デスクトップPC

ノートPC
＆タブレットPC

ゲームPC
(G-Tune)

クリエイターPC
(DAIV)

iiyama ホーム

ビジネスPC
(MousePro)

製品一覧

iiyamaホーム

周辺機器
＆IoT製品

iiyama
液晶ディスプレイ

スペシャルサイト

セール・特集
キャンペーン

アウトレット＆
即納モデル

サポート情報

サポート情報

店舗情報

お知らせ

店舗情報

（注）一部商品につきましてはお時間をいただくことがございます。
※ダイレクトショップでは、通信販売でご注文された商品の受け渡しは行っておりません。
※店舗により定休日が異なりますので、ご来店前にご確認下さい。
※メールでのお問い合わせにはお答え致しかねますのでご了承下さい。

店舗営業再開のお知らせ
2020.5.26 更新
平素より当社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
株式会社マウスコンピューターは、緊急事態宣言解除を受け、下記店舗の営業を再開致します。
■営業再開店舗
・秋葉原ダイレクトショップ （5月27日から再開）
・G-Tune:Garage秋葉原 （5月27日から再開）
・春日部ダイレクトショッププラス （5月28日から再開）
・ヨドバシAkiba （5月30日から再開）
なお、下記店舗につきましては通常通り営業しております。
■営業店舗
・名古屋ダイレクトショップ
・仙台ダイレクトショップ
・大阪ダイレクトショップ
・G-Tune:Garage大阪
・博多ダイレクトショップ
店舗では、お客様および従業員の健康と安全に配慮するとともに、さらなる感染拡大を防ぐため当面の間、下
記の対応を行います。
○販売スタッフのマスク着用
○手指の消毒液設置
○ビニールカーテンの設置
○入場規制
ご不明な点がございましたら、各店舗までご連絡ください。
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

店舗一覧
名古屋ダイレクトショップ
住所

〒460-0011
愛知県名古屋市中区大須3-10-35
MultinaBox 1階
地下鉄名城線、 鶴舞線 上前津駅より徒歩4
分

連絡先

TEL 052-269-0217 / FAX 052-269-0218
nagoya@mouse-jp.co.jp

営業時間 11:00～19:30

仙台ダイレクトショップ
住所

〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-10‐1
ヒューモスファイヴ2階
JR東北本線（黒磯～利府・盛岡）仙台駅
西口 ペデストリアンデッキ直結 1分

連絡先

TEL 022-724-7740 / FAX 022-724-7741
sendai@mouse-jp.co.jp

営業時間 11:00～19:30

秋葉原ダイレクトショップ
住所

〒101-0021
東京都千代田区外神田1-2-4
JR、つくばエクスプレス、東京メトロ日比谷
線
秋葉原駅から徒歩2分

連絡先

TEL 03-5209-3474 / FAX 03-5298-1454
akiba@mouse-jp.co.jp

営業時
間

11:00～19:30
※2020年5月27日より営業再開

住所

〒101-0028
東京都千代田区神田花岡町1-1
ヨドバシAkibaビル 1階
JR、つくばエクスプレス、東京メトロ日比谷
線
秋葉原駅から徒歩1分

連絡先

TEL 03-6206-0253 / FAX 03-6206-0254

営業時
間

9:30～22:00
※2020年5月30日より営業再開

マウスコンピューター ヨドバシAkiba店

大阪ダイレクトショップ
住所

〒556-0005
大阪府大阪市浪速区日本橋4-12-2
地下鉄堺筋線恵美須町駅
1-B出口から左(北)方面に徒歩4分

連絡先

TEL 06-4396-6311 / FAX 06-4396-6388
osaka@mouse-jp.co.jp

営業時間 11:00～19:30

春日部ダイレクトショップ プラス
住所

〒344-0062
埼玉県春日部市粕壁東1-21-21
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）
春日部駅東口より徒歩10分
匠大塚 春日部本店 正面向かい

連絡先

TEL 048-760-1600 / FAX 048-763-1177
kasukabe@mouse-jp.co.jp

営業時間 11:00～19:00 / 火曜・水曜定休
※2020年5月28日より営業再開

博多ダイレクトショップ
住所

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-2-22
JR博多駅 筑紫口より徒歩5分

連絡先

TEL 092-452-7001 / FAX 092-452-7007
fukuoka@mouse-jp.co.jp

営業時間 11：00～19：30 / 火曜定休

G-Tune : Garage 秋葉原店
住所

〒101-0021
東京都千代田区外神田3-13-7
JR、つくばエクスプレス、東京メトロ日比谷
線
秋葉原駅 電気街口から徒歩 5 分
東京メトロ銀座線
末広町駅1・3番出口から徒歩 3 分
ベルサール秋葉原近く

連絡先

TEL 03-3526-6881 / FAX 03-3526-6880
g-tune-garage@mouse-jp.co.jp

営業時
間

11：30～20：00
※2020年5月27日より営業再開

G-Tune : Garage 大阪店
住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中2-1-15
大阪市営地下鉄 御堂筋線 なんば駅
NAMBAなんなん E8・E9出口から徒歩3分
南海電鉄 南海本線 なんば駅から徒歩3分

連絡先

TEL 06-6586-6323 / FAX 06-6586-6333
g-tune-osaka@mouse-jp.co.jp

営業時間 11：30～20：00
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