
●北海道
店名 拠点名 所在地 予約電話番号 担当者

エルム楽器 ELMハーモニレマルヤマクラス 札幌市中央区南1条西27丁目マルヤマクラス2F 011-643-2222

エルム楽器釧路支店 釧路センター 釧路市新橋大通4-2-1 0154-23-4471

帯広旭楽器商会 旭センター 帯広市西7条南17丁目11 0155-24-9942 高井・伏見

札幌センター 札幌市中央区北5条西5丁目7 sapporo55 4F 011-200-6100

サンピアザセンター 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目サンピアザ3F 011-896-1717

栄町センター 札幌市東区北41条東15丁目2-17 2F 011-753-8653

江別センター 江別市野幌町10-1 イオンタウン江別店2F 011-385-2208

屯田センター 札幌市北区屯田9条3丁目1 屯田メディカルモール2F 011-775-5222

麻生センター 札幌市北区麻生町5丁目小池ビル1F 011-709-3166

東札幌センター 札幌市白石区東札幌3条1丁目1-1 イーアス札幌Aタウン2F 011-832-8001

ミュージックスクエア札幌 札幌市中央区南1条西3丁目1 ラ・ガレリア3F 011-222-3077

アベニュー琴似 札幌市西区琴似1条3丁目3-19 011-644-4552

アベニュー旭川 旭川市4条通8丁目日本生命4条ビル　5F 0166-27-0484

旭川北センター 旭川市春光1条9丁目 0166-53-4111

とよおかセンター 旭川市豊岡3条2丁目アモールショッピングセンター2F 0166-34-0979

小樽センター 小樽市稲穂2丁目22-8 駅前第一ビル 0134-25-0029

●東北
店名 拠点名 所在地 予約電話番号 担当者

東京堂　青森店 青森センター 青森県青森市浜田3丁目1-1 ドリームタウンアリー2F 017-763-0720

北上正時堂 ハーモニーセンター 岩手県北上市さくら通り2-10-19 0197-63-3408

おびきゅう 湯沢センター 秋田県湯沢市大町2-1-7 0183-73-1121

●北関東・甲信越
店名 拠点名 所在地 予約電話番号 担当者

関山楽器 茨城県ひたちなか市勝田中央10-4 029-273-6803

柏崎本店 新潟県柏崎市岩上2-18 0257-24-0606

ユニスタイル新潟センター 新潟県新潟区中央区笹口3-16-36 025-241-8107

ユニスタイルデッキィ401センター 新潟県新潟市中央区上近江4-12-20 025-281-0020 村山

新発田センター 新潟県新発田市入舟町3-13-19 0254-25-5455 工藤・高口

新発田店 新潟県新発田市豊町2-4-16 0254-23-5975

村上センター 新潟県村上市塩町11-11 0254-52-3290

二葉商事 二葉音楽センター 新潟県上越市北城町3-15-17 025-523-3743 新川

●首都圏
店名 拠点名 所在地 予約電話番号 担当者

北習志野センター 千葉県船橋市習志野台5-40-10 047-465-0111

高根センター 千葉県船橋市高根台1-6-2 高根公団駅ビル2F 047-465-4261

大穴センター 千葉県船橋市大穴南2-40-5 047-463-9923

二和向台センター 千葉県船橋市二和東6-16-23 ナカミツビル3F 047-448-4958

津田沼センター 千葉県習志野市谷津1-16-1 「モリシア」レストラン棟4F 047-478-6135

大久保センター 千葉県習志野市大久保1-17-11 山田ビル3F 047-477-6181

幕張本郷センター 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-11-24 吉野ビル2F 043-276-6811

