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株式会社ヤマダデンキ
ヤマダホールディングスグループ

中部地方
店　　　名 住　　　　　　　所 電話番号

長
　
　  

野  

　
　
県

テックランド長野本店 長野県長野市大字高田1889-1 026-251-0551

Tecc LIFE SELECT 長野SBC通り店 長野県長野市吉田一丁目21-33 026-215-1056

テックランド長野南店 長野県長野市稲里町中央3丁目1-1 026-286-0780

テックランド中野店 長野県中野市大字吉田字新井境711-1 0269-26-1501

テックランド佐久本店 長野県佐久市岩村田字下樋田1788-2 0267-66-1388

家電住まいる館YAMADA上田本店 長野県上田市古里字大畑1992-1 0268-26-5735

テックランド千曲店 長野県千曲市大字寂蒔361 026-214-2202

テックランド軽井沢店 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉1879-2 0267-31-6722

ベスト電器 ベストフレンドショップ御代田店 長野県北佐久郡御代田町御代田2422-35 0267-32-2459

テックランド飯山店 長野県飯山市大字静間字田中2103-1 0269-67-0370

Tecc LIFE SELECT 松本本店 長野県松本市出川二丁目3-1 0263-24-3055

ヤマダアウトレット松本店 長野県松本市出川3丁目6-13 0263-87-6808

テックランドアイシティ松本店 長野県東筑摩郡山形村7977　アイシティ21内 0263-97-3155

テックランド茅野店 長野県茅野市塚原2丁目13-3744-1 0266-73-1530

テックランド岡谷店 長野県岡谷市長地源2丁目5番41号 0266-26-4611

テックランド飯田店 長野県飯田市上郷飯沼1964-1 0265-24-8111

ベスト電器 ベルシャイン伊那店 長野県伊那市伊那部435-1 0265-76-2111

テックランド伊那店 長野県伊那市上新田2031-1 0265-73-6988

テックランド大町店 長野県大町市大町2955-1 0261-85-0900

マツヤデンキ広丘店 長野県塩尻市広丘野村1710-16 0263-52-2355

テックランド駒ヶ根店 長野県駒ヶ根市東町11-15 0265-98-8360

ベスト電器 ベルシャイン駒ヶ根店 長野県駒ケ根市赤穂1568 0265-82-2111

テックランド箕輪店 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪8699-2 0265-98-8761

