
関東甲信越エリア（15か所）

パナソニック ショウルーム 東京（汐留）
パナソニック ショウルーム 横浜
パナソニック ショウルーム 多摩（立川）
パナソニック ショウルーム 相模原
パナソニック ショウルーム 水戸
パナソニック ショウルーム さいたま
パナソニック ショウルーム 熊谷
パナソニック ショウルーム 千葉
パナソニック ショウルーム 柏の葉（休館中）
パナソニック ショウルーム 甲府
パナソニック ショウルーム 高崎
パナソニック ショウルーム 宇都宮
パナソニック ショウルーム 新潟
パナソニック ショウルーム 長野
パナソニック ショウルーム 松本



パナソニック ショウルーム 東京（汐留）

住所 〒105-8301

港区東新橋1丁目5番1号
パナソニック東京汐留ビルＢ2Ｆ

開館時間 10:00より 17:00まで
休館日 夏季、年末年始

※2023年4月より水曜休館（祝日は開館）

電車でお越しの方
・ＪＲ新橋駅「銀座口」より昭和通り方面に徒歩約5分
・ＪＲ新橋駅「汐留口」より地下歩道をシオサイト方面へ徒歩約５分
・東京メトロ銀座線新橋駅「２番出口」より徒歩約３分
・都営浅草線新橋駅改札より地下歩道をシオサイト方面へ徒歩約３分
・都営大江戸線汐留駅 JRゆりかもめ新橋駅方面改札口より徒歩約2分
・ゆりかもめ新橋駅よりシオサイト方面へ徒歩約３分

車でお越しの方
・首都高速都心環状線 汐留出口より約５分
・東京高速道路 新橋出口より約５分

駐車場
あり(有料) 30台
最初の１時間￥600以降￥300/30分

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール：0800-170-3840

https://www.google.co.jp/maps/place/35%C2%B039'57.2%22N+139%C2%B045'42.5%22E/@35.665876,139.761801,17z/data=!4m4!3m3!8m2!3d35.665876!4d139.761801


パナソニック ショウルーム 横浜

住所 〒221-0056

横浜市神奈川区金港町2-6
横浜プラザビル１F

開館時間 10:00より 17:00まで
休館日 毎週水曜日（祝日は開館）､

GW、夏季、年末年始

電車でお越しの方
ＪＲ・東急・京急 横浜駅きた東口Aより徒歩約５分 横浜ベイクォーター向かい

車でお越しの方
首都高速 東神奈川インターチェンジより5分 金港町交差点近く

駐車場
あり(無料) 13台
※駐車場は機械式(高さ・幅２ｍまで）のため入出庫に時間がかかる場合がございます。尚、ご相談・ご
見学の予約を頂いているお客様優先とさせていただきます。満車の場合は契約の駐車場へ誘導させていた
く場合がございます。（ご予約時間に応じて最大2時間サービスをさせていただきます）
※駐輪場のご用意はございません。

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール：0800-170-3841

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0+%E6%A8%AA%E6%B5%9C/@35.4676146,139.6269288,15z/data=!4m6!3m5!1s0x60185c1452f7fa51:0xe10c60f506e85201!8m2!3d35.4676146!4d139.6269288!16s%2Fg%2F1vk6z5rm?hl=ja


パナソニック ショウルーム 横浜：2月19日 イベント情報

『ワイドコンロＩＨ』調理体験イベント
要予約 ／ 先着

ほどよい距離感で夫婦や親子で並んで
一緒に調理できる「フラットワイドコンロIH」を
使って調理体験できるイベントです。
IHクッキングヒーターの特徴もご紹介します。

「調理」「盛り付け」「お手入れ」をラクにするワイドコンロIHを
実際に体感してみませんか？

※実演はマルチワイドIHを使用します。
※ご参加の方にはIHの操作や簡単な調理を体験いただきます。
※感染対策によりご試食はできません。
※ワイドコンロIHはパナソニックキッチンとのセット販売となります。

『ワイドコンロＩＨ』調理体験イベント
開催日時
2023年02月19日（日） 10:30 ～ 11:30
2023年02月19日（日） 13:30 ～ 14:30
定員
各回８名【事前予約制】

