
都道府県 店名 住所 電話

北海道 100満ボルト 釧路店 北海道釧路群釧路町木場2丁目3-1 0154-39-3300

北海道 100満ボルト 旭川本店 北海道旭川市西御料5条1丁目1-5 0166-60-8880

北海道 100満ボルト 北見本店 北海道北見市中央三輪1丁目371番地9 0157-66-1399

北海道 100満ボルト 帯広本店 北海道帯広市稲田町南9線西11-1 0155-48-3939

北海道 100満ボルト 帯広西店 北海道帯広市西22条南2丁目10番地11 0155-37-1139

北海道 100満ボルト 旭川永山店 北海道旭川市永山2条3丁目1番15号 0166-49-2700

北海道 100満ボルト 札幌清田店 北海道札幌市清田区真栄56番地 011-889-6100

北海道 100満ボルト 東苗穂店 北海道札幌市東区東苗穂三条2丁目5-20 011-789-1001

埼玉県 エディオン ららぽーと新三郷店 埼玉県三郷市新三郷ららシティ３−１−１ららぽーと新三郷２Ｆ  0489-50-0811 

富山県 100満ボルト 黒部店 富山県黒部市植木775番1 0765-32-5511

富山県 100満ボルト アピタ砺波店 富山県砺波市太郎丸三丁目69番地 アピタ砺波店1階 0763-33-1200

石川県 100満ボルト 金沢本店 石川県野々市市野代2-11 076-294-1011

石川県 100満ボルト 金沢東店 石川県金沢市高柳町ニ5-2 076-252-0100

石川県 100満ボルト 小松本店 石川県小松市打越町い27 0761-23-7277

石川県 100満ボルト 七尾店 石川県七尾市古府町カ5番地1 0767-53-0100

石川県 100満ボルト 金沢直江店 石川県金沢市直江町37街区1番地 076-238-0100

福井県 100満ボルト 敦賀本店 福井県敦賀市木崎11-10 0770-24-0988

福井県 100満ボルト 福井本店 福井県福井市新保北1丁目601番地 0776-57-1813

福井県 100満ボルト 大勝店 福井県大野市南新在家35-27 0779-65-3039

福井県 100満ボルト 福井南本店 福井県福井市江守中7-35-1 0776-33-3577

福井県 100満ボルト 小浜本店 福井県小浜市府中15号小向20 0770-53-3339

福井県 100満ボルト 越前店 福井県越前市塚町27字3-1 0778-24-5400

⾧野県 エディオン 飯田インター店 ⾧野県飯田市育良町１−２−１りんごの里内 0265-28-2801

⾧野県 エディオン 上田しおだ野店 ⾧野県上田市神畑字西村３７３ 0268-29-3611

⾧野県 エディオン ⾧野青木島店 ⾧野県⾧野市青木島４−４−５ 青木島ショッピングパーク２Ｆ 026-254-6511

岐阜県 エディオン モレラ岐阜店 岐阜県本巣市三橋1100モレラ岐阜内 058-320-5711

岐阜県 エディオン 可児今渡店 岐阜県可児市今渡８４０−２  0574-60-5011

岐阜県 エディオン 大垣ベルプラザ店 岐阜県大垣市室村町3-74-5 ベルプラザ大垣内 0584-81-5221

岐阜県 エディオン 高山店 岐阜県高山市上岡本町７丁目９３−１   0577-32-7071

静岡県 エディオン 浜松和田店 静岡県浜松市東区和田町666-1 053-411-6311

静岡県 エディオン 浜松小豆餅店 静岡県浜松市中区小豆餅4丁目14-21 053-430-2711

静岡県 エディオン 熱海店 静岡県熱海市中央区１９−３９ マックスバリュー熱海店３Ｆ 0557-86-2511

静岡県 エディオン 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番の１ 055-983-6711 

静岡県 エディオン クロスガーデン富士中央店 静岡県富士市中央町３-１３-７クロスガーデン富士中央２階 0545-55-5611

静岡県 エディオン 静岡曲金店 静岡県静岡市駿河区曲金７丁目８番８号 054-289-2811

愛知県 エディオン 名古屋本店 愛知県名古屋市中村区名駅南２丁目４番２２ 052-589-3500

愛知県 エディオン 尾張旭店 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目１４３番地 0561-55-3401

