
Line 6 製品取扱いディーラー

Line 6製品の取扱を行うディーラー。 製品の在庫・展示状況につきましては予め各店様へお問い合わせ下さい。

北海道・東北

都道府県 店名 都道府県 店名

北海道 光栄堂 小樽店 北海道 島村楽器 イオンモール釧路昭和店

北海道 島村楽器 イオンモール札幌平岡店 北海道 島村楽器 フィール旭川店

北海道 島村楽器 札幌ステラプレイス店 北海道 島村楽器 札幌パルコ店

北海道 BIGBOSS 札幌店 秋田県 島村楽器 イオンモール秋田店

宮城県 島村楽器 イオンモール名取店 宮城県 島村楽器 イオンモール新利府南館店

宮城県 島村楽器 仙台ロフト店 宮城県 島村楽器 仙台泉パークタウンタピオ店

宮城県 島村楽器 仙台長町モール店 宮城県 BIGBOSS 仙台店

福島県 島村楽器 郡山アティ店 山形県 島村楽器 イオンモール天童店

北陸・甲信越

都道府県 店名 都道府県 店名

新潟県 あぽろん イオン新潟西店 新潟県 あぽろん イオンモール新発田店

新潟県 あぽろん 三条店 新潟県 あぽろん 新潟店

新潟県 あぽろん 長岡店 新潟県 島村楽器 イオン長岡店

新潟県 島村楽器 新潟ビルボードプレイス店 新潟県 二葉楽器

富山県 開進堂楽器 楽器センター高岡 富山県 開進堂楽器 楽器センター富山

石川県 うつのみや ミューズイン 石川県 MPC VanVan

石川県 島村楽器 イオンモールかほく店 石川県 島村楽器 金沢フォーラス店

石川県 山屋楽器 長野県 島村楽器 イオンモール佐久平店

長野県 島村楽器 長野店 長野県 島村楽器 松本パルコ店

山梨県 島村楽器 イオンモール甲府昭和店

関東

都道府県 店名 都道府県 店名

東京都 青江楽器 Music Inn Tom 東京都 ESPクラフトハウス

東京都 ESPテクニカルハウス 東京都 池部楽器店 アンプステーション

東京都 池部楽器店 グランディ&ジャングル 東京都 池部楽器店 グランディベース東京

東京都 池部楽器店 リボレ秋葉原 東京都 池部楽器店 ロックハウスイケベ池袋

http://koeido-mak.com/shoptop.htm
http://www.shimamura.co.jp/kushiro/
http://www.shimamura.co.jp/sapporo-h/
http://www.shimamura.co.jp/asahikawa/
http://www.shimamura.co.jp/sapporo-sp/
http://www.shimamura.co.jp/sapporo/
https://bigboss.jp/sapporo/
http://www.shimamura.co.jp/akita/
http://www.shimamura.co.jp/natori/
http://www.shimamura.co.jp/rifu/
http://www.shimamura.co.jp/sendai/
http://www.shimamura.co.jp/sendai-izumi/
http://www.shimamura.co.jp/nagamachi/
https://bigboss.jp/sendai/
http://www.shimamura.co.jp/kouriyama/
https://www.shimamura.co.jp/shop/tendo/
http://www.apollonmusic.com/company/MAP.html
http://www.apollonmusic.com/shibata/
http://www.apollonmusic.com/company/MAP.html
http://www.apollonmusic.com/company/MAP.html
http://www.apollonmusic.com/company/MAP.html
http://www.shimamura.co.jp/nagaoka/
http://www.shimamura.co.jp/niigata/
http://futaba-gakki.co.jp/
https://gctakaoka.kaishindo-music.co.jp/
https://gctoyama.kaishindo-music.co.jp/
http://www.utsunomiya.co.jp/museinn/
http://www.vanvan-music.com/
http://www.shimamura.co.jp/kahoku/
http://www.shimamura.co.jp/kanazawa/
http://www.shimamura.co.jp/sakudaira/
http://www.shimamura.co.jp/nagano/
http://www.shimamura.co.jp/matsumoto/
http://www.shimamura.co.jp/kofu/
https://espguitars.co.jp/crafthouse/
https://espguitars.co.jp/technicalhouse/
https://www.ikebe-gakki.com/realshop/ampstation/
http://www.ikebe-gakki.com/realshop/grandey-jungle/
https://www.ikebe-gakki.com/realshop/grandeybass-tokyo/index.html
http://www.ikebe-gakki.com/realshop/revoleakihabara/
http://www.ikebe-gakki.com/realshop/rockhouse-ikebe/


