
商号 株式会社マウスコンピューター

英文表記 MouseComputer Co.,Ltd.

設立 2006年10月2日 （株式会社MCJから新設分割し、設立）

本社所在地 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイス イーストタワー6階

連絡先 TEL 03-6739-3811（代表） FAX 03-6739-3821

資本金 1億円

決算期 3月

事業内容 パーソナルコンピュータ及び周辺機器の開発、製造、販売とそれに付随する一切の事業
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堀口 彰一
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従業員数 503名 （正社員のみ、2022年5月現在）

株主構成 株式会社MCJ 100% 

直営店舗 秋葉原  新宿  春日部  名古屋  大阪  福岡  仙台 

沿革 1993年（平成 5年）4月
1998年（平成10年）8月
2000年（平成12年）9月
2003年（平成15年）11月
2004年（平成16年）6月
2006年（平成18年）10月
2015年（平成27年）8月
2022年（令和4年）4月

創業者・髙島勇二がパソコン事業を立ち上げ 
有限会社エムシージェイ設立 
有限会社エムシージェイを株式会社に組織変更 
株式会社MCJへ商号変更 
株式会社MCJ 東証マザーズへ上場 （証券コード：6670） 
株式会社MCJ PC事業部門を新設分割により分社化し 株式会社マウスコンピューターを設立 
東京証券取引所市場第二部に市場変更 
株式会社MCJ 東京証券取引所の市場再編に伴い、スタンダード市場に移行

MCJグループ
(関連会社)

株式会社MCJ
株式会社ユニットコム
iiyama Corporation
R-Logic International Pte Ltd 
テックウインド株式会社
株式会社aprecio

グループ会社の統括および運営
オリジナルPC、PCパーツ、周辺機器等の販売
モニタの開発および販売
アジア地域におけるPCおよびIT機器の修理・サポート
PCおよびPC周辺機器パーツの卸売・販売
複合カフェの店舗運営

https://www.mcj.jp/
https://www.unitcom.co.jp/
https://iiyama.com/gl_en/
https://www.r-logic.com/
https://www.tekwind.co.jp/
https://www.aprecio.co.jp/

取引先金融機関 三井住友銀行　　三菱東京UFJ銀行　　みずほ銀行　　埼玉りそな銀行

取引先企業 日本マイクロソフト株式会社 インテル株式会社 日本AMD株式会社 株式会社アドテック アプライド株式会社
アマゾンジャパン株式会社 株式会社エディオン 株式会社大塚商会 株式会社サンキュー 株式会社システナ
シネックスインフォテック株式会社 ソフトバンク コマース＆サービス株式会社 株式会社ソフマップ ダイワボウ情報システム株式会社
株式会社ノジマ 株式会社ピーシーデポコーポレーション 株式会社ビックカメラ 株式会社ベイシア電器 株式会社ベスト電器
株式会社ヨドバシカメラ  他（順不同）

納入実績 東京大学　京都大学　大阪大学　名古屋大学　琉球大学　東北大学　広島大学　東京工業大学　電気通信大学　日本大学 
東海大学　早稲田大学　独立行政法人理化学研究所 飯山市役所　他（順不同） 

会社概要

個別業績
※2007年3月期実績は、
　2006年10月2日～2007年3月31日までの実績です。



●大阪営業所●本社 ●埼玉サービスセンター ●飯山工場

2022.8

所在地一覧
本社 〒100-0004

東京都千代田区大手町2-3-2
大手町プレイス イーストタワー6階

TEL 03-6739-3811(代表) FAX 03-6739-3821

大阪営業所 〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-15-17 4階 TEL 06-6556-6410 FAX 06-6556-6647