愛知県 エディオン 八事店 愛知県名古屋市昭和区山手通４−５ 052-861-1911

愛知県 エディオン イオンモール名古屋茶屋店 愛知県名古屋市港区西茶屋２丁目１１区画２００２ 052-309-5191

愛知県 エディオン 豊田大林店 愛知県豊田市大林町8-54-2 0565-74-3161

愛知県 エディオン 豊田本店 愛知県豊田市三軒町８丁目５５番地 0565-37-9111

愛知県 エディオン 豊川店 愛知県豊川市正岡町西深田３４５−１ 0533-84-9281

愛知県 エディオン 安城店 愛知県安城市三河安城東町１−１７−１ 056-676-1521

愛知県 エディオン 岡崎本店 愛知県岡崎市上六名町字宮前１番地   0564-59-3725

愛知県 エディオン 半田店 愛知県半田市乙川吉野町９番地パワードーム半田内 0569-25-0791

愛知県 エディオン 柴田店 愛知県名古屋市南区鳴浜町５丁目1-1 052-619-5501

愛知県 エディオン 日進竹の山店 愛知県日進市竹の山三丁目2003番地 0561-74-8511

愛知県 エディオン 一宮本店 愛知県一宮市緑５−６−１０ 0586-75-2311

愛知県 エディオン 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番地ワンダーシネマ１０内 052-509-5811

三重県 エディオン 津北店 三重県津市島崎町３６番地 059-213-9171

三重県 エディオン 四日市日永店 三重県四日市市日永4-1-4 059-349-4411

滋賀県 エディオン 大津店 滋賀県大津市大将軍1-28-5 077-544-6646

滋賀県 エディオン 守山店 滋賀県守山市播磨田町４２−２ 077-514-1666

滋賀県 エディオン 水口店 滋賀県甲賀市水口町水口５５５５ 0748-65-6060

滋賀県 エディオン 大津一里山店 滋賀県大津市一里山７丁目１番１号フォレオ大津一里山ショッピングセンター２Ｆ 077-547-5110

滋賀県 エディオン 草津店 滋賀県草津市西渋川１−１８−３８ 077-561-2080

滋賀県 エディオン 東近江店 滋賀県東近江市五個装北町屋町285 0748-48-8012

滋賀県 エディオン 湖南店 滋賀県湖南市岩根4580 0748-72-6621

京都府 エディオン 松井山手店 京都府八幡市欽明台北１番 075-972-0070

京都府 エディオン 亀岡店 京都府亀岡市大井町北金岐柿木原７−１ 0771-29-1080
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京都府 エディオン 久御山店 京都府久世郡久御山町大字森小字大内３３７番地ロックシティ内 075-633-5033

京都府 エディオン 円町店 京都府京都市中京区西ノ京西円町55-1 075-467-8111

京都府 エディオン 桂南店 京都府京都市南区久世上久世町485 075-925-0232

京都府 エディオン 京都ファミリー店 京都府京都市右京区山ノ内池尻町１−１  075-325-0320

京都府 エディオン 伏見店 京都府京都市伏見区横大路芝生１番地 075-604-4811

京都府 エディオン 六地蔵ＭＯＭＯテラス店 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下３２ＭＯＭＯテラス２Ｆ 075-605-3611

京都府 エディオン 舞鶴店 京都府舞鶴市字倉谷１０７０−１ 0773-76-1003

京都府 エディオン ダイエー光明池店 大阪府和泉市室堂町841-1 ダイエー光明池店3階 0725-57-6911

大阪府 エディオン 河内⾧野店 大阪府河内⾧野市上原西町３４−１６ 0721-50-0050

大阪府 エディオン 八尾南店 大阪府八尾市沼４−８０−１ 0729-20-6300

大阪府 エディオン なかもず店 大阪府堺市北区⾧曾根町３６６−１ 072-240-3626

大阪府 エディオン 泉北店 大阪府堺市南区三原台４丁４０−１ 072-292-3663

大阪府 エディオン 天満橋店 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1 06-6940-2820

