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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

関東地方
店　　　名 住　　　　　　　所 電話番号

茨
　
　  

城 

　
　
県

テックランドNewつくばみらい店 茨城県つくばみらい市筒戸2189-1 0297-38-8771

テックランド龍ヶ崎店
茨城県龍ヶ崎市小通幸谷町288　Qizモール内 0297-61-5611

ヤマダアウトレット龍ヶ崎店

YAMADA web.com つくば店 茨城県つくば市大字下原字池向370-1 029-839-9260

家電住まいる館YAMADAつくば研究学園店 茨城県つくば市学園の森3丁目4番地-1 029-896-8880

テックランド古河店 茨城県古河市西牛谷1002-1 0280-30-0505

テックランド坂東岩井店 茨城県坂東市辺田1213-26 0297-38-6182

ベスト電器 ベストフレンドショップ下館店 茨城県筑西市丙304 0296-21-1010

テックランドNew筑西店 茨城県筑西市布川1249-8 0296-26-6650

ヤマダアウトレット筑西店 茨城県筑西市布川1249-21 0296-26-8771

テックランド水戸本店 茨城県水戸市笠原町209番地 029-305-7751

テックランドシーサイドひたちなか店 茨城県ひたちなか市新光町39-2 029-229-1066

テックランドひたちなか店 茨城県ひたちなか市大字稲田1424-1 029-354-7511

テックランド鹿島店 茨城県鹿嶋市宮中字東山333-4 0299-85-0555

テックランドNew神栖店 茨城県神栖市平泉字北口527番地24号 0299-94-3600

テックランドNew石岡店 茨城県石岡市石岡12886　フォレストモール石岡内 0299-56-2661

ヤマダアウトレット石岡店 茨城県石岡市東石岡1-1-36 0299-28-1711

テックランド日立店 茨城県日立市滑川町2-4-1 0294-27-8011

テックランド北茨城店 茨城県北茨城市中郷町上桜井2177 0293-28-8011

テックランド常陸大宮店 茨城県常陸大宮市泉字根本上1161 0295-54-1551

栃
　
　 
木 

　
　
県

家電住まいる館YAMADA駒生店 栃木県宇都宮市駒生町字東高田3363-1 028-600-3113

テックランド宇都宮南店 栃木県宇都宮市江曽島本町22番8号 028-684-0150

ベスト電器 FKDインターパーク店 栃木県宇都宮市インターパーク6-1-1　FKDショッピングモール宇都宮インターパーク2F 028-657-6513

テックランド壬生店 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち三丁目2-21 0282-25-6122

