提出先楽器店一覧 （順不同）
＊本応募は、下記楽器店からヤマハ音楽振興会に申請することになります。応募方法は、各楽器店にお問い合わせください。
〔北海道〕
（株）エルム楽器 本社
（株）エルム楽器 千歳支店
（株）エルム楽器 室蘭支店
（株）エルム楽器 釧路支店
（株）さしかわ
（株）さしかわ 名寄支店
（株）帯広旭楽器商会
（株）ヤマハミュージックリテイリング
（株）ヤマハミュージックリテイリング
（株）ヤマハミュージックリテイリング
（株）ヤマハミュージックリテイリング
（株）ヤマハミュージックリテイリング

札幌店
苫小牧店
函館店
旭川店
北見店

006-0003
066-0038
050-0074
085-0046
077-0042
096-0012
080-0017
060-0004
053-0016
041-0806
070-0034
090-0054

札幌市手稲区西宮の沢3条2丁目1-8
千歳市信濃3-18-10
室蘭市中島町1-19-2
釧路市新橋大通4-2-1
留萌市開運町2-5-1
名寄市西2条南8－16
帯広市西7条南17-11
苫小牧市寿町2丁目3-11
函館市美原2-39-3
旭川市4条通8 日本生命4条通ビル
北見市双葉町1-1-7

（011）350-1111
（0123）24-7118
（0143）44-1156
（0154）23-4471
（0164）42-2205
（01654）3-9081
（0155）26-2087
（011）252-2023
（0144）32-7248
（0138）34-3400
（0166）27-0616
（0157）36-1201

札幌市中央区北4条西6丁目3-3 六花亭札幌本店ビル3Ｆ（鍵盤フロア）

〔青森〕
トーオー楽器（株）弘前センター
（株）東京堂
（株）東京堂 八戸店
（株）東京堂 青森店

036-8017
035-0071
031-0001
030-0843

弘前市西川岸町2-1
むつ市小川町1-6-1
八戸市類家4-22-20
青森市浜田3-1-1 ドリームタウンＡＬｉ2Ｆ

（0172）33-8511
（0175）22-3241
（0178）51-8120
（017）763-0720

〔秋田〕
（株）楽器の店カネキ
（株）ヤマハミュージックリテイリング 秋田店

013-0024
010-0001

横手市田中町8-5
秋田市中通り4-1-5

（0182）32-3864
（018）835-5091

〔岩手〕
（株）東山堂 ランディア東山堂 津志田店
（株）正時堂 本店

020-0838
025-0086

盛岡市津志田中央3-18-22
花巻市鍛冶町5-14

（019）637-0077
（0198）23-3144

〔山形〕
（株）富岡本店
（有）イケダ楽器
（株）菅野時計店
（株）長井理研 音楽アズム舘

990-0042
998-0024
995-0034
993-0014

山形市七日町2-1-8
酒田市御成町14-20
村山市楯岡五日町8-44
長井市小出3747

（023）641-0644
（0234）24-7444
（0237）55-6111
（0238）84-3111

〔宮城〕
（株）三立 サンリツ一番町音楽センター
（株）スガワラ楽器 メロディハウス
（株）ヤマハミュージックリテイリング 仙台店

980-0811
989-5625
980-0811

仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急仙台ビル8F （022）263-1820
栗原市志波姫堀口見渡16-6
（0228）22-5858
仙台市青葉区一番町2-6-5
（022）227-8512

〔福島〕
（有）日野屋楽器店
（有）白水堂 MUSIC PLAZA白水堂 会津若松店
（株）キクヤ楽器店
（有）ヲガタ楽器 フォルテ館
（資）タカノ楽器
（株）オアシス楽器店オアシス音楽センター
（株）ヤマハミュージックリテイリング 郡山店

960-8034
965-0875
970-8026
961-0968
975-0003
976-0042
963-8026

福島市置賜町7-4
会津若松市米代2-2-5
いわき市平字2-21
白河市大手町5-10
南相馬市原町区栄町3-16
相馬市中村字北町91-1
郡山市並木3-5-1

（024）523-0191
（0242）36-6601
（0246）25-4002
（0248）24-6800
（0244）22-3158
（0244）35-2863
（024） 924-1162