テックランド穂高店 長野県安曇野市穂高1776-1 0263-81-4400

新
　
　
　
潟
　
　
　
県

テックランド長岡リップス旭岡店 新潟県長岡市旭岡1丁目50番地 0258-94-4366

YAMADA web.com 長岡店 新潟県長岡市古正寺一丁目3141番 0258-86-6235

ヤマダアウトレット長岡店 新潟県長岡市石動南町3-1 0258-21-4410

テックランド糸魚川店 新潟県糸魚川市横町4丁目3-30 025-552-1345

テックランド上越店 新潟県上越市富岡3439 025-521-0455

テックランド妙高店 新潟県妙高市柳井田町四丁目4-27 0255-78-7523

テックランド柏崎店 新潟県柏崎市宝町3-17 0257-28-5611

テックランド小千谷店 新潟県小千谷市大字桜町4866 0258-86-8922

テックランド十日町店 新潟県十日町市高田町六丁目698番地1 025-761-7822

テックランド六日町店 新潟県南魚沼市四十日南原2879-9 025-776-2711

家電住まいる館YAMADA新潟錦町本店 新潟県新潟市東区錦町3-25 025-278-9911

テックランド亀田店 新潟県新潟市江南区東早通1-1-37 025-385-8000

テックランド新潟西店 新潟県新潟市西区小新5丁目19番16号 025-378-3611

ベスト電器 サービスショップオカ新大前店 新潟県新潟市西区大野188-1 025-262-0055

ベスト電器 寺尾店 新潟県新潟市西区寺尾上4-4-15 025-269-4013

テックランド新潟関新店 新潟県新潟市中央区関新3-4-27 025-234-5550

ヤマダアウトレット佐渡店 新潟県佐渡市長木768-1 0259-67-7720

ヤマダアウトレット西蒲店 新潟県新潟市西蒲区赤鏥920-1 0256-78-8861

テックランド見附店 新潟県見附市上新田町700-1 0258-89-8460

テックランド三条店 新潟県三条市大字上須頃293-1 0256-36-5255

テックランド新発田店 新潟県新発田市中曽根町1-9-12 0254-20-1120

テックランド村上店 新潟県村上市仲間町字坂下643-1 0254-62-7871

テックランド五泉店 新潟県五泉市三本木字早出3080-1 0250-47-4122

ヤマダアウトレット胎内店 新潟県胎内市関沢3-1 0254-20-8488

ベスト電器 ベストフレンドショップ荒川店 新潟県村上市藤沢21-4 0254-62-2125

富 

山 

県

家電住まいる館YAMADA富山金泉寺店 富山県富山市金泉寺70-2 076-405-6148

テックランド小矢部店 富山県小矢部市今石動町二丁目6-32 0766-50-8027

テックランド高岡店 富山県高岡市昭和町2丁目2番1号 0766-20-7866

テックランドグリーンモール中曽根店 富山県高岡市中曽根2339番地 0766-30-2535

テックランド氷見店 富山県氷見市加納441-1 0766-30-2311

テックランド滑川店 富山県滑川市上小泉1598-6 076-471-6561

テックランド魚津店 富山県魚津市吉島4216-1 0765-22-7161



店　　　名 住　　　　　　　所 電話番号

富 

山 

県

テックランド射水店 富山県射水市本開発字代官免411 0766-50-1500

テックランド入善店 富山県下新川郡入善町上野9001 0765-74-2600

テックランドNew砺波店 富山県砺波市三島町11-28 0763-34-6600

テックランド南砺店 富山県南砺市福光246-1 0763-55-6018

テックランドNew富山婦中店 富山県富山市婦中町速星35-1 076-466-0606

テックランド富山山室店 富山県富山市山室字東田割187番15号 076-494-9009

石 

川 

県

家電住まいる館YAMADA金沢本店 石川県金沢市西都1-40 076-266-8222

テックランド金沢大桑店 石川県金沢市大桑3丁目141番地 076-243-3100

家電住まいる館×YAMADA web.com 野々市店 石川県野々市市三日市二丁目52番地 076-294-5885

テックランド加賀店 石川県加賀市加茂町チ24 0761-76-1020

テックランドNew小松店 石川県小松市沖町611番地 0761-22-9191

ヤマダアウトレット羽咋店 石川県羽咋市太田町と159-1 0767-26-2710

テックランド七尾店 石川県七尾市藤橋町申部6番地 0767-53-8666

テックランド輪島店 石川県輪島市宅田町55-1 0768-23-0088

ヤマダアウトレットかほく店 石川県かほく市宇野気イ105-1 076-283-7822

福
井
県

テックランド福井大和田店 福井県福井市大和田2丁目1602番地 0776-57-0513

テックランド大野店 福井県大野市鍬掛第19号8番地 0779-66-1600

テックランド敦賀店 福井県敦賀市中央町二丁目17-43 0770-47-5988

テックランド越前店 福井県越前市瓜生町40-3 0778-21-8800

テックランド福井本店 福井県福井市渕三丁目411番 0776-34-5647

テックランド坂井店 福井県坂井市坂井町下新庄16-28-1 0776-72-0555

山 

梨 

県

テックランド山梨本店 山梨県甲斐市富竹新田1902-3 055-260-6220

テックランドビバモール甲斐敷島店 山梨県甲斐市中下条2000-1　ビバモール甲斐敷島2F 055-242-7757

テックランドNew甲府店 山梨県甲府市向町156-1番地 055-225-1222

ヤマダアウトレット館甲府店 山梨県甲府市蓬沢町1036-1 055-236-5070

テックランド富士吉田店 山梨県富士吉田市下吉田六丁目7番11号 0555-73-8200

ベスト電器 ベストフレンドショップ上吉田店 山梨県富士吉田市上吉田東3-3-43 0555-22-2126

テックランド山梨中央店 山梨県中央市下河東3053-1 055-278-6655

静
　
　
　
岡
　
　
　
県

テックランド沼津店 静岡県沼津市岡宮字寺林1250番地2 055-920-7211

テックランド修善寺店 静岡県伊豆市瓜生野262 0558-74-3200

ベスト電器 西伊豆店 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科355-1 0558-52-0930

