LED Light

エーハイム

LEDライト

店頭デモンストレーション実施ショップ様のご案内

エーハイム LEDライトは、スタイリッシュなデザインで、高品質の省エネ丸型パワーLEDランプを採用。
ランプを上下左右にスライドでき、光を水槽内に均等に拡散させ、美しい水中世界を演出します。
上下スライド可能

◀パッケージ正面
光源（ランプ）

左右スライド可能
パワーLED

水槽ガラス

エーハイム LED ライト

小売価格 9,800円＋税
エーハイムコード：6471290

実施店様

住

所

電話番号

URL

青森県

ペットショップ サニー

八戸市白銀3-15-1

0178-33-4979

宮城県

アクアギャラリーＲＯＳＳＯ

仙台市泉区松森字後田62-1

022-290-0355

http://rosso.ocnk.net/

福島県

(有)アクアランドはなばた

いわき市勿来町四沢渋町33

0246-65-7400

http://www.hanabata.co.jp/

群馬県

前橋水族館

前橋市文京町3-33-13

027-289-5272

http://maebashi-aquarium.com

邑楽郡邑楽町中野2995-2

0276-90-8888

http://www.charm.co.jp/shop/

グローバルフィッシュしんせつ

川越市氷川町169

049-222-0487

http://www.shinsetu.co.jp/

かねだい

草加市花栗3-21-35

048-943-1101

http://www.kanedaisoka.com/

マナウス 三郷店

三郷市彦倉2-111 スーパービバホーム三郷店内

048-953-7710

かねだい

戸田店

戸田市下戸田2-24-8

048-441-6969

http://www.kanedaitoda.com/

かねだい

桶川店

桶川市東2-12-14

048-778-0555

http://junep.rdy.jp/okegawa

イーストアフリカ

入間市宮寺2701-13

04-2935-0010

http://eastafrica.jp/

アクアライズ 大宮店

さいたま市中央区円阿弥3-6-18

048-858-4785

http://aqua-rise.jp/

アクアショップｅｓ

朝霞市栄町3-7-38 MAC朝霞ホームズ1F

048-462-3763

http://www.aquashop-es.jp

かねだい

我孫子店

我孫子市つくし野4-8-15

04-7179-6677

http://www.kanedai-abiko.com/

かねだい

八千代店

八千代市村上939-1

047-480-7710

http://petshop-kanedai.jp/

かねだい

千葉店

千葉市緑区あすみが丘5-1-10

043-205-5262

http://petshop-kanedai.jp/

ピーデー熱帯魚センター

武蔵村山市学園3-21-1

042-563-1943

http://www.pdnettaigyo.co.jp/

パウパウアクアガーデン 銀座店

中央区銀座7-17-14 松岡銀七ビル1・2F

03-3545-8080

http://paupau.co.jp/

アクアフォレスト

新宿区歌舞伎町1丁目新宿サブナード3丁目

03-5367-0765

http://www.a-forest.co.jp

かねだい

青梅市新町9-2020-2

0428-32-8612

http://www.kanedai-ome.com/

市ヶ谷フィッシュセンター

新宿区市谷田町1-1

03-3260-1324

http://www.ichigaya-fc.com/ifc/

ＶＩＶＩＤ

練馬区春日町2-14-44

03-5971-0007

http://www.vivid-ﬁsh.com/

東京サンマリン

江戸川区篠崎町3-2-6 サンマリンビル

03-5243-1411

http://www.sunmarine.co.jp/

トロピランド 小平店

東村山市恩多町2-41-7

042-390-0708

http://www.tropiland.co.jp/kodaira.html

Ａｎ ａｑｕａｒ
ｉ
ｕｍ．
音羽本店

文京区音羽2-3-22

03-6304-1110

http://www.an-aquarium.com/

ＳＥＮＳＵＯＵＳ

渋谷区神山町8-2-1F

03-6407-0335

http://www.h2-l.jp

八王子市南大沢1-380 三井アウトレットパーク多摩南大沢

042-670-4187

http://www.yoneyama-pt.co.jp/peteco/shop/shop06.html

フィッシュジャパン

板橋区高島平8-8-4

03-3935-1365

http://www.ﬁsh-japan.com/

アクアショップ いるか

大田区東雪谷2-35-1

03-5499-3046

http://www.55iruka.com/

トロピランド 荒川店

荒川区町屋3-22-11

03-3892-9438

http://www.tropiland.co.jp/machiya.html

かねだい

町田市本町田880-1

042-710-4230

http://www.kanedai-honmachida.com/

本店

（株）
チャーム 邑楽店
埼玉県

