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都道府県名 販売店名 郵便番号 住所 電話番号 ホームページ

北海道 ホビーショップタム・タム札幌店 004-0064 北海道札幌市厚別区厚別西４条２丁目８−７ スーパーセンタートライアル厚別店2F 011-375-0701 http://www.hs-tamtam.jp/shop/sapporo.html

仙台模型 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目11-17　CCR一番町1F 022-261-3489 【ネット通販有】http://www.sendai-mokei.co.jp

アベ模型 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-9-18TICビル1F 022-222-6622 【ネット通販有】http://abemokei.com/

ポポンデッタ　THE MALL 仙台長町店 982-0011 宮城県仙台市太白区長町7丁目20番 3号　THE MALL仙台長町3F 022-796-5677 http://www.popondetta.com/sendai/

ロクハン栃木本社ショールーム 328-0042 栃木県栃木市沼和田町7-27 0282-20-2365 http://www.rokuhan.com/news/2015/07/post-170.html

宇都宮ロコ模型 320-0062 栃木県宇都宮市東宝木町6−19 028-666-8378 sites.google.com/site/locomokei

㈱ ヨドバシカメラ マルチメディア宇都宮 321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 宇都宮西口ビル 028-616-1010 https://www.yodobashi.com/ec/store/0052/

北野模型店 329-0511 栃木県下野市石橋223-1 【ネット通販有】http://ktnmodel.sakura.ne.jp/

群馬県 明和模型店 374-0025 群馬県館林市緑町2-21-5 0276-74-1535 【ネット通販有】http://www.meiwamokei.com

㈲ トレインショップ 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常磐3-2-22 048-834-2305 【ネット通販有】http://shop.trainshop.com/

ホビーショップ　タム・タム　大宮店 337-0002 埼玉県さいたま市見沼区春野2-8　パトリア東大宮3F 048-688-9666 【ネット通販有】http://www.hs-tamtam.jp/shop/oomiya.html

㈱ ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都心駅前 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-6 コクーン3 B1F 048-688-9666 https://www.yodobashi.com/ec/store/0031/

モデルトレインプラス(基本的にお取り寄せのみ) 332-0021 埼玉県川口市西川口3-16-1　鈴木マンション102 048-242-5994 http://modeltrainplus.com/

ロクハン東京ショールーム 111-0042 東京都台東区寿3-15-7 03-6802-8898 http://www.rokuhan.com/news/2017/12/post-232.html

㈱ 天賞堂　銀座本店 104-0061 東京都中央区銀座3-8-12　大広朝日ビル4F 03-3562-0025 【ネット通販有】http://models-store.tenshodo.co.jp

マイホビー　キョーサン 190-0012 東京都立川市曙町2-4-9小町ビル2F 042-524-5141 【ネット通販有】http://www.kyosan.net

朝倉模型 183-0051 東京都府中市栄町2-1-17 042-361-4808 【ネット通販有】www.asakura-mokei.com/

ホビーショップ　タム・タム　秋葉原店 101-0021 東京都千代田区神田6-14-2さかい末広ビル5F 03-5816-5667 【ネット通販有】http://www.hs-tamtam.jp/shop/akihabara.html

㈱ ヨドバシカメラ　マルチメディアAkiba 101-0028 東京都千代田区神田花岡町1-1 03-5209-1010 https://www.yodobashi.com/ec/store/0018/

㈱ ヨドバシカメラ　新宿西口本店 160-0023 東京都新宿区西新宿1-11-1 03-3346-1010 https://www.yodobashi.com/ec/store/0011/

㈱ ヨドバシカメラ　マルチメディア吉祥寺 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-19-1 0422-29-1010 https://www.yodobashi.com/ec/store/0029/

Models IMON  秋葉原店 101-0021 東京都千代田区外神田1-9-9　内田ビル３Ｆ 03-5296-1900 【ネット通販有】https://www.imon.co.jp/MODELS/INDEX083.MBR/SHOP

Models IMON 池袋店 171-0021 東京都豊島区西池袋 １－１８－１ 五光ビル６Ｆ 03-5950-1067 【ネット通販有】https://www.imon.co.jp/MODELS/INDEX086.MBR/SHOP

Models IMON 大井店 140-0011 京都品川区東大井 ５－１５－３ IMON大井町ビル３Ｆ 03-3450-1211 【ネット通販有】https://www.imon.co.jp/MODELS/INDEX081.MBR/SHOP

Models IMON 渋谷店 150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-6-16 IMON道玄坂ビル７F 03-6809-0444 【ネット通販有】https://www.imon.co.jp/MODELS/INDEX087.MBR/SHOP