東京都 石橋楽器 池袋店 東京都 石橋楽器 御茶ノ水本店

東京都 石橋楽器 渋谷店 東京都 石橋楽器 新宿店

東京都 島村楽器 赤羽アピレ店 東京都 島村楽器 有明ガーデン店

東京都 島村楽器 イオン葛西店 東京都 島村楽器 イオンモール日の出店

東京都 島村楽器 イオンモールむさし村山店 東京都 島村楽器 吉祥寺パルコ店

東京都 島村楽器 錦糸町パルコ店 東京都 島村楽器 京王聖蹟桜ヶ丘店

東京都 島村楽器 新宿PePe店 東京都 島村楽器 セレオ国分寺店

東京都 島村楽器 立川店 東京都
島村楽器 二子玉川ライズ・ショッピングセン

ター店

東京都 島村楽器 八王子店 東京都 島村楽器 パサージオ西新井店

東京都 島村楽器 フレンテ南大沢店 東京都 島村楽器 ミーナ町田店

東京都 島村楽器 南砂町スナモ店 東京都 島村楽器 ららぽーと豊洲店

東京都 下倉楽器 お茶の水本店 東京都 BIGBOSS お茶の水駅前店

東京都 宮地楽器 神田店 東京都 ミュージックランドKEY 渋谷店

東京都 山野楽器 ロックイン新宿 ギター&ドラム館 神奈川県 石橋楽器店 横浜店

神奈川県 島村楽器 アリオ橋本店 神奈川県 島村楽器 川崎ルフロン店

神奈川県 島村楽器 モザイクモール港北 神奈川県 島村楽器 ラゾーナ川崎店

神奈川県
島村楽器 Coaska Bayside Stores 横

須賀店
神奈川県 島村楽器 横浜ビブレ店

神奈川県 島村楽器 ららぽーと海老名店 神奈川県 島村楽器 ららぽーと湘南平塚店

神奈川県 島村楽器 ららぽーと横浜店 神奈川県 山野楽器 ギタースポット

神奈川県 山野楽器 サウンドクルー海老名 神奈川県 山野楽器 センター北店

神奈川県 山野楽器 たまプラーザテラス店 千葉県 伊藤楽器 船橋本店

千葉県 伊藤楽器 松戸店 千葉県 島村楽器 イオンモール千葉ニュータウン店

千葉県 島村楽器 イオンモール成田店 千葉県 島村楽器 イオンモール船橋店

千葉県 島村楽器 イオンモール幕張新都心店 千葉県 島村楽器 イオンモール八千代緑ヶ丘店

千葉県 島村楽器 市川コルトンプラザ店 千葉県 島村楽器 新浦安店

千葉県 島村楽器 セブンパークアリオ柏店 千葉県 島村楽器 千葉店

千葉県 島村楽器 津田沼パルコ店 千葉県 島村楽器 成田ボンベルタ店

千葉県 島村楽器 ビビット南船橋店 千葉県 島村楽器 ユーカリが丘店

千葉県 島村楽器 ららぽーと柏の葉店 千葉県 山野楽器 サウンドクルー柏

埼玉県 島村楽器 イオンモール春日部店 埼玉県 島村楽器 イオンレイクタウン店

埼玉県 島村楽器 浦和パルコ店 埼玉県 島村楽器 大宮店

埼玉県 島村楽器 コクーンシティさいたま新都心店 埼玉県 島村楽器 新所沢パルコ店

埼玉県 島村楽器 モラージュ菖蒲店 埼玉県 島村楽器 ららぽーと富士見店

http://www.ishibashi.co.jp/store/ikebukuro.html
http://www.ishibashi.co.jp/store/ochanomizu.html
http://www.ishibashi.co.jp/store/shibuya.html
http://www.ishibashi.co.jp/store/shinjuku.html
http://www.shimamura.co.jp/akabane/
https://www.shimamura.co.jp/shop/ariake-garden/
http://www.shimamura.co.jp/kasai/
http://www.shimamura.co.jp/hinode/
https://www.shimamura.co.jp/shop/musashimurayama/
https://www.shimamura.co.jp/shop/kichijoji/
https://www.shimamura.co.jp/shop/kinshicho-p/
https://www.shimamura.co.jp/shop/seisekisakuragaoka/
http://www.shimamura.co.jp/shinjuku/
https://www.shimamura.co.jp/shop/kokubunji/
https://www.shimamura.co.jp/shop/tachikawa/
http://www.shimamura.co.jp/futakotamagawa/
http://www.shimamura.co.jp/futakotamagawa/
http://www.shimamura.co.jp/hachioji/
