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地域 店名 郵便番号 住所 TEL

山形県 上新電機 山形嶋店 990-0885 山形市嶋北２丁目　４番１５号 023-682-7411

山形県 上新電機 米沢店 992-0057 米沢市成島町３丁目　２番８８−１１号 0238-21-2511

埼玉県 上新電機 アリオ川口店 332-0033 川口市並木元町　１番７９号　アリオ川口２Ｆ 048-257-4811

埼玉県 上新電機 羽生イオンモール店 348-0039 羽生市川崎２丁目　２８１−３　イオンモール羽生１Ｆ 048-563-3141

埼玉県 上新電機 浦和美園イオンモール店 336-0967 さいたま市緑区美園５丁目　５０番地１　イオンモール浦和美園１Ｆ 048-878-7311

埼玉県 上新電機 狭山イオン店 350-1333 狭山市上奥富　１１２６−１　イオン狭山店２Ｆ 04-2952-1611

埼玉県 上新電機 鴻巣店 369-0131 鴻巣市袋　７６３−２ 048-549-3811

埼玉県 上新電機 草加まつばら店 340-0043 草加市草加３丁目　９−１３ 048-944-9411

千葉県 上新電機 市川大野店 272-0805 市川市大野町１丁目　１９−１ 047-303-6811

千葉県 上新電機 松戸店 270-0023 松戸市八ケ崎８丁目　３５−１７ 047-348-8511

千葉県 上新電機 船橋イオンモール店 273-0045 船橋市山手１丁目　１−８　イオンモール船橋２Ｆ 047-434-6311

東京都 上新電機 王子店 114-0004 北区堀船１丁目　２３番１３号 03-5959-2311

東京都 上新電機 西東京保谷店 202-0015 西東京市保谷町５丁目　８番８号 042-462-0711

東京都 上新電機 板橋前野店 174-0063 板橋区前野町３丁目　２０−１ 03-3967-3511

神奈川県 上新電機 厚木下荻野店 243-0203 厚木市下荻野　１２００番地１ 046-243-2811

神奈川県 上新電機 相模原小山店 252-0205 相模原市中央区小山３丁目　３７−１　コーナン相模原小山モール２Ｆ 042-770-1511

新潟県 上新電機 燕三条店 959-1232 燕市井土巻４丁目　１７５番地 0256-66-0611

新潟県 上新電機 亀貝店 950-2033 新潟市西区亀貝　１３４０ 025-268-0511

新潟県 上新電機 佐渡店 952-1302 佐渡市市野沢　９９ 0259-57-3211

新潟県 上新電機 上越店 943-0171 上越市藤野新田　１１７６−２ 025-522-8211

新潟県 上新電機 新津店 956-0022 新潟市秋葉区さつき野４丁目　２０番２２号 0250-25-3911

新潟県 上新電機 新発田店 957-0065 新発田市舟入町３丁目　８番２６号 0254-23-0711

新潟県 上新電機 長岡愛宕店 940-0037 長岡市東栄１丁目　３番２８号 0258-33-0404

新潟県 上新電機 長岡古正寺店 940-2103 長岡市古正寺町　２１７番地 0258-28-8511

新潟県 上新電機 柏崎店 945-0821 柏崎市幸町　１−２８ 0257-22-0333

富山県 上新電機 魚津店 937-0041 魚津市吉島　９２８ 0765-22-1411

富山県 上新電機 高岡店 933-0904 高岡市新成町　１−１２ 0766-25-6003

富山県 上新電機 高岡蓮花寺店 933-0802 高岡市蓮花寺　２１０−１ 0766-22-8611

富山県 上新電機 射水店 939-0285 射水市本開発　７０１番地 0766-55-3011

富山県 上新電機 砺波店 939-1363 礪波市太郎丸２丁目　５番地 0763-34-5811

富山県 上新電機 富山南店 939-8073 富山市大町　１３７番８ 076-495-9101

富山県 上新電機 富山本店 930-0985 富山市田中町４丁目　１４−８３ 076-442-2131

富山県 上新電機 立山店 930-0275 中新川郡立山町利田　６３３ 076-462-2711

石川県 上新電機 羽咋店 925-0026 羽咋市石野町ト　５ 0767-22-3866

石川県 上新電機 金沢本店 920-0069 金沢市戸板西２丁目　７番地 076-268-5533