海浜幕張センター 千葉県千葉市美浜区打瀬2-10 パティオス15番街 043-299-2561

検見川浜センター 千葉県千葉市美浜区真砂4-1-10ショッピングセンターPIA 3F 043-277-8183

稲毛海岸センター 千葉県千葉市美浜区高洲3-14-7 多田屋ビル4F 043-279-7117

八千代台センター 千葉県八千代市八千代台東1-14-1 八千代プラザ4F 047-484-6101

八千代緑が丘センター 千葉県八千代市緑が丘2-2-9 秋葉ビル3F 047-458-1516

八千代中央センター 千葉県八千代市ゆりのき台1-2-3 角崎ビル3F 047-487-0111

勝田台センター 千葉県八千代市勝田台1-10 リブレ京成3F 047-482-2250

志津センター 千葉県佐倉市上志津1656-6 蜂谷ビル3F 043-461-7878

京成佐倉センター 千葉県佐倉市宮前3-12-1 野立ビル5F 043-485-2668

JR佐倉センター 千葉県佐倉市大崎台3-1-14 アストリアビル2F 043-486-8965

千葉ニュータウン中央センター 千葉県印西市中央北1-469-2-23 アルカサール2F 0476-46-3996

船橋センター 千葉県船橋市本町7-7-1 船橋ツインビル西館7F 047-424-0111

新浦安センター 千葉県浦安市入船1-4-1 ショッパーズプラザ西棟5F 047-381-2052

行徳センター 千葉県市川市行徳駅前2-1-6 アルファコア3F 047-356-1982

浦安センター 千葉県浦安市当代島1-1-23 林ビル6F 047-352-2632

市川大野センター 千葉県市川市南大野2-4-43 047-339-5840

妙典センター 千葉県市川市妙典4-3-31 グレースコート妙典1F 047-300-2055

妙典イオンセンター 千葉県市川市妙典5-3-1 イオン市川妙典1-2F 047-306-7200

本八幡センター 千葉県市川市八幡2-15-10 パティオ3F 047-333-1275

西船橋センター 千葉県船橋市西船橋4-27-2 西船プラザビルB1F 047-434-4545

下総中山センター 千葉県船橋市本中山3-11-17 エステート1号館1F 047-336-4377

新鎌ケ谷センター 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-12-1 アクロスモール新鎌ケ谷3F 0120-133-705

ミュージックサロン船橋 千葉県船橋市本町1-9-9 ルナパーク船橋3F 0120-36-3910

臼井センター 千葉県佐倉市王子台1-24-25 043-462-4000

豊洲センター 東京都江東区豊洲3-4-8 スーパービバホーム豊洲店2F 0120-832-890

日本屋楽器 ユニスタイル菊川センター 東京都墨田区菊川2-18-8-3F 03-5600-0223

北砂センター 東京都江東区北砂5-20-1-1F 03-3640-5329

スガナミ楽器 スガナミミュージックサロン経堂 東京都世田谷区宮坂2-19-5 松原ビル3F 03-3425-9321

スガナミミュージックサロン目黒 東京都品川区大崎2-27-1-7F 03-5434-7441

烏山北口センター 東京都世田谷区南烏山6-5-11 03-3307-6231

烏山南口センター 東京都世田谷区粕谷4-20-18 03-3307-7712

麻布センター 東京都港区麻布十番4-3-1 03-3453-7691

浜田山センター 東京都杉並区浜田山3-34-5 03-3329-1807

三軒茶屋センター 東京都世田谷区太子堂2-24-5 03-3412-3456

久我山センター 東京都杉並区久我山4-2-4 03-3331-9041

狛江センター 東京都狛江市東和泉1-18-6 03-3488-4561

町田センター 東京都町田市中町1-1-13 042-722-3381

町田ミュージックセンター 東京都町田市原町田6-21-24 松沢ビル3F 042-722-3663

鶴川駅前センター 東京都町田市能ケ谷1-6-11 小田急マルシェ鶴川3F 042-735-7775

成瀬センター 東京都町田市成瀬ケ丘2-24-3 菅沼ビル3F 042-796-3365

エレクトーンのお部屋がレンタルできる楽器店リスト

エレクトーンがお使いいただけるお部屋がレンタルできます（有料）。あらかじめご希望の楽器店へお電話いただき、予約をしてからお越しくだ

※ご利用料金は楽器店ごとに異なりますので、楽器店へご確認ください。

わたじん

伊藤楽器

ヤマハミュージック



スガナミ楽器 町田根岸センター 東京都町田市根岸2-18-1 アメリア町田根岸SC 2F 042-789-5511

スガナミミュージックサロン多摩 東京都多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター4F 042-375-5312