〔東京〕
（株）山野楽器 銀座本店5F 管楽器フロア
（株）宮地商会 小金井店ショールーム
（株）日本屋楽器 本社センター
エークラスミュージック（株）
（株）松栄楽器店
スガナミ楽器（株） 教室事業部
スガナミ楽器（株） 経堂店
いけぶくろ楽器（株） ときわ台センター
（株）東音楽器
（株）サクライ楽器 成増本店センター
スター楽器（株）
（株）ヤマハミュージックリテイリング 銀座店
（株）ヤマハミュージックリテイリング 池袋店

104-0061
184-0004
130-0012
170-0002
164-0012
194-0021
156-0051
174-0072
176-0002
175-0094
146-0082
104-0061
171-0022

中央区銀座4-5-6
小金井市本町5-14-10
墨田区太平3-12-10
豊島区巣鴨1-19-16
中野区本町4-19-13
町田市中町1-16-2
世田谷区宮坂2-19-5 松原ﾋﾞﾙ3F
板橋区南常盤台1-20-7
練馬区桜台4-1-6
板橋区成増1-28-21
大田区池上3-41-12
中央区銀座7-9-14
豊島区南池袋1-25-11 第15野萩ビル1F楽器売場

（03）5250-1062
（042）385-5585
（03）3624-5831
（03）3944-1353
（03）3382-0666
（042）722-3537
（03）3425-9151
（03）3958-9241
（03）3993-7491
（03）3939-6201
（03）3755-2131
（03）3572-3171
（03）3988-2911

〔神奈川〕
（株）有隣堂 ミュージックセンター
（株）ハマヤ楽器 戸塚店
（株）山響楽器 中山店
（株）フレンド楽器 ソナーレ
（株）オクターヴ 横須賀中央センター
京浜楽器（株） 百合丘センター
（株）大村楽器店 リベルテ大村
（株）厚木楽器 本厚木店
（株）音教楽器店
相模楽器（株） 横山店
（株）ヤマハミュージックリテイリング 横浜店

244-8585
244-0817
226-0011
236-0042
238-0008
215-0011
250-0011
243-0018
225-0002
229-1122
220-0004

横浜市戸塚区品濃町881-16
横浜市戸塚区吉田町118-1 OCﾋﾞﾙ2F
横浜市緑区中山町305-8
横浜市金沢区釜利谷東2-16-27
横須賀市大滝町2-18
川崎市麻生区百合丘1-19-8
小田原市栄町2-13-22
厚木市中町4-5-10
横浜市青葉区美しが丘1-5-4
相模原市横山3-30-1
横浜市西区北幸2-5-3 アスカビル8F

（045）825-5506
（045）864-8186
（045）933-6211
（045）784-3331
（046）826-3839
（044）966-4538
（0465）22-7134
（046）222-1293
（045）901-4511
（042）753-0313
（045）314-8251

〔埼玉〕
（株）谷田楽器店
栗原楽器（株）
（有）柏屋楽器 浦和ミュージックプラザ
（株）ニコニコ堂 本店
（株）キノシタ楽器
（株）昭和楽器 春日部店
（株）和幸 大宮店
（株）ミリオン楽器

360-0042
350-0046
330-0062
330-0802
359-0041
344-0067
330-0854
341-0018

熊谷市本町1-165-1
川越市菅原町9‐16 稲生ビル2階
さいたま市浦和区仲町1-1-5
さいたま市大宮区宮町1-40
所沢市中新井1‐862‐1
春日部市中央1-44-10
さいたま市大宮区桜木町2-8-2 3F
三郷市早稲田4-6-10

（048）521-5721
（049）222‐6434
（048）822-5391
（048）729-7231
（04）2943‐3411
（048）737-0300
（048）647-1811
（048）958-6045

〔千葉〕
（株）伊藤楽器 イトウミュージックサロン船橋
（株）オワリヤ楽器
（株）コンドー楽器
（株）ヤマハミュージックリテイリング 千葉店

273-0005
288-0041
292-0805
260-0026

船橋市本町1-9-9 ルナパーク船橋3F
銚子市中央町15-3
木更津市大和3-2-19

（047）495-3001
（0479）22-0711
（0438）23-5511
千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティセンター内 （043）247-6611