http://www.shimamura.co.jp/nishiarai/
http://www.shimamura.co.jp/minamiosawa/
http://www.shimamura.co.jp/machida/
http://www.shimamura.co.jp/m-sunamachi/
http://www.shimamura.co.jp/toyosu/
http://www.shimokura-gakki.com/honten.html
https://bigboss.jp/tokyo-em/
http://www.miyaji.co.jp/
http://www.musicland.co.jp/shibuya/
https://www.yamano-music.co.jp/shops/rockinn-shinjuku-1/
http://www.ishibashi.co.jp/store/yokohama.html
http://www.shimamura.co.jp/hashimoto/
http://www.shimamura.co.jp/kawasaki/
https://www.shimamura.co.jp/shop/kouhoku/
http://www.shimamura.co.jp/l-kawasaki/
http://www.shimamura.co.jp/yokosuka/
http://www.shimamura.co.jp/yokosuka/
http://www.shimamura.co.jp/yokohama/
http://www.shimamura.co.jp/ebina/
https://www.shimamura.co.jp/shop/hiratsuka/
http://www.shimamura.co.jp/l-yokohama/
http://www.yamano-music.co.jp/a/shops/guitarspot/
https://www.yamano-music.co.jp/shops/soundcrew-ebina/
https://www.yamano-music.co.jp/shops/center-kita/
http://www.yamano-music.co.jp/a/shops/tama_plaza/
http://www.ito-ongaku.com/funabashihonten/
http://www.ito-ongaku.com/matsudoten/
http://www.shimamura.co.jp/chibanewtown/
http://www.shimamura.co.jp/narita-a/
http://www.shimamura.co.jp/aeonfunabashi/
http://www.shimamura.co.jp/makuhari/
https://www.shimamura.co.jp/shop/yachiyo-midorigaoka/
http://www.shimamura.co.jp/colton/
http://www.shimamura.co.jp/shinurayasu/
http://www.shimamura.co.jp/ario-kashiwa/
http://www.shimamura.co.jp/chiba/
http://www.shimamura.co.jp/tsudanuma/
http://www.shimamura.co.jp/narita-b/
http://www.shimamura.co.jp/funabashi/
http://www.shimamura.co.jp/yukari/
http://www.shimamura.co.jp/kashiwa-h/
https://www.yamano-music.co.jp/shops/soundcrew-kashiwa/
http://www.shimamura.co.jp/kasukabe/
http://www.shimamura.co.jp/koshigaya/
http://www.shimamura.co.jp/urawa/
http://www.shimamura.co.jp/ohmiya/
https://www.shimamura.co.jp/shop/saitama-shintoshin/
http://www.shimamura.co.jp/shintokorozawa/
http://www.shimamura.co.jp/shoubu/
http://www.shimamura.co.jp/fujimi/