会場
パナソニック ショウルーム 横浜 ２Ｆ すまいカフェ

開催場所
パナソニック ショウルーム 横浜
〒221-0056 横浜市神奈川区金港町2-6 横浜プラザビル１F
イベントに関するお問い合わせ：045-453-0981



パナソニック ショウルーム 多摩（立川）

住所 〒190-0003

立川市栄町６－１立飛ビル３号館１Ｆ

開館時間 10:00より 17:00まで
休館日 水・木（但し、祝日は開館）、

ＧＷ、夏季、年末年始

電車でお越しの方
多摩都市モノレール：「立川北駅」乗車→「泉体育館駅」下車 徒歩８分

車でお越しの方
芋窪街道沿いケーズデンキ向かい。カーナビの場合、住所で６－１－２と入力ください。
電話番号ですと全く違った位置を案内する場合がありますので住所入力をお願い致します。

バスでお越しの方
立川バス：立川駅北口バスターミナル ４番乗り場「村山団地行」約10分 「立飛本社
前」下車

駐車場
あり(無料) 8台
駐車場がショウルーム前に２台分ご用意があります。
ショウルームの後ろにも立体駐車場のご用意があります。
詳細は次ページ地図で確認ください

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール：0800-170-3843

https://www.google.co.jp/maps/place/35%C2%B042'55.5%22N+139%C2%B025'18.3%22E/@35.715429,139.421742,17z/data=!4m4!3m3!8m2!3d35.715429!4d139.421742




パナソニック ショウルーム 相模原

住所 〒252-0231

相模原市中央区相模原6-22-16
開館時間 10:00より 17:00まで
休館日 水・木（但し、祝日は開館）、

GW、夏季、年末年始

電車でお越しの方
JR相模原駅から国道16号に出て横浜方面に向かい徒歩18分 洋服の青山の隣

車でお越しの方
国道16号線沿い相模原警察署の斜め前スルガ銀行の並び

駐車場
あり(無料) 14台

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール：0800-170-3842

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0+%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8E%9F/@35.5732448,139.3740765,15z/data=!4m6!3m5!1s0x6018fd7ac84564a3:0x2b84197a6687c636!8m2!3d35.5732448!4d139.3740765!16s%2Fg%2F1tyzz0m0?hl=ja


パナソニック ショウルーム 水戸
住所 〒310-0851

水戸市千波町1825-1

開館時間 10:00より 17:00まで
休館日 水・木（但し、祝日は開館）、

GW、夏季、年末年始

電車でお越しの方
JR水戸駅北口より関東鉄道バスで平須、奥ノ谷、石岡方面行き乗車。
緑岡中学校入口下車約７０ｍ

車でお越しの方
県道50号（旧国道６号）沿い、水戸啓明高等学校より南へ約700ｍ

駐車場
あり(無料) 12台

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール：0800-170-3847

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0+%E6%B0%B4%E6%88%B8/@36.357671,140.4485681,15z/data=!4m6!3m5!1s0x6022248ec4926315:0xc0892485dcbd3956!8m2!3d36.357671!4d140.4485681!16s%2Fg%2F11bx5q0v0v?hl=ja


パナソニック ショウルーム さいたま

住所 〒338-0002

さいたま市中央区下落合1000-1

開館時間 10:00より 17:00まで
休館日 水・木（但し、祝日は開館）、

GW、夏季、年末年始

電車でお越しの方
ＪＲ京浜東北線与野駅西口から徒歩7分。
ビバモールさいたま新都心の県道159号線をはさんで向かい側。

車でお越しの方
国道17号八幡通り交差点さいたまスーパーアリーナ側へ曲がり、最初の信号を右折。
そのまま道なりに進み、県道159号線新都心（南）交差点を右折し左側。

【ご来場頂く際のお願い】
当ショウルームは新しい住所の為、カーナビゲーションや各種地図アプリ等では検索できな
い場合や異なる場所を表示することがございます。
誠に恐れ入りますが、ご来場の際は次ページのマップをご参照くださいませ。

