相模原市中央区すすきの41-12

0427-52-9743

エレ・ショップ セキグチ

※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。

神奈川県

常設会場一覧（2020年12月）

会場名

住所

電話番号

ノジマ 相模原本店

相模原市中央区横山1-1-1

042-753-1516

ヤマダデンキ

テックランドニトリモール相模原店

相模原市南区大野台6-1-1

042-704-8380

ヤマダデンキ

テックランド久里浜店

横須賀市久里浜7-9-1

046-833-6142

ヤマダデンキ

家電住まいる館YAMADA横須賀店

横須賀市日の出町3-3-3

046-822-4960

ノジマ 横須賀店

横須賀市平成町3-28-2

nojimaモール横須賀2F

ヤマダデンキ

テックランド上平塚店

平塚市上平塚1-61

0463-34-7117

ケーズデンキ

湘南平塚本店

平塚市田村2-8-3

0463-55-6688

ヤマダデンキ

テックランド平塚店

平塚市田村5-25-5

0463-51-1500

ノジマ 鎌倉店

鎌倉市岡本1188-1

ノジマ 湘南台店

藤沢市円行1-2-1

0466-46-7822

ケーズデンキ

湘南藤沢店

藤沢市葛原字滝谷戸1695-3

0466-49-6114

ケーズデンキ

辻堂店

藤沢市辻堂神台二丁目4-35

0466-90-5778

藤沢市辻堂新町4-1-1

0466-31-6377

ノジマ 藤沢店

コ－ナン鎌倉大船モール内2Ｆ

046-828-7011

湘南モールFILL内2F

ビックカメラ

藤沢店

藤沢市藤沢559

ケーズデンキ

藤沢弥勒寺店

神奈川県藤沢市弥勒寺二丁目6-5

0466-54-8700

ヤマダデンキ

家電住まいる館YAMADA鴨宮店

小田原市鴨宮631-1

0465-48-6122

ケーズデンキ

小田原店

小田原市東町5-13-22

0465-32-3332

ノジマ 鴨宮店

小田原市前川100 小田原シティーモールフレスポ2Ｆ

0465-45-2345

ヤマダデンキ

茅ヶ崎市新栄町11-8 イトーヨカードー茅ヶ崎店内

0467-83-4500

茅ヶ崎市茅ケ崎2‐7‐71

0467-84-6080

ノジマ

テックランドイトーヨーカドー茅ヶ崎店

イオンスタイル湘南茅ヶ崎店

エディオン

イオン秦野店

ヤマダデンキ

テックランド秦野店

増田ビル

秦野市入船町12-1

遊行通り共同ビル

0467-42-1422

イオンスタイル湘南茅ヶ崎3F

イオン秦野SC別館2F

0466-29-1111

0463-80-2811

秦野市尾尻字宮ノ前882-1

0463-85-6030

ノジマ

秦野店

秦野市曽屋4784

0463-83-1214

ノジマ

厚木本店

厚木市岡田3005

046-220-1721

厚木市栄町2-1-5

046-295-8100

厚木市下荻野1200-1

046-243-2811

厚木市田村町1-26

046-206-5150

コジマ×ビックカメラ
ジョーシン

厚木下荻野店

ケーズデンキ
ノジマ

厚木栄町店

厚木店

本厚木ミロード店

厚木市中町2-2-1

本厚木ミロード2

6F

046-220-1201

ヤマダデンキ

テックランドダイクマヤマダ厚木店

厚木市長谷6-20

046-250-5019

ヤマダデンキ

テックランド厚木店

厚木市林4-25-28

046-294-1020

ヤマダデンキ

テックランド大和店

大和市下鶴間526-1

046-271-3056

ケーズデンキ

中央林間店

大和市中央林間7-7-1

046-240-8899

ヤマダデンキ

テックランドNew大和深見店

大和市深見488-1

046-264-3100

ノジマ

大和店

大和市深見台1-1-18

046-200-5021

ノジマ

伊勢原店

伊勢原市板戸8

0463-91-1214

エムアイプラザ内

※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。

神奈川県
会場名

住所

コジマ 伊勢原店

伊勢原市桜台1-21-5

エディオン

伊勢原市桜台1-3-3

いせはらｃｏｍａ店

コジマ×ビックカメラ

海老名店

電話番号
0463-91-2111
3F

0463-96-4311

海老名市大谷北1-2-1

ノジマ マルイファミリー海老名

海老名市中央1-6-1

ヤマダデンキ

海老名市中央2-10-1

テックランド海老名店

常設会場一覧（2020年12月）

046-235-8711
マルイファミリー海老名

4階

046-292-5181
046-236-5393

ノジマ ららぽーと海老名店

海老名市扇町13-1

ノジマ 座間店

座間市小松原1-43-23

046-298-1701

座間市相模が丘1-12-2

046-255-6111

座間市ひばりが丘4-27-1

046-257-8880

コジマ×ビックカメラ
ヤマダデンキ

座間店

家電住まいる館YAMADA座間店

4F

046-292-0400

ノジマ イオンモール座間

座間市広野台2-10-4

イオンモール座間

3階

046-298-1161

ノジマ 綾瀬店

綾瀬市深谷中1-1-1

綾瀬タウンヒルズSC2F

ノジマ 大井松田店

大井町金子字中の町325-1

ノジマ 湯河原

湯河原町中央1-1617-54

千葉電気

愛川町中津3417-6

046-285-2535

ノジマ 愛川店

愛川町中津975-1

046-284-1562

0467-79-5279
0465-82-8168

アクロスプラザ湯河原2F

※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。

0465-64-1688