大阪府 エディオン 高槻店 大阪府高槻市緑町２２番８号 072-676-1135

大阪府 エディオン 堺店 大阪府堺市堺区戎島町３丁２２番１号 072-226-4733

大阪府 エディオン 東大阪店 大阪府東大阪市吉田4-2-18 072-967-6031

大阪府 エディオン 泉大津店 大阪府泉大津市千原町１丁目８８−１ 0725-23-3559

大阪府 エディオン 八尾太子堂店 大阪府八尾市永畑町２−２−１８ 072-925-0303 

大阪府 エディオン 中環東大阪店 大阪府東大阪市稲田三島町3-88 06-6748-8338

大阪府 エディオン 豊中店 大阪府豊中市日出町２丁目２番１８号 06-4867-5335

大阪府 エディオン 泉佐野店 大阪府泉佐野市下瓦屋 2-2-77 0724-58-1001

大阪府 エディオン 枚方店 大阪府枚方市甲斐田新町８番１号 072-805-5220

大阪府 エディオン 門真店 大阪府門真市舟田町２４−１ 072-887-7808

大阪府 エディオン 堺石津店 大阪府堺市堺区石津北町９０番１号 072-241-8088 

大阪府 エディオン ベルファ都島店 大阪府大阪市都島区友渕町2-13-34ベルファ都島SC4F 06-6926-3980

大阪府 エディオン 外環大東店 大阪府大東市寺川３−１２−１９ 072-889-2811

大阪府 エディオン カナートモール松原店 大阪府松原市田井城１−１−１ 072-338-5711

大阪府 エディオン 高槻宮田店 大阪府高槻市宮田町１−２−１ 072-690-0611

大阪府 エディオン もりのみや店 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央２丁目１番３０号 06-6920-6511

大阪府 エディオン フォレオ大阪ドームシティ店 大阪府大阪市西区九条１−１２−３３    フォレオ大阪ドームシティ３Ｆ 06-4393-4511

大阪府 エディオン ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 大阪府吹田市千里万博公園２− 1 ３階区画番号３０３８０Ｘゾーン 06-4864-2471

大阪府 エディオン 東淡路店 大阪府大阪市東淀川区東淡路５−８−２０ 06-6328-7211

大阪府 エディオン 箕面船場店 大阪府箕面市船場東３−２−２６ 072-729-3111

大阪府 エディオン 富田林店 大阪府富田林市昭和町一丁目7番1号 0721-23-8651

兵庫県 エディオン 姫路店 兵庫県姫路市飾磨区今在家１４１６−１ 0792-31-5850

兵庫県 エディオン 伊丹店 兵庫県伊丹市北伊丹５−７０−１ 072-772-0337

兵庫県 エディオン 三田ウッディタウン店 兵庫県三田市すずかけ台２−３−２ 079-553-6011

兵庫県 エディオン 神戸北町店 兵庫県神戸市北区日の峰２−３−３ 078-581-4541

兵庫県 エディオン 西代店 兵庫県神戸市⾧田区御屋敷通３−１−４７  078-621-5571

兵庫県 エディオン 塚口店 兵庫県尼崎市塚口本町４丁目８番40号 06-6427-3741

兵庫県 エディオン 宝塚店 兵庫県宝塚市安倉西１−１−１ 0797-84-6801

兵庫県 エディオン 西宮店 兵庫県西宮市芦原町９−２３ 0798-69-2202

兵庫県 エディオン 西宮南店 兵庫県西宮市東町１−１２−１５         0798-39-1055

兵庫県 エディオン 福崎店 兵庫県神崎郡福崎町西田原１７０６ライフ福崎店２Ｆ 0790-24-0656

兵庫県 エディオン 姫路花田店 兵庫県姫路市飾東町庄字宮ノ前２７３ 0792-51-7770

兵庫県 エディオン 御影店 兵庫県神戸市東灘区御影本町４丁目２番１号 078-846-1933

兵庫県 エディオン かいばら店 兵庫県丹波市柏原町母坪３３５−１ 0795-70-2333

兵庫県 エディオン JR尼崎駅店 兵庫県尼崎市潮江１丁目１番５０号 06-4868-5101

兵庫県 エディオン 太子店 兵庫県揖保郡太子町東南５９８−１ 0792-77-2339

兵庫県 エディオン イオン神戸北店 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 078-983-3722

兵庫県 エディオン 垂水店 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東2-1-45 078-787-7001