テックランド那須烏山店 栃木県那須烏山市表1832-14 0287-83-8751

ベスト電器 ベストフレンドショップ宇都宮東店 栃木県宇都宮市泉が丘3-15-9　泉が丘コーポ1F 028-683-0205

YAMADA web.com 宇都宮本店 栃木県宇都宮市元今泉3丁目1-14 028-639-0161

ベスト電器 福田屋宇都宮店 栃木県宇都宮市今泉237 028-623-5263

テックランド宇都宮テクノ店 栃木県宇都宮市ゆいの杜6丁目1番7号 028-666-6676

テックランド益子店 栃木県芳賀郡益子町大字益子字大橋1405-1 0285-81-3521

テックランド真岡店 栃木県真岡市長田2丁目27-12 0285-80-5311

テックランド鹿沼店 栃木県鹿沼市府中町102-1 0289-74-5077

テックランド小山店 栃木県小山市駅東通り2-3-8 0285-30-5951

テックランド大田原店 栃木県大田原市浅香3-3728-2 0287-20-2531

テックランド那須塩原店 栃木県那須塩原市豊住町80-5 0287-74-2871

家電住まいる館YAMADA足利店 栃木県足利市朝倉町244-1 0284-70-7011

テックランド佐野店 栃木県佐野市大橋町1054-5 0283-85-7373

テックランド栃木店 栃木県栃木市箱森町字岡堀690-1 0282-20-5251

テックランドさくら店 栃木県さくら市大字櫻野字八幡431-1 028-680-7601

群
　
　  

馬  

　
　
県

テックランド大泉店 群馬県邑楽郡大泉町大字坂田1603番地7 0276-60-5411

LABI1 LIFE SELECT高崎 群馬県高崎市栄町1番1号 027-345-8811

ヤマダアウトレット高崎店 群馬県高崎市上中居町239-2 027-386-6416

テックランドNew富岡店 群馬県富岡市七日市173-3 0274-62-5050

テックランド高崎北菅谷店 群馬県高崎市菅谷町1243-11 027-393-6222

テックランドNew前橋本店 群馬県前橋市日吉町4-14-13 027-233-5767

インテリアリフォームYAMADA前橋店 群馬県前橋市日吉町4-37-1 027-289-5766

テックランド前橋朝倉店 群馬県前橋市朝倉町894-1　前橋朝倉モール内 027-212-2306

テックランド高前バイパス店 群馬県前橋市元総社町593-59 027-280-4485

テックランド伊勢崎店 群馬県伊勢崎市韮塚町1184 0270-20-5266

ベスト電器 ベストフレンドショップ東太田店 群馬県太田市東新町180-1 0276-22-6331

ヤマダアウトレット太田店 群馬県太田市西本町57-4 0276-33-7340

テックランドNew太田飯田町店 群馬県太田市飯田町211番地1 0276-30-0111

テックランド館林店 群馬県館林市瀬戸谷2293-3 0276-75-1825

テックランドNew藤岡店 群馬県藤岡市中栗須26-1 0274-40-2362

ベスト電器 ベストフレンドショップクリマ桐生店 群馬県桐生市錦町1-6-22 0277-44-5688

テックランド渋川店 群馬県渋川市有馬149-1 0279-24-7766



店　　　名 住　　　　　　　所 電話番号

群 

馬 

県

テックランド中之条店 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町字川端27-5 0279-26-7400

テックランド沼田薄根店 群馬県沼田市薄根町3401番地 0278-22-6161

テックランド沼田店 群馬県沼田市高橋場町2063-1 0278-22-5444

テックランド安中店 群馬県安中市安中2-17-10 027-382-4747

テックランド駒形バイパス店
群馬県前橋市小屋原町460-1 027-225-8050

ヤマダアウトレット館前橋店

テックランド伊勢崎東店 群馬県伊勢崎市西小保方町347-21 0270-75-1336

家電住まいる館YAMADAみどり店 群馬県みどり市笠懸町阿左美1471-1 0277-30-5001

埼
　
　
　
　
　
　
玉
　
　
　
　
　
　
県

家電住まいる館YAMADA大宮宮前本店 埼玉県さいたま市西区宮前町257 048-620-2210

マツヤデンキ指扇店 埼玉県さいたま市西区指扇1073 048-624-4311

マツヤデンキ日進店 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目1125-13 048-663-4455

テックランド川口本店 埼玉県川口市本町2-7-25　MIELかわぐち 3F 048-227-2111

テックランド川口店 埼玉県川口市青木3-118 048-250-6000

テックランド東川口店 埼玉県川口市東川口3-1-6　東川口第二FTビル2F 048-291-5290

テックランドイオンモール川口店 埼玉県川口市安行領根岸3180　イオンモール川口 3F 048-287-8077

テックランド戸田美女木店 埼玉県戸田市美女木7丁目12-1 048-449-1188

テックランド浦和店 埼玉県さいたま市緑区中尾797-1 048-810-1471

テックランド浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区美園三丁目9番地6 048-789-6410

テックランド・Newダイクマ大宮店 埼玉県さいたま市見沼区南中丸511 048-688-2321

家電住まいる館YAMADA浦和埼大通り店 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保725 048-857-7780

テックランド岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区南平野四丁目15番地4 048-756-1911

テックランドNew草加店 埼玉県草加市谷塚上町765 048-951-0710

マツヤデンキツノイ八潮店 埼玉県八潮市緑町5-29-26 048-997-6336

テックランド八潮店 埼玉県八潮市中央2-20-14 048-998-8200

家電住まいる館YAMADA三郷店 埼玉県三郷市ピアラシティ二丁目1番地6 048-949-2500

マツヤデンキ越谷店 埼玉県越谷市東越谷3-16-2 048-966-1101

テックランド南越谷店 埼玉県越谷市南越谷2丁目6-40 048-940-1280

Tecc LIFE SELECT 春日部本店 埼玉県春日部市小渕字前田259-3 048-760-0100

ベスト電器 ベストフレンドショップ庄和店 埼玉県春日部市新宿新田327-414 0487-46-6043

テックランド久喜店 埼玉県久喜市久喜北2-6-3 0480-23-7767

Tecc LIFE SELECT ムサシ久喜菖蒲店 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲7004番　ホームセンタームサシ久喜菖蒲店 2F 0480-53-3122