石川県 上新電機 野々市店 921-8825 石川県野々市市三納1丁目144 076-246-8555

福井県 上新電機 敦賀店 914-0045 敦賀市古田刈　２８号１−１（アクロスプラザ敦賀内） 0770-25-1733

福井県 上新電機 福井本店 910-0837 福井市高柳１丁目　２０１ 0776-54-6800

長野県 上新電機 長野インター店 388-8019 長野市篠ノ井杵淵　４８０−１ 026-293-6811

岐阜県 上新電機 各務原イオンモール店 504-0943 各務原市那加萱場町　３−８　イオンモール各務原１Ｆ 058-389-5521

岐阜県 上新電機 岐阜カラフルタウン店 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6 イトーヨーカドー館2Ｆ 058-388-9911

岐阜県 上新電機 瑞穂店 501-0223 瑞穂市穂積字タリ　３１１０番１ 058-327-1911

岐阜県 上新電機 多治見店 507-0022 多治見市上山町１丁目　１７６番地 0572-25-6601

岐阜県 上新電機 大垣イオンモール店 503-0933 大垣市外野２丁目　１００　イオンモール大垣１Ｆ 0584-89-0771

静岡県 上新電機 焼津インター店 425-0092 焼津市越後島　３８５ 054-626-2211

愛知県 上新電機 アピタ長久手店 480-1124 長久手市戸田谷　９０１番地１　アピタ長久手店２Ｆ 0561-65-0211

愛知県 上新電機 クロスモール豊川店 442-0823 豊川市正岡町池田　６９４−１　クロスモール豊川モール棟２Ｆ 0533-83-5511

愛知県 上新電機 一ツ木店 448-0003 刈谷市一ツ木町３丁目　１０−４ 0566-27-8611

愛知県 上新電機 一宮尾西店 494-0002 一宮市篭屋２丁目　１番２５号 0586-46-2611

愛知県 上新電機 稲沢店 492-8601 稲沢市長野７丁目　１番２　リーフウォーク稲沢モール棟１Ｆ 0587-22-3111

愛知県 上新電機 蟹江店 497-0038 海部郡蟹江町桜１丁目　２１２番地 0567-94-2011

愛知県 上新電機 高蔵寺店 487-0011 春日井市中央台１丁目　２−２　サンマルシェ南館１Ｆ 0568-91-8611

愛知県 上新電機 小牧店 485-0033 小牧市郷中１丁目　５０ 0568-71-5911

愛知県 上新電機 新安城店 446-0072 安城市住吉町　荒曽根４３番地 0566-97-8211

愛知県 上新電機 大高イオンモール店 459-8016 名古屋市緑区南大高２丁目　４５０番地　イオンモール大高１Ｆ 052-623-7411

愛知県 上新電機 白土店 458-0836 名古屋市緑区白土　８０３番地 052-878-2411

愛知県 上新電機 半田店 475-0805 半田市浜田町３丁目　８番１号 0569-26-1811

愛知県 上新電機 名古屋みなとイオンモール店 455-0055 名古屋市港区品川町２丁目　１番６号　イオンモール名古屋みなと２Ｆ 052-654-7011

愛知県 上新電機 鳴海店 458-0847 名古屋市緑区浦里３丁目　２３２　なるぱーく２Ｆ 052-892-6811

愛知県 上新電機 木曽川イオンモール店 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ッヶ池25-1イオンモール木曽川2F 0586-87-3211

三重県 上新電機 伊勢ララパーク店 516-0007 伊勢市小木町　字曽祢５３８番地　イオンタウン伊勢ララパーク２Ｆ 0596-36-9211

三重県 上新電機 桑名イオンモール店 511-0863 桑名市新西方１丁目　３５番地　イオンモール桑名３番街１Ｆ 0594-25-3011

三重県 上新電機 四日市泊イオンタウン店 510-0883 四日市市泊小柳町　４番５−１号　イオンタウン四日市泊１Ｆ 059-348-4011

三重県 上新電機 松阪店 515-2122 松阪市久米町　１１７４−３ 0598-56-1711

BIGLOBEモバイル　取り扱い店舗一覧（上新電機）
店舗名を押下すると上新電機のHPに遷移します。
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三重県 上新電機 津城山イオンタウン店 514-1112 津市久居小野辺　１１３０−７　イオンタウン津城山２Ｆ 059-254-5711