〔茨城〕
（株）川又楽器店
セイワ楽器（株） 取手楽器館
（株）ヤマハミュージックリテイリング 水戸店
（株）ヤマハミュージックリテイリング つくば店

310-0026
302-0034
310-0852
305-0051

水戸市泉町2-3-4
取手市戸頭2-49-22
水戸市笠原町1442-25
つくば市二の宮1-1-8

（029）221-8608
（0297）78-7888
（029）244-6661
（029）851-6551

〔栃木〕
（株）上野楽器
（株）ルンビニー楽社
（有）オンダ楽器 ハーモニープラザ
（株）ヤマハミュージックリテイリング 小山店

320-0802
321-1261
327-0831
323-0034

宇都宮市江野町4-6
日光市今市794
佐野市浅沼町861
小山市神鳥谷1-1-36

（028）633-4286
（0288）22-2345
（0283）23-0682
（0285）22-2493

〔群馬〕
（株）煥乎堂音楽センター
（株）オトワ楽器 ハミングパーク松原
鈴木楽器（株） 太田本町店
（株）ヤマハミュージックリテイリング 高崎店

371-0023
374-0016
373-0057
370-0069

前橋市本町1-2-13
館林市松原1-17-56
太田市本町15-29
高崎市飯塚町413-1

（027）235-8120
（0276）76-7013
（0276）22-7700
（027）361-4273

〔新潟〕
（株）北越楽器 本店
（株）北越楽器 南新潟センター
（株）北越楽器 三条店
（株）わたじん 柏崎ララフィ
（株）わたじん 新発田センター
（株）わたじん ユニスタイル新潟センター
二葉商事（株）
（株）ヤマハミュージックリテイリング 新潟店

940-0061
950-0941
955-0047
945-0811
957-0065
950-0911
943-0832
950-0082

長岡市城内町2-6-6
新潟市中央区女池5-3-6
三条市東三条1-11-7
柏崎市岩上2-18
新発田市舟入町3-13-19
新潟市中央区笹口3-16-36
上越市本町5-3-27
新潟市中央区東万代町1-30

（0258）35-7766
（025）280-9131
（0256）34-3959
（0257）23-5795
（0254）26-5455
（025）241-8107
（025）525-1105
（025）243-4317

〔長野〕
（株）ヒオキ楽器 本店
（株）ミュージックプラザオグチ 松本センター
（株）オグチ楽器

380-0936
390-0815
394-0027

長野市岡田町166-1
松本市深志1-2-8 ノバビル3F
岡谷市中央町3-3-1

（026）291-6438
（0263）33-5562
（0266）23-2189

〔山梨〕
内藤楽器（株） 本社

400-0053

甲府市大里町2195

（055）243-8200

〔愛知〕
日響楽器（株）
ヨモギヤ楽器（株）
（株）矢木楽器店
（株）第一楽器 植田店
大森楽器（株）
星川楽器（株）
（株）マツイシ楽器店
（株）ツルタ楽器
名曲堂楽器（株）
（株）花井楽器
（株）オリエント楽器
（株）ヤマハミュージックリテイリング 名古屋店

464-0848
456-0031
454-0877
468-0058
491-0862
492-8145
475-0859
446-0031
447-0044
476-0013
442-0818
460-8588

名古屋市千種区春岡1-4-9
名古屋市熱田区神宮2-1-5
名古屋市中川区八田町1902
名古屋市天白区植田西3-1120
一宮市緑2-2-5
稲沢市正明寺3-125
半田市天王町2-27-6
安城市朝日町12-11
碧南市末広町2-80
東海市中央町1-307 1st ABCビル2F
豊川市中条町今宮36-6
名古屋市中区錦1-18-28

（052）751-6161
（052）681-0251
（052）352-0568
（052）803-2515
（0586）24-0027
（0587）32-2596
（0569）21-3158
（0566）75-1931
（0566）41-0489
（0562）33-7511
（0533）84-3140
（052）201-5151

〔岐阜〕
（株）松栄堂楽器 本店
（株）松栄楽器
（株）シノダ楽器 本店

500-8833
503-0824
501-3252

岐阜市神田町1-8-3
大垣市旭町1-1
関市山王通1-3-27

（058）265-0481
（0584）81-6211
（0575）22-5432

〔三重〕
（株）第一楽器 本社
村井楽器（株） 本社

510-0075
516-0078

四日市市安島2-3-32
伊勢市曽祢1-10-23

（059）359-3366
（0596）23-1125

〔静岡〕
（株）丹沢楽器店
（有）やまがた楽器店
（有）もちづき楽器
すみやグッディ（株） 本社
（株）兵藤楽器店 本店
（株）足立楽器店
（株）ヤマハミュージックリテイリング 浜松店