駐車場
あり(無料) 28台

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール：0800-170-3845

https://www.google.co.jp/maps/place/35%C2%B053'12.1%22N+139%C2%B038'04.6%22E/@35.886684,139.634596,17z/data=!4m4!3m3!8m2!3d35.886684!4d139.634596




パナソニック ショウルーム 熊谷

住所 〒360-0816

熊谷市石原607-1

開館時間 10:00より 17:00まで
休館日 水・木（但し、祝日は開館）、

GW、夏季、年末年始

公共交通機関でお越しの方
JR熊谷駅北口よりバス
国際十王交通「新島車庫行・龍原駅行」で約10分
「西熊谷病院前」下車､バスの進行方向に向かって徒歩約2分

車でお越しの方
国道17号中山道熊谷警察署斜め向かい。カレーハウスCoCo壱番屋隣り

駐車場
あり(無料) 8台

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール：0800-170-3846

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0+%E7%86%8A%E8%B0%B7/@36.1557035,139.3684429,15z/data=!4m6!3m5!1s0x601f2937776f40ef:0xbb7109a282ebba34!8m2!3d36.1557035!4d139.3684429!16s%2Fg%2F11fy10r481?hl=ja


パナソニック ショウルーム 千葉

住所 〒261-7101

千葉市美浜区中瀬2-6-1 
ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾏﾘﾌﾞｱﾈｯｸｽ棟1階

開館時間 10:00より 17:00まで
休館日 水・木（但し、祝日は開館）、

GW、夏季、年末年始

電車でお越しの方
JR海浜幕張駅南口から徒歩約２分

車でお越しの方
カーナビ等をご利用の場合、正しい位置が表示されない場合がございます。
ワールドビジネスガーデン または 住所（千葉市美浜区中瀬2-6-1）をご入力ください。

駐車場
あり(有料)

【駐車場のご案内】
有料の提携駐車場となり、弊社専用駐車場ではありません。
ショウルーム近隣の幕張メッセ等のイベント開催の影響を受けまして、
平日・休日共に提携駐車場の混雑が予想されますので公共交通機関での
ご来場をお勧めいたします。

提携駐車場はＷＢＧ第２駐車場・ＷＢＧ第３駐車場・ＷＢＧダイニング棟横駐車場の３箇所をご用
意しております。
※ご予約のお客様はご案内時間に応じて最大2時間サービスさせていただきます

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール：0800-170-3838

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0+%E5%8D%83%E8%91%89/@35.6490499,140.0397371,15z/data=!4m6!3m5!1s0x602281f54daaaaab:0xc283b432f16b3290!8m2!3d35.6490499!4d140.0397371!16s%2Fg%2F11dzvl0d1q?hl=ja


パナソニック ショウルーム 柏の葉

「パナソニックショウルーム柏の葉」は移転準備の為、
現在休館しております。

グランドオープンは2023年2月25日（土）を予定しております。
（2022年12月28日～移転オープンまでは休館になります）

お問い合わせ先 フリーコール：0800-170-3837



パナソニック ショウルーム 甲府

住所 〒409-3866

中巨摩郡昭和町西条１２５

開館時間 10:00より 17:00まで
休館日 水・木（但し、祝日は開館）、

GW、夏季、年末年始

電車でお越しの方
・JR中央線 甲府駅から南へ５キロ
・JR身延線 国母駅から徒歩 15分

バスでお越しの方
・山交バス 「敷島団地発〜山梨大学付属病院行き」
「ＮＴＴ新甲府ビル」停留所から徒歩5分

駐車場
あり(無料) ２７台
優先駐車スペースｘ１ ・ EV充電設備（200V）ｘ１

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール：0800-170-3844

https://www.google.co.jp/maps/place/35%C2%B038'11.1%22N+138%C2%B032'46.4%22E/@35.636424,138.546211,17z/data=!4m4!3m3!8m2!3d35.636424!4d138.546211