三重県 上新電機 東員イオンモール店 511-0255 員弁郡東員町大字長深字築田　５１０−１ 0594-86-0711

三重県 上新電機 名張店 518-0445 名張市瀬古口　２２６ 0595-61-2411

三重県 上新電機 明和イオンモール店 515-0348 多気郡明和町中村　１２２３　イオンモール明和１Ｆ 0596-55-8111

三重県 上新電機 鈴鹿店 513-0833 鈴鹿市庄野共進２丁目　７番９号　アクロスプラザ鈴鹿内 059-375-1911

滋賀県 上新電機 近江今津店 520-1621 高島市今津町今津　１６８８番地　平和堂今津店２Ｆ 0740-22-2911

滋賀県 上新電機 近江八幡店 523-0015 近江八幡市上田町　１２７８−３　近江八幡サウスモール２Ｆ 0748-37-8911

滋賀県 上新電機 堅田アル・プラザ店 520-0242 大津市本堅田５丁目　２０−１０　アル・プラザ堅田３Ｆ 077-574-3344

滋賀県 上新電機 守山店 524-0012 守山市播磨田町　６８ 077-582-0351

滋賀県 上新電機 水口店 528-0058 甲賀市水口町北泉１丁目　１３１ 0748-63-8061

滋賀県 上新電機 西大津店 520-0002 大津市際川４丁目　１１番１号 077-510-2811

滋賀県 上新電機 草津イオンモール店 525-0067 草津市新浜町　３００番地　（イオンモール草津・モール棟１Ｆ） 077-569-4611

滋賀県 上新電機 草津店 525-0051 草津市木川町　３８９番地 077-565-4711

滋賀県 上新電機 長浜店 526-0021 長浜市八幡中山町　５５ 0749-62-9911

滋賀県 上新電機 東近江店 529-1404 東近江市宮荘町　６５ 0748-48-5911

滋賀県 上新電機 彦根店 522-0201 滋賀県彦根市高宮町１６１３－３ 0749-23-5411

京都府 上新電機 宇治店 611-0021 宇治市宇治樋ノ尻　７９−１　（ホームセンター・コーナン２Ｆ） 0774-21-9311

京都府 上新電機 亀岡店 621-0806 亀岡市余部町樋又　８０番地 0771-21-0211

京都府 上新電機 京都１ばん館 615-0014 京都市右京区西院巽町　３８番地 075-323-1511

京都府 上新電機 九条烏丸店 601-8041 京都市南区東九条南烏丸町　３１番地 075-693-5711

京都府 上新電機 桂川イオンモール店 601-8601 京都市南区久世高田町　３７６番１ 075-933-1311

京都府 上新電機 山科店 607-8134 京都市山科区大塚北溝町　２０番 075-593-1101

京都府 上新電機 城陽インター店 610-0102 城陽市久世　荒内３２５ 0774-55-5151

京都府 上新電機 長岡京店 617-0833 長岡京市神足四ノ坪　１番地２ 075-958-2301

京都府 上新電機 伏見店 612-8393 京都市伏見区下鳥羽渡瀬町　１０１ 075-605-1711

京都府 上新電機 福知山店 620-0922 福知山市字岩井　秋道８１−１ 0773-24-4770

京都府 上新電機 北野白梅町イズミヤ店 603-8326 京都市北区北野下白梅町６－１　イズミヤ白梅町店４F 075-463-3311

京都府 上新電機 六地蔵店 611-0001 宇治市六地蔵奈良町１８－１ 0774-32-6301

大阪府 上新電機 みのおキューズモール店 562-0034 箕面市西宿　１－１５－３０　みのおキューズモールセンター棟２Ｆ 072-729-0211

大阪府 上新電機 茨木店 567-0037 茨木市上穂東町　３−２３ 072-631-6651

大阪府 上新電機 羽曳が丘店 583-0864 羽曳野市羽曳が丘１０丁目　１７−１ 072-956-4511

大阪府 上新電機 河内長野店 586-0026 河内長野市寿町　１−８ 0721-52-2111

大阪府 上新電機 外環柏原店 582-0001 柏原市本郷５丁目　９６９番 072-920-6011

大阪府 上新電機 外環八尾店 581-0853 八尾市楽音寺１丁目　９３番 072-941-2611

大阪府 上新電機 蒲生店 536-0004 大阪市城東区今福西３丁目　２−２４　（関西スーパー２Ｆ） 06-6936-2001

大阪府 上新電機 岸和田店 596-0826 岸和田市作才町１丁目　３番１２号 072-437-1021

大阪府 上新電機 久宝寺店 581-0061 八尾市春日町１丁目　４番２８号 072-922-4311

大阪府 上新電機 狭山店 589-0031 大阪狭山市池之原３丁目　１０５２−１ 072-368-1621

大阪府 上新電機 光明池店 594-1101 和泉市室堂町　８２４−３６　コムボックス光明池１Ｆ 0725-55-5411

大阪府 上新電機 香里園アル・プラザ店 572--0028 寝屋川市日新町　５－５　アル・プラザ香里園３Ｆ 072-833-0311

大阪府 上新電機 高井田店 577-0066 東大阪市高井田本通４丁目　２−５ 06-6787-1811

大阪府 上新電機 高石店 592-0012 高石市西取石８丁目　４−２０ 072-262-2311