410-0801
411-0855
424-0829
422-8043
436-0068
432-8021
430-0933

沼津市大手町4-7-8
三島市本町11-5
静岡市清水区巴町10-24
静岡市駿河区中田本町56-5 2F
掛川市御所原20-6
浜松市中区佐鳴台6-1-5
浜松市中区鍛冶町321-6

（055）962-1111
（055）975-0207
（054）353-2314
（054）669-5776
（0537）23-0245
（053）447-2100
（053）454-4111

〔富山〕
（株）開進堂楽器 楽器センター富山
（有）ミヤコ楽器店

930-0992
930-0083

富山市新庄町3-13-7
富山市総曲輪2-8-42

（076）433-0165
（076）421-3135

〔石川〕
（株）開進堂楽器 楽器センター金沢

920-0025

金沢市駅西本町6-3-21

（076）221-1544

〔福井〕
（株）松木屋
（株）音調店

910-0859
915-0074

福井市日之出5-16-14
越前市蓬莱町6-19

（0776）52-3060
（0778）23-6300

〔大阪〕
三木楽器（株） 開成館
541-0057
（株）玉田ピアノ商会
532-0034
（株）ワタナベ楽器店
545-0053
大東楽器（株） 教室普及部
572-0838
（資）井村
564-0023
（株）小阪楽器店
577-0056
三響楽器（株） 泉ヶ丘支店
590-0117
（株）ヤマハミュージックリテイリング 大阪なんば店 550-0015
（株）ヤマハミュージックリテイリング 千里店
560-0082
（株）ヤマハミュージックリテイリング 堺店
590-0985

大阪市中央区北久宝寺町3-3-4
大阪市淀川区野中北2-7-25
大阪市阿倍野区松崎町2-10-22 コーシンビル3F
寝屋川市八坂町16-4 樋口第5ﾋﾞﾙ4F
吹田市朝日町18-11
東大阪市長堂1-18-22
堺市南区高倉台2-8-1
大阪市西区南堀江1-2-13 ヤマハ大阪ビル1F
豊中市新千里東町1-5-2 セルシー5F
堺市堺区戎島町3丁22-1

（06）6252-1820
（06）6150-1185
（06）6622-2310
（072）843-0670
（06）6381-7074
（06）6783-1461
（072）291-7291
（06）6531-8202
（06）6831-6835
（072）222-0400

〔京都〕
（株）JEUGIA 三条本店 6F

604-8036

京都市中京区三条通新京極角

（075）255-1570

〔滋賀〕
（株）イケダ光音堂
（有）イシオカ楽器
ロマン楽器（株）

526-0021
528-0037
525-0050

長浜市八幡中山町477 風の街ビル
（0749）63-7311
甲賀市水口町本綾野566-1 アル・プラザ水口2F （0748）62-5541
草津市南草津5-3-3
（077）561-3808

〔奈良〕
コウキ商事（株）本社

632-0078

天理市杉本町351-4

（0743）63-0850

〔和歌山〕
（株）服部楽器店
（株）宮井平安堂
（株）岡定楽器店 御坊センター
（有）富永 紀北センター
（有）富永 海南センター

640-8137
640-8033
644-0002
649-6223
642-0031

和歌山市吹上1-2-20
和歌山市本町1-18
御坊市薗110-5
岩出市高塚144
海南市築地1番地

（073）424-4441
（073）426-2341
（0738）22-1590
（0736）62-2008
（073）482-4323

〔兵庫〕
（株）オクダ楽器店
（株）文化堂
菅波楽器（株）明石支店 明石ショップ
新響（株） 西宮北口オーパス店
（株）岡楽器店
（株）ヤマハミュージックリテイリング 神戸店

675-0065
670-0922
673-0891
663-8204
668-0042
650-0022

加古川市加古川町篠原町14-3
姫路市二階町26番地
明石市大明石町2-3-18
西宮市高松町10-2
豊岡市京町8-16
神戸市中央区元町通2-7-3

（079）424-2018
（079）281-5555
（078）913-0123
（0798）64-1031
（0796）23-0030
（078）321-1193

〔鳥取〕
（有）アコヤ楽器店

680-0037

鳥取市元町318

〔岡山〕
（株）中国楽器
（株）ヤマハミュージックリテイリング 岡山店
（株）ヤマハミュージックリテイリング 倉敷店

719-1136
700-0822
710-0826

総社市駅前2-2-30
（0866）93-4000
岡山市北区表町1-5-1 岡山シンフォニービル2F （086）224-5331
倉敷市老松町4-8-1
（086）422-7331