千葉県

東京都

草加店

青梅店

ペットエコ横浜

多摩店

本町田店

音羽ＦＡビル1Ｆ

実施店様
神奈川県

住

所

電話番号

URL

ペットエコ横浜 港北ニュータウン店

横浜市都筑区茅ヶ崎南2-1-1

045-942-5050

http://www.yoneyama-pt.co.jp/peteco/shop/shop02.html

かねだい

横浜市戸塚区名瀬町764-7

045-813-5015

http://petshop-kanedai.jp/

ペットエコ横浜 都筑店 アクア館

横浜市都筑区中川中央1-1-2

045-913-6000

http://www.yoneyama-pt.co.jp/peteco/shop/shop05.html

トロピランド 相模原店

相模原市中央区富士見3-8-5

042-759-5930

http://www.tropiland.co.jp/sagami.html

（有）生麦海水魚センター

横浜市鶴見区生麦1-5-25

045-501-5548

http://namamugi-ﬁsh.com/

横浜市戸塚区原宿5-20-3

045-853-1021

http://www.yoneyama-pt.co.jp/peteco/shop/shop03.html

海老名市下今泉5-2-6

046-236-0600

http://kanedai-ebina.com/

東葛ペット 厚木店

厚木市長谷260-17

046-247-1911

http://www.toukatu-pet.jp/

中央水族館

横須賀市若松町3-20-18

046-822-2626

http://members.jcom.home.ne.jp/chusui/

ハッピーナナ

大和市大和南2-13-12

046-200-2377

http://www.geocities.jp/happy̲nana87/

新潟県

諏佐養鯉場

新潟市東区新川町339

025-275-0575

富山県

ＭＩＳＨＩＭＡ 富山店

富山市豊田本町3-1-26

076-438-9977

http://www.mishima-aqua.com

福井県

デボン熱帯魚館

福井市和田東2-1402

0776-24-2500

http://www2.ocn.ne.jp/~debon/

手取フィッシュランド 福井店

福井市新保町7-9-1

0776-52-7771

http://www.tedori.co.jp/pet/shop/fukui.html

長野県

塩尻熱帯魚センター ディスカス

塩尻市大門三番町4-22

0263-52-2957

http://www.shiojiri-discus.jp/

岐阜県

フィッシュランド 岐阜本店

岐阜市西荘1-10-8

058-251-0030

http://ﬁshland.wsd.jp/

静岡県

ジムノ

静岡市葵区片羽町80

054-271-5927

http://jimuno.web.fc2.com/

ペッツマート 浜松和田店

浜松市東区和田町103-1

053-468-5511

リミックス 名東店

名古屋市名東区社口1-1010

052-779-2772

http://www.remix-net.co.jp/

リミックス みなと店

名古屋市港区熱田前新田字中川西285

052-665-3533

http://www.remix-net.co.jp/

葵熱帯魚 ２４８店

岡崎市上六名4-1-21

0564-58-3838

http://www.aoiﬁsh.com/

フジ３Aプロジェクト

名古屋市瑞穂区汐路町1-14

052-853-0006

http://www.fuji.bpl.jp/fuji3a/

三貴フラワーセンター

みよし市三好町西田29

0561-32-4101

http://www.hm9.aitai.ne.jp/~mikihom

リミックス ｍｏｚｏワンダーシティ店

名古屋市西区二方町40番

052-938-8241

http://www.remix-net.co.jp/

052-725-2622

http://www.remix-net.co.jp/

東戸塚店

ペットエコ横浜
かねだい

愛知県

湘南店

海老名店

ｍｏｚｏワンダーシティ3Ｆペットスクエア内
リミックス 名古屋ドーム前店

名古屋市東区矢田南4-102-3
イオンモールナゴヤドーム前1Fペットスクエア内

ディスワン 小牧店

小牧市川西1-81

0568-74-0001

http://www.thisone.co.jp/komaki/

ペッツマート豊橋

豊橋市小松町字北郷60-10

0532-37-5250

http://www.pets-mart.co.jp

ペットハウスプーキー アルコ半田店

半田市青山4-25-13

0569-23-8000

http://www.pooky.co.jp/modules/shop̲info/handa̲info.htm

滋賀県

ナジェール

栗東市辻438-3

077-552-5339

http://www.aqua-nager.jp

京都府

アクアジュエリーマーサ

京都市右京区谷口梅津間町2

075-462-7007

http://www.aqua-jewelry-marsa.jp/

ひごペットフレンドリー 京都店

京都市伏見区下鳥羽渡瀬町140

075-612-0646