大阪府 上新電機 高槻大塚店 569-0034 高槻市大塚町５丁目　１番５号 072-672-2911

大阪府 上新電機 高槻店 569-1144 高槻市大畑町　２４−１０ 072-693-3111

大阪府 上新電機 堺インター店 590-0151 堺市南区小代　７４番地　ホームセンターコーナン２Ｆ 072-292-5311

大阪府 上新電機 堺中央環状店 591-8025 堺市北区長曽根町　１９１９−１ 072-240-3911

大阪府 上新電機 三国ヶ丘店 591-8031 堺市北区百舌鳥梅北町１丁　２５−１ 072-251-3011

大阪府 上新電機 四條畷イオンモール店 575-0001 四條畷市砂４丁目　３番２号　イオンモール四條畷３Ｆ 072-803-2111

大阪府 上新電機 住吉店 558-0042 大阪市住吉区殿辻１丁目　８番２１号 06-4700-3111

大阪府 上新電機 寝屋川店 572-0834 大阪府寝屋川市昭栄町18-1 072-820-5611

大阪府 上新電機 新石切店 579-8026 東大阪市弥生町　１６−１２（ホームセンターコーナン２Ｆ） 072-985-5721

大阪府 上新電機 新大阪店 532-0004 大阪市淀川区西宮原２丁目　２−１７　新大阪センイシティー３号館２Ｆ 06-6399-7511

大阪府 上新電機 吹田上新庄店 564-0034 吹田市西御旅町　６番５号 06-4860-7811

大阪府 上新電機 千里丘店 565-0811 吹田市千里丘上　５番５号 06-6878-9021

大阪府 上新電機 泉南イオンモール店 590-0535 泉南市りんくう南浜　３−１２　イオンモールりんくう泉南１Ｆ 072-482-9911

大阪府 上新電機 大東店 574-0053 大東市新田旭町　２番８号 072-870-6711

大阪府 上新電機 大日イオンモール店 570-0016 守口市大日東町　１番１８号　イオンモール大日シネマ側２Ｆ 06-4252-1411

大阪府 上新電機 鶴見店 538-0054 大阪市鶴見区緑１丁目　１８番１１号 06-6930-0021

大阪府 上新電機 東香里店 573-0073 枚方市高田１丁目　２０番５０号 072-807-2411

大阪府 上新電機 東大阪長田店 577-0016 東大阪市長田西６丁目　５−２２ 06-6745-7711

大阪府 上新電機 東大阪店 578-0944 東大阪市若江西新町３丁目　１番７号 06-6736-6111

大阪府 上新電機 藤井寺イオン店 583-0027 藤井寺市岡２丁目　１０−１１　イオン藤井寺ショッピングセンター２Ｆ 072-938-2111

大阪府 上新電機 南摂津店 566-0072 大阪府摂津市鳥飼西5丁目5-5 ホームセンターコーナン2F 072-654-6611

大阪府 上新電機 南津守店 557-0063 大阪市西成区南津守５丁目　２番１４号 06-6653-0211

大阪府 上新電機 日根野イオンモール店 598-0021 泉佐野市日根野　２４９６−１　イオンモール日根野別棟 072-467-1411

大阪府 上新電機 日本橋店 556-0005 大阪市浪速区日本橋５丁目　６−７ 06-6634-1211

大阪府 上新電機 美原店 587-0051 堺市美原区北余部　１４０番１ 072-369-0911

大阪府 上新電機 富田林店 584-0025 富田林市若松町西１丁目　１８１６−１ 0721-23-3511

大阪府 上新電機 平野うりわり店 547-0024 大阪市平野区瓜破４丁目　２番８号 06-6701-1411

大阪府 上新電機 平野加美店 547-0001 大阪市平野区加美北５丁目　６番４０号　ホームセンターコーナン２Ｆ 06-6796-6411
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大阪府 上新電機 豊中インター店 561-0857 豊中市服部寿町５丁目　１３０−３ 06-6867-6711

大阪府 上新電機 鳳店 593-8328 堺市西区鳳北町９丁　５１０ 072-262-5711

大阪府 上新電機 枚方店 573-1162 枚方市田口３丁目　４１−７ 072-848-1211

大阪府 上新電機 門真店 571-0077 門真市大橋町　２７−３５ 072-886-1151

大阪府 上新電機 和泉中央店 594-0041 和泉市いぶき野３丁目　１５番７号 0725-50-5011

兵庫県 上新電機 イオンタウン加古川店 675-0052 加古川市　東神吉町出河原８６２ 079-433-4711

兵庫県 上新電機 つかしん店 661-0001 尼崎市塚口本町４丁目　８−１　（つかしんひがしまち南館５Ｆ） 06-6426-2211

兵庫県 上新電機 伊丹昆陽イオンモール店 664-0027 伊丹市池尻４丁目　１番地１　イオンモール伊丹昆陽３Ｆ 072-778-6911

兵庫県 上新電機 加古川店 675-0131 加古川市別府町新野辺　４４０−１ 079-441-3411

兵庫県 上新電機 三宮１ばん館 651-0085 神戸市中央区八幡通３丁目　２−１６ 078-231-2111

兵庫県 上新電機 三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台１丁目　５ 079-563-7111