永山センター 東京都多摩市永山1-4 グリナード永山4F 042-375-5321

桜ケ丘センター 東京都多摩市関戸4-4-10 神谷第一ビル2F 042-375-8349

南大沢駅前センター 東京都八王子市南大沢2-28-1 ガレリア・ユギ5F 042-675-8711

若葉台センター 東京都稲城市若葉台2-4-3 若葉台新都市センタービル4F 042-350-5588

淵野辺センター 神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-13-11 カーサ鹿沼台ビル1F 042-756-3549

相模原センター 神奈川県相模原市中央区相模原1-1-19 駅ビルit's 5F 042-757-0806

ミュージックスクエアカマタ 東京都大田区蒲田5-11-7 03-3738-1313

池上センター 東京都大田区池上3-41-12 03-3755-1804

蒲田センター 東京都大田区蒲田4-25-7 ハネサム21ビル4F 03-3734-3317

大森センター 東京都大田区大森北1-10-14 Luz大森7F 03-6404-9335

武蔵新田センター 東京都大田区矢口1-17-1 吉田ビル3F 03-3757-7800

大井町駅前センター 東京都品川区東大井5-15-16 KHビル4F 03-5479-6318

西小山センター 東京都品川区小山6-8-12 ヒルプラザ1F 03-3788-3101

石川台センター 東京都大田区東雪谷2-22-4 中川ビル3F 03-3727-2893

二子玉川センター 東京都世田谷区玉川3-4-2 ベルフラット玉川2F 03-3708-5891

小杉センター 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 小杉ビル3F 044-722-6396

フレンド楽器 金沢文庫センター 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-14-11 045-784-0222 多田

百合ケ丘店 神奈川県川崎市麻生区百合丘1-19-8 044-966-5121

ミュージックパークケイヒン 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-1 044-211-4541

横須賀中央センター 神奈川県横須賀市大滝町2-18 046-826-3839

久里浜東センター 神奈川県横須賀市久里浜6-4-1 046-834-1341

三浦海岸センター 神奈川県三浦市南下浦町上宮田1527 046-888-0679

●中部・北陸
店名 拠点名 所在地 予約電話番号 担当者

松木屋 メロディ・パーク日之出 福井県福井市日之出5丁目16-21 0776-52-2100

エルパプラスセンター 福井県福井市大和田30-13-1 エルパプラス2F 0776-57-2635

敦賀音楽センター 福井県敦賀市鋳物師町3-7 0770-25-7881

小浜センター 福井県小浜市大手町9-3 0770-52-1313

松栄堂楽器 本店センター 岐阜県岐阜市神田町1-8-3 058-265-0481

ハーモニーステーション岐阜 岐阜県岐阜市橋本町1-10-1 アクティブG 3F 058-263-3760

県庁前センター 岐阜県岐阜市藪田東1-1-8 058-278-2215

トーンパレット岐阜 岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6 カラフルタウン岐阜2F 058-372-2312