埼玉サービスセンター 〒344-0063 埼玉県春日部市緑町6-14-53 TEL 048-739-1311(代表) FAX 048-739-1315

飯山工場 〒389-2234 長野県飯山市木島500 （木島工業団地内） TEL 0269-81-2014 FAX 0269-81-2022

沖縄事業所 〒904-2142 沖縄県沖縄市登川2695番地 モバイルワークプラザ 1階 TEL 098-989-5091(代表) FAX 098-929-1858

米子コールセンター 〒683-0043 鳥取県米子市末広町311 イオン米子駅前店 4階 TEL 0859-30-2984(代表) FAX 0859-30-3284

秋葉原ダイレクトショップ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-2-4 TEL 03-5209-3474 FAX 03-5298-1454

新宿ダイレクトショップ 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-13-1 今佐ビル 1階 TEL 03-6258-5815 FAX 03-6258-5816

春日部ダイレクトショップ プラス 〒344-0062 埼玉県春日部市粕壁東1-21-21 TEL 048-760-1600 FAX 048-763-1177

名古屋ダイレクトショップ 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-10-35 MultinaBox 1階 TEL 052-269-0217 FAX 052-269-0218

大阪ダイレクトショップ 〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-12-2 TEL 06-4396-6311 FAX 06-4396-6388

福岡ダイレクトショップ 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-7-20 ARK TENJIN 1階 TEL 092-791-6854 FAX 092-791-6856

仙台ダイレクトショップ 〒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 TEL 022-724-7740 FAX 022-724-7741 

G-Tune : Garage 大阪店 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-1-15 TEL 06-6586-6323 FAX 06-6586-6333

マウスコンピューター ヨドバシAkiba店 〒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 TEL 03-6206-0253 FAX 03-6206-0254

●大阪ダイレクトショップ

●マウスコンピューター
　ヨドバシ Akiba店

●新宿ダイレクトショップ

● G-Tune : Garage
    大阪店

●仙台ダイレクトショップ

◆大阪府大阪市浪速区日本橋4-12-2

◆Osaka Metro堺筋線　恵美須町駅
　1-B出口から徒歩4分

◆営業時間 11：00～19：30

◆年末年始を除き無休

●福岡ダイレクトショップ

●秋葉原ダイレクトショップ

◆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　中央口・昭和通り出口から徒歩1分

◆営業時間 9：30～22：00

◆年中無休

●春日部ダイレクトショップ
　プラス

●名古屋ダイレクトショップ

◆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　電気街口から徒歩2分

◆営業時間 11：00～19：30

◆年末年始を除き無休

◆東京都新宿区西新宿1-13-1 今佐ビル 1階

◆JR、京王線、小田急小田原線他
　新宿駅　西口から徒歩3分

◆営業時間 11：00～19：30 

◆年末年始を除き無休

◆大阪府大阪市浪速区難波中2-1-15

◆Osaka Metro御堂筋線なんば駅
　NAMBAなんなん E8・E9出口から徒歩3分 
　南海本線　なんば駅　徒歩3分

◆営業時間 11：30～20：00

◆年末年始を除き無休

◆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　仙台駅　西口から徒歩1分
　ペデストリアンデッキ 直結

◆営業時間 11：00～19：30

◆元日を除き無休

◆愛知県名古屋市中区大須3-10-35
　MultinaBox 1階

◆名古屋市営地下鉄名城線、名古屋市営地下鉄鶴舞線
　上前津駅　徒歩4分
　パソコン工房 グッドウィル 名古屋大須店 店内

◆営業時間 11：00～19：30

◆年中無休

◆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　東口から徒歩10分
　匠大塚 春日部本店 正面向かい

◆営業時間 11：00～19：00

◆火曜定休

◆福岡県福岡市中央区天神2-7-20
　ARK TENJIN 1階

◆地下鉄空港線 天神駅 徒歩約5分

◆営業時間 11：00～19：30

◆年末年始を除き無休

【アクセス】
東京メトロ大手町駅：A5出口より徒歩1分（丸の内線・東西線・千代田線・半蔵門線）
JR東京駅：丸の内北口より徒歩7分