http://www.higopet.com/shop/s̲kyoto.php

中村観魚園

京都市伏見区桃陵町1-13

075-611-2590

http://www.nakamura-kangyoen.com/

アクアテイラーズ

東大阪市中新開1-15-19

072-960-7910

http://www.aquatailors.co.jp/

ディスカウントアクア

藤井寺市林2-1-35

072-931-6033

http://www.discountaqua.jp/

ペットバルーン サウス店

堺市西区菱木2-2430

072-272-5302

http://www.petballoon.co.jp/news/shopsouth/

エキゾチックアフリカ 八尾店

八尾市八尾木北1-4

072-999-7447

http://exoticafrica.jp/

ひごペットフレンドリー 泉ヶ丘店

堺市南区土佐屋台1296

072-237-4511

http://www.higopet.com/shop/s̲izumigaoka.php

アフリカ

大阪市淀川区東三国2-34-1 ハイランドビル1F

06-6396-5170

http://africa-osaka.jp/

Ｐ＆ＬＵＸＥ

吹田市千里丘上6-30

06-6816-9550

http://www.pluxe.net/

トロピカル水草魚園ウエダ

大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街北館1F

06-6376-3277

大阪府

実施店様
兵庫県

住

所

電話番号

URL

魚のおやど

尼崎市大物町2-3-3

06-6482-5765

http://www.sakana-no-oyado.com/

アクア Ｆ

神戸市北区鈴蘭台東町9-3-76

078-594-5785

http://aqua-f.com/index.html

ひごペットフレンドリー クラウンパーク伊丹店

伊丹市寺本6-69-1

072-777-3058

http://www.higopet.com/shop/s̲itami.php

アクアショップ スミモト

姫路市東延末2-45

079-222-7702

http://www.aqua-shop.co.jp

アクア・モンスター

加古川市平岡町高畑471-1 プロムナード高畑

079-454-2220

http://www.aqua-monster.jp

総合ペットの名生園

西宮市学文殿町1-9-20

0798-47-4861

http://www2u.biglobe.ne.jp/~meisyoen/

ダイエーグルメシティ北鳴尾店3F
アクアアベニュー

神戸市北区八多町中1342-2

078-203-8057

http://www.wpw-net.com/a-avenue/

奈良県

アクアトレンディ

大和郡山市九条町168-4

0743-52-0810

http://aquatrendy.com

岡山県

ラビータ 東古松店

岡山市北区東古松495-1

086-803-3281

http://lavita-pet.com/shop/index.html

すみやペット観賞魚

岡山市南区豊浜町1-45

086-224-7840

広島県

みつい園

福山市道三町13-22

084-921-5949

http://www.mitsuien.co.jp/

愛媛県

川田熱帯魚

新居浜市若水町2-1-10

0897-32-5209

http://www.kawata-pet.co.jp

高知県

ペットＳＴＥＰ 薊野店

高知市薊野南町21-41

088-846-4111

http://www.petstep.jp/store-azouno.htm

福岡県

Ｐ２ペットワールド トリアス久山店

糟屋郡久山町山田1004-1

092-931-9200

http://www.p2-pet.com/

アクアプランテーション グッピー

北九州市若松区高須西2-1-7

093-742-6717

http://www.ap-guppy.com/

スタードッグス 大牟田店

大牟田市旭町2-28-1 ゆめタウン大牟田内

0944-59-5911

http://www.star-dogs.co.jp/

アクアペット 小倉店

北九州市小倉北区井堀3-1-15

093-581-1275

http://kimukimu.com/aquapet-kokura/

Ｐ２ 太宰府店

太宰府市向佐野1-10-17

092-922-9292

http://www.p2-pet.com/

アクアタイムズエア

福岡市早良区有田8-8-30

092-834-6822

http://www.at-air.com/

長崎県

ハッピー・プラネット

北松浦郡佐々町本田原免207

0956-62-5500

大分県

ぺットワイド 賀来店

大分市賀来3943

新居浜本店

ホームワイドプラス賀来店別館
宮崎県

アクアショップBIBIAN

宮崎市日ノ出町56-2

097-586-5323
0985-32-8743

http://www.inova-ioi.com/shop/aqua/

※上記ショップ様のホームページをご覧になるには、 トップページ → 取扱店様情報 にてご覧ください。
※エーハイム LEDライトの情報につきましては、 トップページ → 新着情報−新商品 → エーハイム LEDライトのご案内 にてご覧ください。