兵庫県 上新電機 三木青山イオン店 673-0521 三木市志染町青山３丁目　９ 0794-87-2551

兵庫県 上新電機 山崎イオン店 671-2545 宍粟市山崎町中井　７−４　イオン山崎店２Ｆ 0790-64-3111

兵庫県 上新電機 篠山店 669-2204 丹波篠山市杉　２６５−１ 079-590-2111

兵庫県 上新電機 社店 673-1431 加東市社　１１０２−１ 0795-42-5711

兵庫県 上新電機 手柄店 670-0966 姫路市延末　２０５−１ 079-225-6711

兵庫県 上新電機 神戸南イオンモール店 652-0844 兵庫県神戸市兵庫区中之島2-1-1イオンモール神戸南2F 078-652-5911

兵庫県 上新電機 神戸北町店 651-1233 兵庫県北区日の峰2丁目9-1 ミリオンタウン神戸北町1階 078-581-7111

兵庫県 上新電機 西宮ガーデンズ店 663-8204 西宮市高松町　１４−２　阪急西宮ガーデンズ本館４Ｆ 0798-68-6311

兵庫県 上新電機 西宮今津店 663-8226 西宮市今津港町　１番２６号　（ホームセンターコーナン２Ｆ） 0798-32-8001

兵庫県 上新電機 西宮店 662-0861 西宮市河原町　５−１１ 0798-71-1171

兵庫県 上新電機 西脇店 677-0017 西脇市小坂町　１４２ 0795-25-0411

兵庫県 上新電機 川西イオンタウン店 666-0124 川西市多田桜木１丁目　４−１　イオンタウン川西２Ｆ 072-793-1401

兵庫県 上新電機 川西店 666-0024 川西市久代６丁目　１−５　ホームセンターコーナン２Ｆ 072-758-7211

兵庫県 上新電機 太子店 671-1561 揖保郡太子町鵤　４１５−１ 079-277-1911

兵庫県 上新電機 淡路店 656-0122 南あわじ市広田広田　１１７−１ 0799-44-2711

兵庫県 上新電機 中山寺店 665-0874 宝塚市中筋５丁目　１０−２７　マーケットスクエア中山寺２Ｆ 0797-89-0211

兵庫県 上新電機 津名店 656-2224 淡路市大谷　９４０−１０ 0799-60-4711

兵庫県 上新電機 藤原台店 651-1302 神戸市北区藤原台中町１丁目　４番１号 078-982-2121

兵庫県 上新電機 灘店 657-0864 神戸市灘区新在家南町１丁目　２−２　サザンモールセカンドストリートＢ棟２Ｆ 078-843-7711

兵庫県 上新電機 尼崎杭瀬店 660-0821 尼崎市梶ケ島　１９−１　（ホームセンターコーナン２Ｆ） 06-6481-2411

兵庫県 上新電機 姫路大津イオンモール店 671-1146 姫路市大津区大津町２丁目　５番　イオンモール姫路大津１Ｆ 079-238-5911

兵庫県 上新電機 姫路東店 670-0826 姫路市楠町　１４０番１ 079-287-2911

兵庫県 上新電機 福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原　２９０６番 0790-24-3411

兵庫県 上新電機 豊岡店 668-0013 豊岡市中陰　５５３番地 0796-26-5211