ベスト電器 熱海店 静岡県熱海市紅葉が丘21-1 0557-81-2448

テックランド伊東店 静岡県伊東市岡和泉72-11 0557-32-2200

テックランド富士店 静岡県富士市川成島620-1 0545-66-1331

テックランド富士宮店 静岡県富士宮市万野原新田3728番地 0544-25-5511

ベスト電器 ベストフレンドショップ静岡西店 静岡県静岡市駿河区用宗1-29-22 054-257-1818

マツヤデンキカワムラ榛原店 静岡県牧之原市細江2041-5 0548-22-5327

マツヤデンキカワムラ相良店 静岡県牧之原市波津37-2 0548-52-0029

テックランド静岡国吉田店 静岡県静岡市駿河区国吉田1丁目1番43号 054-267-3911

家電住まいる館YAMADA静岡店 静岡県静岡市駿河区馬渕2-8-1 054-654-7851

テックランド清水店 静岡県静岡市清水区清開1丁目3-3 054-337-2205

ベスト電器 ベストフレンドショップ藤枝店 静岡県藤枝市藤枝3-8-18 054-641-3145

テックランド藤枝店 静岡県藤枝市内瀬戸116番1号 054-631-4314

ベスト電器 ベストフレンドショップ島田店 静岡県島田市旗指488-11 0547-37-5931

テックランド浜松中央店 静岡県浜松市中区中央一丁目3番21号 053-450-6363

ベスト電器 ベストフレンドショップ佐鳴台店 静岡県浜松市中区佐鳴台3-54-37 053-448-5826

テックランドイオン浜松西店 静岡県浜松市西区入野町6244-1　イオン浜松西店3F 053-543-5561

テックランド浜北店 静岡県浜松市浜北区小林1361 053-545-3631

ベスト電器 ベストフレンドショップ内野台店 静岡県浜松市浜北区内野台二丁目6番14号 053-587-8154

家電住まいる館YAMADA浜松本店 静岡県浜松市東区北島町815-5 053-423-3181

テックランド掛川店 静岡県掛川市細田231-1 0537-25-6000

ベスト電器 ベストフレンドショップ袋井店 静岡県袋井市上山梨2丁目12-7 0538-49-0021

テックランド磐田店 静岡県磐田市岩井2160-3 0538-30-6172

マツヤデンキカワムラ菊川店 静岡県菊川市加茂5548 0537-35-2227

愛
　
　  

知  

　
　
県

マツヤデンキ岩田店 愛知県豊橋市中岩田2丁目2-1 0532-61-0223

テックランド豊橋店 愛知県豊橋市柱五番町116-1 0532-38-5335

マツヤデンキ新城店 愛知県新城市杉山字建長寺19-1 0536-22-3881

マツヤデンキ曙店 愛知県豊橋市曙町字南松原96-1 0532-47-1811

マツヤデンキ豊川店 愛知県豊川市諏訪3丁目302 豊川プリオⅡ 3F 0533-89-6390

テックランド豊川店 愛知県豊川市下長山町高畑26-1 0533-82-0070

テックランド蒲郡店 愛知県蒲郡市鹿島町浅井新田1-25 0533-95-0073

家電住まいる館YAMADA岡崎本店 愛知県岡崎市大平町堤下55番地 0564-66-0280

テックランド幸田店 愛知県額田郡幸田町大字相見字相見24 0564-84-5461

テックランド西尾店 愛知県西尾市寄住町泡原14-1 0563-65-3120

テックランド安城店 愛知県安城市尾崎町上大縄1-2 0566-91-6851

マツヤデンキ刈谷店 愛知県刈谷市中手町2-112 0566-23-5353

LABI名古屋
愛知県名古屋市中村区名駅一丁目2-5 052-533-3711

ヤマダ名古屋アウトレット・リユース店
テックランドヨシヅヤ名西店 愛知県名古屋市西区名西2丁目33-8　ヨシヅヤ名古屋名西店 3F 052-908-3212

マツヤデンキ中村店 愛知県名古屋市中村区豊国通1-13 052-481-2677

マツヤデンキ八熊店 愛知県名古屋市中川区八熊2-3-2 052-331-9566



店　　　名 住　　　　　　　所 電話番号

愛
　
　
　
　
　
知
　
　
　
　
　
県

ベスト電器 ベストフレンドショップロクタンアオキ中川店 愛知県名古屋市中区八幡本通2-54 052-361-8327

家電住まいる館YAMADA名古屋本店 愛知県名古屋市中川区昭明町5丁目1-5 052-659-6880

ヤマダアウトレット名古屋店 愛知県名古屋市港区東茶屋四丁目57 052-387-5030

テックランドNew野並店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字小森1-3 052-899-1522