埼玉県 山野楽器 イオンモール北戸田店 埼玉県 山野楽器 サウンドクルー熊谷

群馬県 島村楽器 イオンモール太田店 群馬県 島村楽器 イオンモール高崎店

群馬県 島村楽器 けやきウォーク前橋店 茨城県 島村楽器 イオンモール土浦店

茨城県 島村楽器 水戸マイム店 栃木県 島村楽器 宇都宮インターパークビレッジ店

栃木県 島村楽器 FKD宇都宮店

東海

都道府県 店名 都道府県 店名

愛知県 愛曲楽器 アピタ稲沢店 愛知県 愛曲楽器 アピタ長久手店

愛知県 愛曲楽器 大須店 愛知県 愛曲楽器 桜山本店

愛知県 石橋楽器 名古屋栄店 愛知県 島村楽器 イオンモール大高店

愛知県 島村楽器 イオンモール岡崎店 愛知県 島村楽器 イオンモール長久手店

愛知県 島村楽器 イオンモール名古屋茶屋店 愛知県 島村楽器 名古屋パルコ店

愛知県 島村楽器 名古屋mozoオーパ店 愛知県 島村楽器 ららぽーと愛知東郷店

愛知県 シライミュージック 愛知県 すみやグッディ本店

愛知県 平野楽器 ロッキン刈谷本店 愛知県 平野楽器 ロッキン豊田店

愛知県 平野楽器 ロッキン名古屋栄店 愛知県 BIGBOSS 名古屋店

愛知県 みどり楽器 愛知県 もちづき楽器 清水巴町本店

愛知県 ヤマハミュージック 名古屋店 愛知県 ヤマハミュージック 浜松店

岐阜県 イワマ楽器 岐阜県 楽器のダン

岐阜県 Ksound 小林楽器店 岐阜県 コサカ楽器 カルパティオ店

岐阜県 サウンド・ハンター 岐阜県 シノダ楽器

岐阜県 島村楽器 アクアウォーク大垣店 岐阜県 島村楽器 モレラ岐阜店

岐阜県 松栄楽器 本店 岐阜県 松栄堂楽器 県庁前店

岐阜県 ダイソー楽器 岐阜県 日響楽器 岐阜店

岐阜県 平野楽器 ロッキン岐阜店 岐阜県 ミューズイワマ ねもと店

静岡県 ソニックス 静岡県 島村楽器 イオンモール浜松市野店

静岡県 島村楽器 ららぽーと磐田店 静岡県 島村楽器 静岡パルコ店

近畿

都道府県 店名 都道府県 店名

大阪府 ESPカスタムショップ 大阪府 池部楽器 プレミアムギターズ

大阪府 石橋楽器 梅田店 大阪府 石橋楽器 心斎橋店

https://www.yamano-music.co.jp/shops/kitatoda/
https://www.yamano-music.co.jp/shops/soundcrew-kumagaya/
http://www.shimamura.co.jp/oota/
http://www.shimamura.co.jp/takasaki/
http://www.shimamura.co.jp/maebashi/
https://www.shimamura.co.jp/shop/tsuchiura/
https://www.shimamura.co.jp/shop/mito/
https://www.shimamura.co.jp/shop/utsunomiya-interpark/
https://www.shimamura.co.jp/shop/utsunomiya/
http://aikyoku.com/%E3%82%A2%E3%83%94%E3%82%BF%E7%A8%B2%E6%B2%A2%E5%BA%97/
http://aikyoku.com/%E3%82%A2%E3%83%94%E3%82%BF%E9%95%B7%E4%B9%85%E6%89%8B%E5%BA%97/
http://aikyoku.com/%E5%A4%A7%E9%A0%88%E5%BA%97-%E3%82%A2%E3%83%A1%E6%A8%AA%E3%83%93%E3%83%AB/
http://aikyoku.com/%E6%A1%9C%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%BA%97/
https://www.ishibashi.co.jp/store/nagoya-sakae.html
http://www.shimamura.co.jp/oodaka/
http://www.shimamura.co.jp/okazaki/
https://www.shimamura.co.jp/shop/nagakute/staff
http://www.shimamura.co.jp/nagoyachaya/
http://www.shimamura.co.jp/nagoya/
https://www.shimamura.co.jp/shop/nagoya-mozo/
https://www.shimamura.co.jp/shop/togo/
https://www.shiraimusic.com/
https://www.sumiya-goody.co.jp/shopblog/headoffice/
https://www.rockin.co.jp/kariya/
https://www.rockin.co.jp/toyota/
https://www.rockin.co.jp/nagoya/
https://bigboss.jp/nagoya/
http://www.midorigakki.com/
https://www.mochigaku.jp/shop/tomoechohonten/
https://www.yamahamusic.jp/shop/nagoya.html
https://www.yamahamusic.jp/shop/hamamatsu.html
https://www.ksound.jp/
http://www.kosakagakki.com/shop_information
http://www.soundhunter.co.jp/
http://www.shinodagakki.jp/
http://www.shimamura.co.jp/ogaki/
http://www.shimamura.co.jp/gifu/
http://sho-ei-gakki.co.jp/
http://www.shoeidogakki.com/shop/kenchoumae/
http://daiso-gakki.com/
http://www.nikkyo-gakki.co.jp/gifu/
https://www.rockin.co.jp/gifu/
http://museiwama.music.coocan.jp/index.html
http://www.sonicsystem.co.jp/sonix/
http://www.shimamura.co.jp/hamamatsu/
http://www.shimamura.co.jp/iwata/
http://www.shimamura.co.jp/shizuoka/
https://espguitars.co.jp/customshop/
https://www.ikebe-gakki.com/realshop/premium-guitars/index.html
http://www.ishibashi.co.jp/store/umeda.html
http://www.ishibashi.co.jp/store/shinsaibashi.html


