
DLP 4KUHD  プロジェクター HT8050 

 

 

お取り扱い可能店舗（販売店在庫限り） 

2018 年 1 月 24 日現在 

●北海道地区 
     

店舗名 住所 電話番号 URL 購入 展示 

キャビン大阪屋 北海道札幌市中央区北 1条西 3丁目 011-221-0181 http://www.osakaya.com/ 可 無 

アバック ホームシアター  

札幌平岡店 
北海道札幌市清田区平岡 3条 3丁目 6-1「平岡ベース」内 011-398-4274 https://www.avac.co.jp/contents/sapporo_.html  可 無 

      
●東北地区 

     
店舗名 住所 電話番号 URL 購入 展示 

仙台のだや 宮城県仙台市青葉区北目町 5-3 0232-266-7761 https://www.sendai-nodaya.jp/ 可 無 

アバック仙台店 宮城県仙台市宮城野区榴岡 1-7-30 杉田ビル 1F 022-298-1755 https://www.avac.co.jp/contents/sendai.html  可 無 

のだや仙台店 宮城県仙台市泉区八乙女 1-3-10 022-725-5193 http://www.audio-nodaya.com/shop/index.html 可 無 

●甲信越地区 
     

店舗名 住所 電話番号 URL 購入 展示 

アバック新潟店 新潟県新潟市中央区笹口 1丁目 20-5 026-383-8307 https://www.avac.co.jp/contents/niigata.html 可 無 
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●関東地区 

店舗名 住所 電話番号 URL 購入 展示 

ホームシアター茨城 クァンタム 茨城県守谷市けやき台 3-12-7 0297-45-0099 https://www.canon-net.com/ 可 無 

アバック ホームシアター 大宮店 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 1-80-1 アコルト大野 202 048-788-1630 https://www.avac.co.jp/contents/omiya.html  可 無 

アバック 秋葉原本店 東京都文京区湯島 3-14-9 湯島ビル 1F 03-3837-9745 https://www.avac.co.jp/contents/akihabara.html 可 無 

ホームシアター工房 東京（予約制） 東京都千代田区二番町 1-2 045-263-8797 http://www.ht-kobo.jp/showroom/tokyo2/index.html 可 無 

アバック ホームシアター 横浜関内

店 
神奈川県横浜市中区長者町 3-8-13 TK関内プラザ 1F 045-228-9881 https://www.avac.co.jp/contents/yokohama.html  可 無 

ホームシアター工房 横浜 神奈川県横浜市中区北仲通 3-36-2 YLCビル 4F 045-263-8797 http://www.ht-kobo.jp/showroom/yokohama/index.html 可 無 

      

●中部北陸地区 
     

店舗名 住所 電話番号 URL 購入 展示 

アバック 名古屋店 愛知県名古屋市中村区名駅南 1丁目 11-28 BRIO名南 1F 052-571-8810 https://www.avac.co.jp/contents/nagoya.html  可 無 

ホームシアター工房 名古屋 愛知県名古屋市千種区千種 3-35-8 HP吹上ビル 5F 052-880-9996 http://www.ht-kobo.jp/showroom/nagoya/index.html 可 無 

アバック ホームシアター岡崎店 愛知県岡崎市大門 2丁目 10-11 052-571-8810 https://www.avac.co.jp/contents/okazaki.html  可 無 

電波堂 愛知県岡崎市籠田町３ 0564-22-2281 http://denpado.jp/ 可 無 

第一無線 愛知県豊橋市萱町 17 0532-54-5245 http://www.daiichimusen.co.jp/  可 無 

AV BOX 静岡県静岡市駿河区小黒 2-10-54 054-284-1300 http://www.avbox.co.jp/  可 無 

アバック 静岡店 静岡県静岡市葵区鷹匠 1-5-8 鷹一さかえビル 1F 054-273-4550 https://www.avac.co.jp/contents/shizuoka.html 可 無 