テックランド加須店 埼玉県加須市多門寺81-2 0480-48-5270

ベスト電器 ベストフレンドショップコバデン加須店 埼玉県加須市大門町1-2 0480-61-0001

テックランドNew羽生店 埼玉県羽生市下岩瀬583-1 048-594-9700

ヤマダアウトレット羽生店 埼玉県羽生市大字下岩瀬342-1 048-598-5131

ベスト電器 カネコ馬込店 埼玉県蓮田市馬込二丁目198番地 048-769-8211

ベスト電器 カネコ蓮田店 埼玉県蓮田市本町4-4 048-768-0210

ベスト電器 カネコ白岡店 埼玉県白岡市小久喜1153-2 0480-92-6371

家電住まいる館YAMADA坂戸店 埼玉県坂戸市八幡1丁目3番45号 049-288-6680

テックランド川越店 埼玉県川越市氷川町57-1 049-299-8460

テックランド狭山富士見店 埼玉県狭山市富士見1-28-7 04-2956-3288

テックランド狭山店 埼玉県狭山市上奥富59-1 04-2969-1150

ベスト電器 ベストフレンドショップ新座店 埼玉県新座市新座2-17-5 048-479-0561

家電住まいる館YAMADA新座野火止店 埼玉県新座市野火止6-1-7 048-423-7211

ベスト電器 ベストフレンドショップつるせ店 埼玉県富士見市関沢2-25-5 049-268-1622

ヤマダアウトレット新座店 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東14番4 049-274-2200

テックランド東松山店 埼玉県東松山市山崎町1番地1 0493-21-5300

テックランドふじみ野店 埼玉県ふじみ野市西鶴ヶ岡2-3-1 049-293-1141

家電住まいる館YAMADA入間店 埼玉県入間市東藤沢2丁目17-1 04-2965-7266

テックランド所沢店 埼玉県所沢市東町5-22　TOCOTOCO SQUARE3F 04-2929-4808

テックランド熊谷本店 埼玉県熊谷市大字原島1187-1 048-529-3300

テックランド行田店 埼玉県行田市桜町1丁目10番27号 048-577-5760

テックランド上尾店 埼玉県上尾市愛宕三丁目1番18号 048-782-7120

テックランド北本店 埼玉県北本市深井六丁目87 048-540-5500

テックランド深谷店 埼玉県深谷市上柴町西2-22-9 048-572-4626

テックランドNew本庄店 埼玉県本庄市鵜森215-1 0495-71-6363

ヤマダアウトレット本庄店 埼玉県本庄市日の出4丁目5番17号 0495-24-3111

ベスト電器 ヤオ秩父店 埼玉県秩父市中町3-16 0494-22-5000

テックランド花園インター店 埼玉県深谷市小前田字塚屋311番地 048-598-4550

千
　  

葉  

　
県

テックランドNew蘇我店
千葉県千葉市中央区川崎町55-3 043-239-2011

ヤマダアウトレット蘇我店

マツヤデンキ検見川浜店 千葉県千葉市美浜区真砂4-2-6　イオンスタイル検見川浜店 3F 043-278-5503

家電住まいる館YAMADA幕張店 千葉県千葉市花見川区幕張町2丁目7701番地 043-351-8211

マツヤデンキ長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町112-2　イオンタウン稲毛長沼 043-286-1747

マツヤデンキ稲毛店 千葉県千葉市稲毛区小仲台7-2-1　マルエツ稲毛店3F 043-290-6181

テックランド千城台店 千葉県千葉市若葉区千城台北3-21-1　イコアス千城台3F 043-306-0055

家電住まいる館YAMADA千葉本店 千葉県千葉市若葉区貝塚町1087-1 043-235-6161

テックランドおゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野南5丁目37-1 043-293-8500

テックランド流山店 千葉県流山市大字木356番地の2（木B70街区3） 04-7199-3691

マツヤデンキ南ながれやま店 千葉県流山市南流山3丁目1番11 04-7158-6520

テックランド千葉ニュータウン店 千葉県印西市牧の原1-3 0476-40-7600



店　　　名 住　　　　　　　所 電話番号

千
　
　
　
　
葉
　
　
　
　
県

テックランド西友常盤平店 千葉県松戸市常盤平3-11-1　西友常盤平店3F 047-375-8100

家電住まいる館YAMADA松戸本店 千葉県松戸市松戸2289-3 047-703-0031

テックランドNew市川本八幡店 千葉県市川市八幡三丁目3番3号　 047-316-0271

マツヤデンキ市川店 千葉県市川市市川1丁目18-13 047-324-1629

テックランド西友行徳店 千葉県市川市行徳駅前1-19-1　西友行徳店3F 047-702-5350

テックランド南行徳店 千葉県市川市南行徳3-4-1 047-701-2222

テックランドイオン鎌ヶ谷店 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2-7-1　イオン鎌ヶ谷店1F 047-402-2691