テックランド有松インター店 愛知県名古屋市緑区南陵601番地　有松ジャンボリー内 052-629-6231

ベスト電器 サービスショッププラス1大須店 愛知県名古屋市中区大須3-30-86 052-251-4135

ツクモ名古屋1号店 愛知県名古屋市中区大須3-30-86　第一アメ横ビル内1・2・3F 052-263-1655

IDC OTSUKA 名古屋栄ショールーム 愛知県名古屋市東区東桜1-14-27 052-951-4321

マツヤデンキ守山店 愛知県名古屋市守山区守山3丁目10-22 052-793-0091

家電住まいる館YAMADA守山店 愛知県名古屋市守山区深沢一丁目102 052-739-2688

YAMADA web.com 千種センター店 愛知県名古屋市千種区内山一丁目20-37 052-753-4160

テックランド星ヶ丘店 愛知県名古屋市千種区星ヶ丘1-1-7 052-788-2591

テックランドイオン名古屋東店 愛知県名古屋市名東区猪子石原2-1701 052-778-9740

マツヤデンキ猪子石店 愛知県名古屋市名東区山の手1-105 052-773-7775

マツヤデンキ平針店 愛知県名古屋市天白区原1-2405 052-803-2260

テックランド日進店 愛知県日進市浅田町美濃輪6-1 052-809-2050

マツヤデンキ東郷店 愛知県愛知郡東郷町北山台5丁目1番9 0561-38-6771

テックランドアイ・モール三好店 愛知県みよし市三好町青木91番地　アイ・モール三好 1F 0561-33-2610

テックランド武豊店 愛知県知多郡武豊町字忠白田11-11 0569-47-7801

テックランド豊田東新店 愛知県豊田市東新町六丁目17-1 0565-63-5426

家電住まいる館YAMADA知立店 愛知県知立市長篠町八ツ田道13番7 0566-91-7268

家電住まいる館YAMADA半田店 愛知県半田市本町1丁目1番地 0569-25-2121

テックランド東海店 愛知県東海市加木屋町陀々法師31番1 0562-35-3080

テックランド常滑店 愛知県常滑市虹の丘六丁目117番地 0569-89-0777

テックランド長久手店 愛知県長久手市卯塚二丁目201番地 0561-65-5981

テックランド江南店 愛知県江南市高屋町清水39番 0587-51-5701

マツヤデンキ犬山店 愛知県犬山市五郎丸字上前田59-1 0568-62-9171

テックランドNew小牧店 愛知県小牧市小牧原三丁目160番 0568-43-1602

テックランド小牧応時店 愛知県小牧市応時2丁目194 0568-74-2531

マツヤデンキ岩野ナフコ店 愛知県春日井市岩野町2-13-11 ナフコ岩野店内 0568-89-2521

テックランドNew春日井店 愛知県春日井市鳥居松町5丁目62番地 0568-86-4321

テックランド高蔵寺店 愛知県春日井市高蔵寺町北3-1-7　 0568-51-1486

テックランド瀬戸店 愛知県瀬戸市共栄通3-20 0561-97-0031

マツヤデンキ甚目寺店 愛知県あま市甚目寺五位田102 052-441-8227

Tecc LIFE SELECT New一宮店 愛知県一宮市羽衣2丁目5-8　スーパービバホーム一宮店 2F 0586-52-5721

ヤマダアウトレット一宮店 愛知県一宮市下沼町4丁目19番 0586-26-2121

テックランド新稲沢店 愛知県稲沢市朝府町4番1号 0587-33-0921

岐
　 
阜 
　
県

家電住まいる館YAMADA岐阜本店 岐阜県岐阜市薮田南4-11-7 058-268-7001

テックランド本巣店 岐阜県本巣市政田1940-1 058-322-3335

ベスト電器 ベストフレンドショップ揖斐川店 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪369-6 0585-22-0078

テックランド羽島店 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄149-1 058-216-6100

テックランド岐阜長良店 岐阜県岐阜市長良東2丁目45 058-296-4511

テックランドマーサ21店 岐阜県岐阜市正木中一丁目2番1号　マーサ21 2F 058-216-3111

YAMADA web.com 大垣店 岐阜県大垣市林町六丁目80番地55 0584-71-7660

マツヤデンキ垂井店 岐阜県不破郡垂井町宮代3055-1 0584-22-1173

テックランド各務原店 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町三丁目132番地 058-379-5711

テックランド可児店 岐阜県可児市中恵土2371番90 0574-60-3550

テックランド下呂店 岐阜県下呂市萩原町上呂970-1 0576-56-2011

ヤマダアウトレット瑞浪店 岐阜県瑞浪市土岐町6958-1 0572-66-2688

テックランド中津川店 岐阜県中津川市茄子川2076-102 0573-78-0810