ホビーショップ　タム・タム　相模原店 252-0332 神奈川県相模原市南区西大沼1-5-5 042-752-2727 【ネット通販有】http://www.hs-tamtam.jp/shop/sagamihara.html

㈱ ヨドバシカメラ マルチメディア横浜 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 1-2-7 045-313-1010 【ネット通販有】https://www.yodobashi.com/ec/store/0033/

㈱ ヨドバシカメラ マルチメディア川崎ルフロン 210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 ルフロン4F 044-223-1010 【ネット通販有】https://www.yodobashi.com/ec/store/0034/

ミゼット　北松戸店 271-0064 千葉県松戸市上本郷2283-2 アールメゾン美津井１Ｆ 047-369-1309

ミゼット　新松戸店 270-0034 千葉県松戸市新松戸3-280　第２ゆりの木ビル1F 047-347-6779

長野県 ㈲ ホビーショップ　丸信 392-0007 長野県諏訪市清水1-2-20 0266-52-3287 【ネット通販有】http://www2u.biglobe.ne.jp/~suwako/

さの模型 420-0853 静岡県静岡市葵区追手町10-102　新中町ビル1F 054-253-6361 【ネット通販有】http://www2.wbs.ne.jp/~rt-sano/

ニコニコ堂模型店 411-0045 静岡県三島市萩258 055-987-4706

ホビーショップ　タム・タム　名古屋店 481-0045 愛知県名古屋市中之郷神明7 056-827-2777 【ネット通販有】http://www.hs-tamtam.jp/shop/nagoya.html

㈱ ヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋店 460-8430 愛知県名古屋市中区栄3-16-1 052-265-1010 https://www.yodobashi.com/ec/store/0085/

岐阜県 ホビーハウス・ビッグマン ㈲ 500-8227 岐阜県岐阜市北一色8丁目4-5 058-245-7563 【ネット通販有】https://mokeiyabigman.com/user_data/about/

ボークスホビースクエア　京都 600-8862 京都府京都市下京区七条御所ノ内中町60番地1Ｆ・2Ｆ 075-325-1175 http://www.volks.co.jp/jp/shop/kyoto_hs/

㈱ ヨドバシカメラ マルチメディア京都 600-8216 京都府京都市下京区京都駅前京都タワー横 075-351-1010 https://www.yodobashi.com/ec/store/0083/

㈱ ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 530-0011 大阪府大阪市北区大深町1-1 06-4802-1010 https://www.yodobashi.com/ec/store/0081/

上新電機　スーパーキッズランド本店 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-12-4 06-6634-0041 https://shop.joshin.co.jp/shopdetail.php?cd=1746

兵庫県 ㈱ れーるぎゃらりーろっこう 657-0025 兵庫県神戸市灘区高徳町4-1-21 078-841-7199 【ネット通販有】http://www.railgallery-r.com

山口県 モデルプラザ山口 753-0081 山口県山口市香山町6-10 083-921-0505 http://www.modepla.com

福岡県 趣味の店・鉄道模型屋 810-0032 福岡県福岡市中央区輝国2丁目11番45号 092-752-4771 【ネット通販有】https://syuminomise.jimdofree.com/

都道府県名 店舗名 郵便番号 住所 電話番号 ホームページ

栃木県 電車ごっこ1185 323-0822 栃木県小山市駅南町3丁目8番17号 070-4217-6651 https://densyagokko1185.storeinfo.jp/

神奈川県 Ark 衣笠店 238-0052 神奈川県横須賀市佐野町6-15 046-850-5750 https://ark.nnwork.net/index.htm

※店舗様によって品揃えのレベルは異なります。欲しい商品が明確な場合は、事前のお問合せをお勧めいたします。

ロクハン製品取扱い店・レンタルレイアウト設置店様リスト

お 取 扱 い 店 様 （ 実 店 舗 ）

千葉県

ホビーサーチ
Amazon.co.jp

http://www.1999.co.jp/rail

https://www.amazon.co.jp

静岡県

大阪府

埼玉県

宮城県

神奈川県

㈱ ヨドバシカメラ http://www.yodobashi.com

販　売　店　様　（イ　ン　タ　ー　ネ　ッ　ト　ネ　ッ　ト　シ　ョ　ッ　プ）

京都府

あみあみ http://slist.amiami.jp

Z ゲ ー ジ レ ン タ ル レ イ ア ウ ト 設 置 店 様 （ 実 店 舗 ）

栃木県

東京都

愛知県

Joshin ネットショッピング http://joshinweb.jp

BASE.SHOP https://rokuhan.base.shop/