大阪府 小阪楽器店 アリオ八尾店 大阪府 島村楽器 イオンモール大日店

大阪府 島村楽器 イオンモールりんくう泉南店 大阪府 島村楽器 梅田ロフト店

大阪府 島村楽器 ららぽーと和泉店 大阪府 島村楽器 ららぽーとEXPOCITY店

大阪府 大東楽器 住道店 大阪府 大東楽器 寝屋川店

大阪府 大東楽器 枚方店 大阪府 マークスミュージック

大阪府 三木楽器 アメリカ村店 大阪府 ミュージックランドKEY 心斎橋店

大阪府 山野楽器 イオンモール鶴見緑地店 大阪府 山野楽器 ロックイン難波

大阪府 ヤマハミュージック 大阪なんば店 大阪府 ワタナベ楽器店 大阪店

京都府 きんこう楽器 ロックストア 京都府 島村楽器 イオンモール京都桂川店

京都府 島村楽器 河原町オーパ店 京都府 島村楽器 京都カナート店

京都府 JEUGIA　三条本店STAGE 京都府 BIGBOSS 京都店

京都府 ミュージックランドKEY 京都店 京都府 ワタナベ楽器店 京都デジタル&ドラム館

兵庫県 島村楽器 神戸三宮店 兵庫県 山野楽器 西宮ガーデンズ店

兵庫県 リードマン三宮店 滋賀県 島村楽器 イオンモール草津店

中国・四国・九州

都道府県 店名 都道府県 店名

岡山県 島村楽器 イオンモール岡山店 岡山県 島村楽器 イオンモール倉敷店

岡山県 長谷川楽器 広島県 アンリミテッド

広島県 島村楽器 広島パルコ店 広島県 スガナミ楽器 福山本店

広島県 BIGBOSS 広島店 広島県 ヤマハミュージック 広島店

鳥取県 島村楽器 イオンモール日吉津店 鳥取県 米子楽器 米子店

山口県 ポップス川上 ロック館 香川県 楽器堂オーパス イオン高松店

香川県 島村楽器 イオンモール綾川店 高知県 楽器堂オーパス イオンモール高知店

高知県 楽器堂オーパス 本店 福岡県 石橋楽器 福岡パルコ店

福岡県 島村楽器 アミュプラザ博多店 福岡県 島村楽器 イオンモール筑紫野店

福岡県 島村楽器 マークイズ福岡ももち店 福岡県 BIGBOSS 福岡店

大分県 大石楽器 長崎県 島村楽器 長崎浜町店

佐賀県 島村楽器 イオンモール佐賀大和店 鹿児島県 島村楽器 アミュプラザ鹿児島店
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