兵庫県 エディオン 赤穂店 兵庫県赤穂市中広２−８ 0791-46-3380

兵庫県 エディオン 洲本店 兵庫県洲本市塩屋１−１−１７ 0799-25-6650

兵庫県 エディオン 新加古川店 兵庫県加古川市尾上町安田３０６−１  0794-29-6320 

兵庫県 エディオン 豊岡店 兵庫県豊岡市宮島３２２−１ 0796-23-1911

兵庫県 エディオン 西脇店 兵庫県西脇市高田井町52番1 0795-22-9911

兵庫県 エディオン 社店 兵庫県加東市社１２１２−２ 0795-42-9211

兵庫県 エディオン 養父店 兵庫県養父市上箇１５３−１ 079-663-4000

奈良県 エディオン かしはら店 奈良県橿原市曲川町７丁目２５−１ 0744-21-2069

奈良県 エディオン 新大和小泉店 奈良県大和郡山市小泉町東３−１０−２ 0743-58-3911

奈良県 エディオン おしくま店 奈良県奈良市押熊町６０５  0742-47-9311 

奈良県 エディオン エコール・マミ店 奈良県香芝市真美ヶ丘６丁目１０ 0745-71-6822

和歌山県 エディオン 和歌山店 和歌山県和歌山市北島３２５−４ニトリ１Ｆ 073-457-9211

鳥取県 エディオン 米子店 鳥取県米子市米原５丁目６−３１ 0859-33-7211
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鳥取県 エディオン 新鳥取本店 鳥取県鳥取市安⾧７１−１ 0857-31-2611

鳥取県 100満ボルト 米子店 鳥取県米子市新開2丁目2-1 0859-39-0100

鳥取県 100満ボルト 松江本店 島根県松江市乃白町496番4 0852-28-6800

島根県 エディオン 益田店 島根県益田市高津７丁目１０-３ 0856-23-5111

岡山県 エディオン 倉敷本店 岡山県倉敷市笹沖１２０９ - １ 086-422-2011

岡山県 エディオン 津山本店 岡山県津山市川崎 147    0868-26-5111

岡山県 エディオン 下中野店 岡山県岡山市北区下中野五ノ坪441 086-245-0311

岡山県 エディオン 東川原店 岡山県岡山市中区東川原２１５−１ 086-270-2711

広島県 エディオン 広島本店 広島県広島市中区 大手町1-8-20 フタバ図書GIGA本通店4F 082-247-5111

広島県 エディオン 福山本店 広島県福山市入船町一丁目8-15 084-923-1566 ※4月29日（日）のみ実施

広島県 エディオン 呉本店 広島県呉市西中央４−１−４８ 082-321-4931

広島県 エディオン 東広島本店 広島県東広島市西条町大字御薗４５９８−１  082-423-3211

広島県 エディオン 廿日市店 広島県廿日市市新宮 1-9-34   0829-32-1115 

広島県 エディオン 海田店 広島県安芸郡海田町南つくも町13-18 082-823-3811

広島県 エディオン 八木店 広島県広島市安佐南区八木２−１６−１０ 082-873-7711

広島県 エディオン アルパーク南店 広島県広島市西区商工センター２丁目５番１号 082-276-8111

広島県 エディオン 福山西店 広島県福山市高西町四丁目3番61号 アクロスプラザ福山西2階 084-934-1611

山口県 エディオン 岩国店 山口県岩国市麻里布町７−９−４０ 0827-21-2111

山口県 エディオン 下関店 山口県下関市竹崎町４−７−１ 083-229-1511

徳島県 エディオン タクト店 徳島県徳島市南島田町3-30-1 088-634-3611

香川県 エディオン 高松春日店 香川県高松市春日町字川尻１０２８−１ 087-841-2411

愛媛県 エディオン 松山本店 愛媛県松山市宮西１丁目３−１ 089-933-2311

愛媛県 エディオン イオンモール新居浜店 愛媛県新居浜市前田町８−８ 0897-32-7711

愛媛県 エディオン 今治本店 愛媛県今治市馬越町２−４−１０ 0898-33-8111

福岡県 エディオン 伊都店 福岡県福岡市西区徳永１１３−１イオン福岡伊都ＳＣ内別館２Ｆ 092-805-8811

福岡県 エディオン 八幡黒崎店 福岡県北九州市八幡西区東曲里町２番１６号 093-642-9111

福岡県 エディオン 到津店 福岡県北九州市小倉北区上到津3-95-2 093-651-7711

佐賀県 エディオン 佐賀本店 佐賀県佐賀市兵庫町西渕１８９０−１ 0952-33-7011

熊本県 エディオン 熊本本店 熊本県熊本市御領3-18-1 096-388-2311

熊本県 エディオン サンリブシティくまなん店 熊本県熊本市中央区平成３丁目２０−１  096-370-6811

大分県 エディオン 大分本店 大分県大分市大字光吉963-1 097-567-8811

鹿児島県 エディオン 鹿児島南店 鹿児島県鹿児島市宇宿２−２−１８ 099-813-0005