〔広島〕
菅波楽器（株）
（株）マスハラ楽器
（株）ワタナベミュージックラボ ワタナベ楽器営業部
（株）キハラ楽器 本社事務所
（株）ヤマハミュージックリテイリング 広島店

720-0065
722-0026
723-0014
739-0024
730-8628

福山市東桜町7-1
尾道市栗原西2-5-3
三原市城町2-2-3
東広島市西条町御薗宇718-31
広島市中区紙屋町1-1-18

（084）923-6152
（0848）23-7100
（0848）63-2180
（082）423-7253
（082）244-3666

〔山口〕
（株）渕田楽器店 ふちだ音楽センター
（株）イトオ楽器店

740-0018
756-0835

岩国市麻里布1-5-24
山陽小野田市セメント町2-1

（0827）24-2200
（0836）83-2527

〔島根〕
（有）井上楽器店

690-0887

松江市殿町341

（0852）21-2918

〔香川〕
（株）大阪屋
（株）秋山楽器店
（株）スズキ楽器 ユニスタイル高松サン・フラワー
（株）スズキ楽器 パル小豆島
（株）ヤマハミュージックリテイリング 高松店

768-0060
762-0001
760-0078
761-4101
760-0029

観音寺市観音寺町甲3082-3
坂出市京町3-7-51
高松市今里町3-1
小豆郡土庄町甲976-1
高松市丸亀町9-3

（0875）25-2201
（0877）46-4814
（087）865-5511
（0879）62-0924
（087）851-7777

〔徳島〕
（株）黒崎楽器

770-0842

徳島市通町1-18

（088）653-6677

〔愛媛〕
（株）ヤマハミュージックリテイリング 松山店
（株）ヤマハミュージックリテイリング 新居浜店

790-0011
792-0812

松山市千舟町4-3-7
新居浜市坂井町2-4-23

（089）941-1277
（0897）37-2730

〔高知〕
（有）高知楽器

780-0870

高知市本町2-2-3

（088）822-8422

814-0013
811-3217
806-0021
830-0033
832-0023
810-0001
802-0006
（株）ヤマハミュージックリテイリング 福岡店 飯塚センタ－ 820-0040

福岡市早良区藤崎1-21-16
福津市中央6-20-8
北九州市八幡西区黒崎2-6-8
久留米市天神町132
柳川市京町58-9
福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡B1F
北九州市小倉北区魚町1-1-1
飯塚市吉原町2-15 大和ビル3F

（092）843-0007
（0940）42-0680
（093）631-0506
（0942）38-1111
（0944）74-0333
（092）721-7621
（093）531-4331
（0948）22-4485

〔佐賀〕
（株）文化堂
（株）中央楽器

847-0011
840-0831

唐津市栄町2583-14
佐賀市松原1-4-5

（0955）73-1230
（0952）29-1678

〔長崎〕
（株）絃洋会
（有）横浜屋
（株）ヤマハミュージックリテイリング 長崎営業所

850-0853
855-0805
850-0832

長崎市浜町7-13
島原市堀町196
長崎市油屋町1-32 金光ビル2Ｆ

（095）821-2326
（0957）62-2963
（095）826-2275

〔熊本〕
（株）大谷楽器店
（株）有明楽器
（株）有明楽器 八代支店

860-0845
862-0910
866-0852

熊本市中央区上通町7-1
熊本市東区健軍本町54-12
八代市大手町1-9-25

（096）355-2248
（096）369-8282
（0965）34-5115

〔鹿児島〕
（株）十字屋

892-0827

鹿児島市中町2-14 ミュ－ジックスペ－スクロスB1F （099）225-3131

〔大分〕
（株）ミュージックストアナガト

870-0839

大分市金池南1-2-12

（097）514-1127

〔宮崎〕
（株）西村楽器

880-2105

宮崎市大塚台西1丁目1-44

（0985）48-3224

〔沖縄〕
文教楽器（株） 文教ハーモニー那覇店

900-0021

那覇市泉崎2-1-4

（098）854-1313

〔福岡〕
（株）日本楽芸社
（株）河島楽器店
（株）河島楽器店北九州
（株）木下楽器店
小川楽器（株）
（株）ヤマハミュージックリテイリング 福岡店
（株）ヤマハミュージックリテイリング 小倉店

（0857）23-1331