各務原センター 岐阜県各務原師那加信長町1-107 058-383-5282

美濃加茂センター 岐阜県美濃加茂市山手町1丁目132-2 0574-25-2437

可児センター 岐阜県可児市広見3丁目40 0574-63-3151

多治見センター 岐阜県多治見市音羽町4-55 0572-24-3888

本店 岐阜県大垣市旭町1-1 0584-81-6211

大垣西センター 岐阜県不破郡垂井町綾戸468-1 バロー垂井店内 0584-24-1821

松栄南センター 岐阜県大垣市本今町西ノ側1639-1 バロー大垣南店2F 0584-89-5005

羽島センター 岐阜県羽島市吉良町2939-1 バロー羽島インター店内 058-398-6557

本店 岐阜県関市山王通1丁目3-27 0575-22-5432

旭ヶ丘センター 岐阜県関市東新町2丁目72 0575-22-6307

もみじが丘センター 岐阜県美濃市もみじが丘1丁目23 0575-35-0305

とみかセンター 岐阜県加茂郡富加町羽生2180-1 0574-54-3425

オクムラ楽器 恵那センター 岐阜県恵那市大井町209-4 0573-26-1141

沼津店 静岡県沼津市緑ケ丘2-5 055-926-1171

富士店 静岡県富士市瓜島町79 0545-55-3673

おとサロン清水春日 静岡県静岡市清水区春日1-4-15 054-353-3588

SBS通り店 静岡県静岡市駿河区中田本町56-5 054-282-3911

本店 静岡県静岡市葵区呉服町1-3-14 054-253-6222

藤枝店 静岡県藤枝市瀬戸新屋213-18 054-643-9511

もちづき楽器 静岡草薙センター 静岡県静岡市清水区草薙杉道3-1-25 054-368-6212

清水中央センター 静岡県静岡市清水区高橋南町14-22 054-364-8166

巴町本店センター 静岡県静岡市清水区巴町10-24 054-353-2314

アオイ楽器 静岡県浜松市中区上島5-1-1 053-475-3222

足立楽器店 浜北店 静岡県浜松市浜北区本沢合155 053-587-5611

佐鳴台本店 静岡県浜松市中区佐鳴台6-1-5 053-447-2100

やまがた楽器店 やまがた楽器センター 静岡県三島市本町11-5 055-975-0207

池下店 愛知県名古屋市千種区春岡1-4-9 052-751-6161

藤が丘店 愛知県名古屋市名東区藤見が丘34 052-774-2299

矢木楽器店 八田本店 愛知県名古屋市中川区八田町1902 052-352-0501

ヨシヅヤ津島センター 愛知県津島市大字津島字北新開351ヨシヅヤ津島本店シネマ館2F 0567-22-1722

サカエ楽器 若草センター 愛知県春日井市若草通1-26 0568-31-0660

星川楽器 愛知県稲沢市正明寺3-125 0587-32-2596

真和楽器 犬山センター 愛知県犬山市犬山末友12-8 0568-62-2273 新藤

ピアノガーデンマツイシ 愛知県半田市北二ツ坂町1-126 0569-26-3330

ミュージックガーデン大府 愛知県大府市柊山町3-177 0562-48-9898

ミュージックガーデン武豊 愛知県武豊市迎戸11-1 0569-84-1579

豊川センター 愛知県豊川市中条町今宮36-6 0533-84-3145

豊橋センター 愛知県豊橋市大国町30 0532-55-3503

ミューズフォレスト豊橋南 愛知県豊橋市神野新田町字水神下71-5 0532-47-0774

ミューズフォレスト豊が丘 愛知県豊橋市中岩田3丁目1-3 0532-39-6502

●近畿
店名 拠点名 所在地 予約電話番号 担当者

ロマン楽器 ユニスタイル南草津 滋賀県草津市南草津5-3-3 ロマン楽器草津本店2F 077-561-3808

ユニスタイル栗東 滋賀県栗東師綣5-14-14 077-554-9550

ユニスタイル守山 滋賀県守山市勝部3-10-33 077-514-0881

瀬田センター 滋賀県大津市一里山1-10-12 077-545-5385