パナソニック ショウルーム 高崎

住所 〒370-0006

高崎市問屋町1-6-7

開館時間 10:00より 17:00まで
休館日 水・木（但し、祝日は開館）、

GW、夏季、年末年始

電車でお越しの方
ＪＲ高崎問屋町駅問屋口より徒歩約１５分
【西方向約７００ｍ（ろうきん・吉野藤・高崎商工会議所前を通って）
３ツ目の信号（アサヒ商会）右へ（中央通り・北方向）
約１００ｍ（郵便局問屋町局・交番斜め前）】

駐車場
あり(無料) 19台

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール：0800-170-3831

https://www.google.co.jp/maps/place/36%C2%B020'59.0%22N+139%C2%B000'35.9%22E/@36.349729,139.009966,17z/data=!4m4!3m3!8m2!3d36.349729!4d139.009966


パナソニック ショウルーム 宇都宮

住所 〒320-0833

宇都宮市不動前1-3-12

開館時間 10:00より 17:00まで
休館日 水・木（但し、祝日は開館）、

GW、夏季、年末年始

電車でお越しの方
ＪＲ宇都宮駅より関東バスで江曽島･石橋･雀宮行きのバスで日星前下車正面

車でお越しの方
国道１１９号東武宇都宮駅を小山方面直進約２ＫＭ右側

駐車場
あり(無料) 10台

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール：0800-170-3832

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0+%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE/@36.5462842,139.8797802,15z/data=!4m6!3m5!1s0x601f6792186a47e1:0x948e58d48b20b67a!8m2!3d36.5462842!4d139.8797802!16s%2Fg%2F1vtzh9j5?hl=ja


パナソニック ショウルーム 新潟

住所 〒950-2031

新潟市西区流通センター1-1-3

開館時間 10:00より 17:00まで
休館日 水・木（但し祝日は開館）、

ＧＷ、夏季、年末年始

バスでお越しの方
・バス 流通センター２丁目下車すぐ

車でお越しの方
・関越自動車道新潟西ＩＣ降りてすぐ
・新潟バイパス小新ＩＣ降りてすぐ

駐車場
あり(無料) 25台

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール：0800-170-3833

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0+%E6%96%B0%E6%BD%9F/@37.8662971,138.9978105,15z/data=!4m6!3m5!1s0x5ff4c63af1a5aba5:0x5ea6e53f168c6d74!8m2!3d37.8662971!4d138.9978105!16s%2Fg%2F1tgh7dh7?hl=ja


パナソニック ショウルーム 長野

住所 〒380-0916

長野市大字稲葉字中千田沖2188-1

開館時間 10:00より 17:00まで
休館日 水・木（但し、祝日は開館）、

ＧＷ、夏季、年末年始

電車でお越しの方
ＪＲ長野駅善光寺口からバスにて4番のりば48番金井山経由松代行き「芹田小学校前」
下車徒歩1分
ＪＲ長野駅東口からバスにて芹田小学校バス停下車徒歩１分

車でお越しの方
国道１８号母袋の交差点を芹田小学校方面に曲がり200ｍ先右側

駐車場
あり(無料) 17台

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール：0800-170-3834

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0+%E9%95%B7%E9%87%8E/@36.6335179,138.2017605,15z/data=!4m6!3m5!1s0x601d867f9098d5f3:0xb48cdb4e2854e691!8m2!3d36.6335179!4d138.2017605!16s%2Fg%2F1th7mzts?hl=ja


パナソニック ショウルーム 松本

住所 〒399-0004

松本市市場3-10

開館時間 10:00より 17:00まで
休館日 水・木（但し、祝日は開館）、

ＧＷ、夏季、年末年始

電車でお越しの方
ＪＲ平田駅から野溝木工団地ヘ徒歩１５分

車でお越しの方
国道１９号総合団地入口交差点を西方面に500ｍ道なり後、右折１００ｍ先

駐車場
あり(無料) 15台

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール：0800-170-3835

https://www.google.co.jp/maps/place/36%C2%B012'00.7%22N+137%C2%B057'40.6%22E/@36.200204,137.961273,17z/data=!4m4!3m3!8m2!3d36.200204!4d137.961273
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