兵庫県 上新電機 名谷ダイエー店 654-0154 兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-2ダイエー名谷店3F 078-793-2011

兵庫県 上新電機 明石大久保店 674-0068 明石市大久保町ゆりのき通３丁目　２番地 078-937-0811

兵庫県 上新電機 明石店 673-0028 明石市硯町３丁目　１２番５０号 078-929-8211

兵庫県 上新電機 竜野イオン店 679-4129 たつの市龍野町堂本　字五反田２５０−１　イオン竜野店３Ｆ 0791-62-5311

奈良県 上新電機 橿原店 634-0843 橿原市北妙法寺町　５５５−１ 0744-24-6601

奈良県 上新電機 郡山イオンモール店 639-1101 大和郡山市下三橋町　７４１−１７０　イオンモール大和郡山１Ｆ 0743-54-8611

奈良県 上新電機 郡山店 639-1115 大和郡山市横田町　６９３−１ 0743-59-2221

奈良県 上新電機 桜井店 633-0061 桜井市上之庄　２０６番地 0744-42-3151

奈良県 上新電機 上牧店 639-0214 北葛城郡上牧町大字上牧　１８５３ 0745-70-5711

奈良県 上新電機 新庄店 639-2113 葛城市北花内　４０−１ 0745-69-4551

奈良県 上新電機 大和高田店 635-0026 大和高田市大字神楽　２５０−１ 0745-21-5511

奈良県 上新電機 登美ヶ丘イオンモール店 630-0115 生駒市鹿畑町　３０２７番地　イオンモール奈良登美ヶ丘３Ｆ 0743-78-1711

奈良県 上新電機 東生駒店 630-0201 生駒市小明町　７４５−１ 0743-73-8211

奈良県 上新電機 奈良店 630-8013 奈良市三条大路４丁目　１−５８ 0742-33-2611

奈良県 上新電機 斑鳩店 636-0154 生駒郡斑鳩町龍田西５丁目　４番１４号 0745-75-8111

奈良県 上新電機 富雄南イオンタウン店 631-0054 奈良市石木町　１００−１ 0742-53-7311

和歌山県 上新電機 海南店 642-0031 海南市築地　１番９７号 073-483-3551

和歌山県 上新電機 岩出店 649-6235 岩出市西野　２５ 0736-61-7411

和歌山県 上新電機 橋本店 649-7202 橋本市高野口町伏原　８１８番地 0736-43-2351

和歌山県 上新電機 御坊店 644-0002 御坊市薗　３３６−１ 0738-23-2111

和歌山県 上新電機 田辺店 646-0011 田辺市新庄町　１６１９−１ 0739-24-1924

和歌山県 上新電機 有田川店 643-0032 有田郡有田川町天満　２９１−１ 0737-52-4911

和歌山県 上新電機 和歌山店 640-8319 和歌山市手平３丁目　１−４３ 073-425-1414

和歌山県 上新電機 和歌山北店 640-8442 和歌山市平井　１２０番地の１ 073-455-6111

岡山県 上新電機 アリオ倉敷店 710-0813 倉敷市寿町　１２−２　アリオ倉敷２Ｆ 086-435-7511

岡山県 上新電機 岡山岡南店 700-0866 岡山市北区岡南町２丁目　５番４４号 086-212-0511
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