大東楽器 松井山手センター 京都府京田辺市山手東1丁目2-3 0774-64-4626

男山センター 京都府八幡市男山泉18-13 林ビル3F 075-982-3050

アミューズ住道 大阪府大東市住道2-2-301 大東サンメイツ2番館3F 072-874-0086

寝屋川センター 大阪府寝屋川市八坂町17-2 八坂ビル内 072-828-0668

寝屋川店 大阪府寝屋川市八坂町16-4 樋口第5ビル 072-839-1990

香里園センター 大阪府寝屋川市寿町61-8 072-834-4953

ユニスタイル香里 大阪府枚方市香里ケ丘3-11-3-6 072-854-5452

枚方店 大阪府枚方市大垣内町1-1-1 朝日生命枚方ビル 072-843-3000

音楽院 大阪府枚方市岡東町18-21 枚方三和ビル6F 072-841-5000

スター楽器

京浜楽器

オウターヴ

マツイシ楽器店

オリエント楽器

創楽堂

松栄楽器

シノダ楽器

すみやグッディ

日響楽器



大東楽器 枚方センター 大阪府枚方市大垣内町1-1-1 072-843-6000

ユニスタイル京橋 大阪府大阪市都島区東野田町2-4-20 住友銀行ビル6F 06-6351-4382

アミューズ京橋 大阪府大阪市都島区東野田町2-5-1 06-6352-5576

交野センター 大阪府交野市梅ケ枝43-33 コスモセンタービル2F 072-892-2052

くずはセンター 大阪府枚方市楠葉朝日1-6-11 072-851-2660

大東センター 大阪府大東市住道2-2-401 大東サンメイツ2番館4F 072-871-3063

ユニスタイルグリーンシティ 大阪府寝屋川市緑町5-8 イオンモール寝屋川グリーンシティ1F 072-834-5584

グリーンビューつるみ 大阪府大阪市鶴見区鶴見3-13-35-200 06-6912-3111

ユニスタイル大日 大阪府門真市向島町3-35 ベアーズ大日2F 06-6991-8688

東寝屋川センター 大阪府寝屋川市打上元町16-3 イズミヤ4F 072-821-9777

ヤマハミュージック ヤマハミュージックセンター 大阪府大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル5F 06-6373-3333

千里店 大阪府豊中市新千里東町1-3-142 06-6831-6776 宮本、妹脊、武知、矢部

アクト・イン・千里 大阪府豊中市新千里東町1-5-2 千里セルシ―6F 06-6831-6890

茨木センター 大阪府茨木市西駅前町6-103 岡善ハイツ1F 072-622-6495

アミューズ豊中 大阪府豊中市本町1-10-1 ボーゼム豊中6F 06-6846-3789

ＹＭＣ彩都 大阪府茨木市彩都あさぎ1-2-1 ガーデンモール彩都3F 072-643-8041

西大寺センター 奈良県奈良市西大寺栄町3-20 ポポロビル 0742-33-6817

せんざいセンター 奈良県天理市杉本町351-4 0743-63-0851

八木店 奈良県橿原市内膳町5-2-8 0744-22-2772

ユニスタイル王寺 奈良県北葛城郡王寺町本町1-90-1 0745-32-0033

真美ケ丘センター 奈良県香芝市真美ケ丘1-14-9 0745-79-0807

学園前センター 奈良県奈良市学園1-14-10 0742-40-5050

ユニスタイル高の原 奈良県奈良市右京1丁目3-4 サンタウンプラザすずらん館2F 0742-71-5068

生駒センター 奈良県生駒市谷田町833-1 0743-75-6006

岡定楽器店 御坊センター 和歌山県御坊市薗110-5 0738-22-1590

●中四国
店名 拠点名 所在地 予約電話番号 担当者

キハラ楽器 東広島センター 広島県東広島市西条岡町10-26 多治見ビル6F 082-423-7253 木原（広）、岡

●九州
店名 拠点名 所在地 予約電話番号 担当者

木下楽器店 本店久留米センター 福岡県久留米市天神町132 0942-38-1111

※リストは随時更新いたします。本リストは2016年2月16日時点のものです。

コウキ商事