四日市無線 三重県四日市市泊町 4番 12号 059-345-0931 http://www.ym-net.co.jp/ 可 無 

サウンドエース 三重県伊勢市神田久志本町 1522-4 0596-25-0526 http://www.soundace.jp/ 可 無 

ホームシアター石川 アンティフォン 石川県金沢市間明町 1-29 076-292-1475 http://www.antiphon.co.jp/web/ 可 無 

Lavi Style (前越電化社) 石川県白山市倉光 6-2 076-276-5185 http://lavi-style.com/ 可 無 

      

●関西地区 
     

店舗名 住所 電話番号 URL 購入 展示 

シマムセン 大阪府大阪市浪速区日本橋４丁目８−１１ 06-6632-2851 http://www.shimamusen.co.jp/ 可 無 
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逸品館 大阪府大阪市浪速区日本橋西 1−7−28 常盤ビル 06-6644-9101 http://www.ippinkan.co.jp/  可 無 

アバック 梅田店 大阪府大阪市北区太融寺町 2-11 ジ・アドレス梅田 1F 06-6949-8726 https://www.avac.co.jp/contents/osaka_umeda.html  可 無 

ホームシアター工房 大阪 大阪府大阪市西区西本町 1-7-1 信濃町 FJビル 5階 06-6535-0770 http://www.ht-kobo.jp/showroom/osaka/index.html 可 無 

ホームシアター滋賀 ウイニング 滋賀県草津市矢橋町 18-18 077-565-3867 http://www.winning-jp.com/home/ 可 無 

●中国地区 
     

店舗名 住所 電話番号 URL 購入 展示 

ホームシアター鳥取 ジパング 鳥取県倉吉市清谷町 1丁目 55 0858-48-1365 http://www.zipang.co.jp/ 可 無 

アバック 鳥取店 鳥取県米子市二本木 1130-1 0859-58-2359 https://www.avac.co.jp/contents/tottori.html  可 無 

 

●四国地区      

店舗名 住所 電話番号 URL 購入 展示 

アバック 松山店 愛媛県松山市千舟町 2丁目 7-17 土岐ビル 1F 089-913-8224 https://www.avac.co.jp/contents/matsuyama.html 可 無 

      
●九州地区 

     
店舗名 住所 電話番号 URL 購入 展示 

アバック ホームシアター 福岡店 
福岡県福岡市博多区博多駅東 1丁目 14-25  

新幹線ビル 2号館 1F 
092-432-0722 https://www.avac.co.jp/contents/fukuoka_.html  可 有 

マックスオーディオ 小倉店 福岡県北九州市小倉北区清水 2-10-15 093-591-0469 http://www.maxaudio.co.jp/ 可 無 

マックスオーディオ 福岡店 福岡県福岡市中央区草香江 1-9-12 092-734-6789 http://www.maxaudio.co.jp/ 可 無 

ダイナミックスカスタマイズ 熊本県熊本市長嶺南 1-2-15ヘンリーハイツ 1F 096-383-6109 http://www.dyna-cus.com/ 可 無 

      
●沖縄地区 

     
店舗名 住所 電話番号 URL 購入 展示 

アバック 沖縄店 沖縄県那覇市銘苅 23-1 098-943-9178 https://www.avac.co.jp/contents/okinawa.html  可 無 

アバック 糸満店 沖縄県糸満市兼城 339番地 8 Fステージ西崎東 店舗棟 2F 098-851-8071 https://www.avac.co.jp/contents/itoman.html  可 無 
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●通信販売※ 
  

※店頭販売はございません。 
  

店舗名 住所 電話番号 URL 購入 展示 

アバック WEB-SHOP - 0800-200-8239 http://www.avac.co.jp/products/detail.php?product_id=7244  可 - 

《順不同》 

※こちらのリストの店舗にて商品の購入が可能でございます。 

展示店舗以外の店舗様におかれましては、機材による試写等は各店舗様にご相談くださいませ。  

 

■製品に関するお問い合わせ先 

BenQ テクニカルサポートセンター（営業時間：平日 9：30～18：00） 

電話：0570-015-533 メール：support@BenQ.com 

BenQ オンラインサポート 

http://bcc.benq.com/BCCFRONTUI/process/newcase.aspx 
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