YAMADA web.com 船橋本店 千葉県船橋市北本町2-58-5 047-460-5015

テックランド船橋店 千葉県船橋市習志野5-2-12 047-403-7151

LABI津田沼 千葉県習志野市谷津1-16-1 047-470-0211

テックランド八千代店 千葉県八千代市村上南4-3-1 047-405-3201

テックランド柏店 千葉県柏市大山台1-22 04-7135-7110

テックランド柏沼南店 千葉県柏市風早1丁目1-1 04-7190-1156

ヤマダアウトレット野田店 千葉県野田市柳沢279番地の1 04-7126-1551

テックランド イオン新浦安店 千葉県浦安市入船1-4-1　イオン新浦安店3F 047-304-5151

テックランドNew東金店 千葉県東金市押堀字広田637-1 0475-86-6726

ベスト電器 サービスショップ石井電器店 千葉県四街道市大日286-12 043-422-2032

テックランド四街道店 千葉県四街道市中央1-12 043-309-5755

テックランドイオンタウン成田富里店 千葉県成田市東町133番地　イオンタウン成田富里内1F 0476-85-6381

テックランド成田店 千葉県成田市ウイング土屋156-3 0476-33-7721

テックランド富里インター店 千葉県富里市七栄1006-4 0476-85-8851

テックランド銚子店 千葉県銚子市三崎町2-2613 0479-26-3831

テックランド八街店 千葉県八街市八街ほ729-4 043-310-5711

テックランド横芝光店 千葉県山武郡横芝光町横芝2158-1 0479-85-6581

ヤマダアウトレット旭店 千葉県旭市ニ50 0479-85-7780

テックランド市原店 千葉県市原市五所上八幡下2004-1 0436-40-1502

Tecc LIFE SELECT 木更津請西本店 千葉県木更津市請西南2-27-1 0438-38-2021

ヤマダアウトレット木更津店 千葉県木更津市潮見4丁目1-2 0438-30-2011

テックランド館山店 千葉県館山市八幡字小松原697-1 0470-20-1711

テックランド鴨川店 千葉県鴨川市花房31-1 04-7094-5511

テックランド茂原店 千葉県茂原市高師1666番地 0475-47-3811

テックランドいすみ店 千葉県いすみ市日在字鶴沼649-6 0470-62-6881

ベスト電器 ベストフレンドショップ和田浦店 千葉県南房総市和田町和田414-4 0470-47-2535

テックランド大網白里店 千葉県大網白里市東駒込6番地3 0475-78-3191

東
　
　
　
　
京
　
　
　
　
都

ツクモパソコン本店 東京都千代田区外神田1-9-7 03-3253-5599

ツクモパソコン本店リユース館 東京都千代田区外神田1-11-2 03-3254-3999

TSUKUMO eX. 東京都千代田区外神田4-4-1 03-5207-5599

キムラヤ神保町店 東京都千代田区神田神保町2-2 03-6261-4578

キムラヤ秋葉原店 東京都千代田区神田佐久間町1-6-1 03-3252-0048

LABI東京八重洲 東京都中央区八重洲一丁目5番22号 03-3510-9098

IDC OTSUKA Bedroom Gallery GINZA 東京都中央区銀座7-8-9 03-3573-4321

キムラヤ新橋日比谷口店 東京都港区新橋2-17-35 03-3569-0200

テックランドダイエー赤羽店 東京都北区赤羽二丁目5-7　ダイエー赤羽店3F 03-6454-4378

ベスト電器 ベストフレンドショップ東尾久店 東京都荒川区東尾久2-7-10 03-3892-1390

ヤマダアウトレット足立店 東京都足立区青井6丁目24-8 03-5845-8751

テックランド足立店 東京都足立区平野2-1-5 03-5831-2880

ベスト電器 ベストフレンドショップ西新井店 東京都足立区西新井2-4-6 03-3890-2711

テックランド錦糸町店 東京都墨田区太平4丁目1番5号（2階） 03-5819-0217

ベスト電器 ベストフレンドショップ今井店 東京都江戸川区江戸川3-55-12 03-3670-2482

テックランド江戸川店 東京都江戸川区松江2丁目29番7号 03-5661-3011

テックランドNew葛西店 東京都江戸川区中葛西4丁目8-1 03-6808-3321

テックランドスーパービバホーム豊洲店 東京都江東区豊洲3丁目4-8　スーパービバホーム豊洲店内 03-3520-8803

IDC OTSUKA 有明ショールーム 東京都江東区有明3-6-11　東京ファッションタウンビル東館3階 03-5530-5555

YAMADA web.com 江東新砂店 東京都江東区新砂三丁目1番13号 03-5677-5913

ヤマダアウトレット南砂店 東京都江東区南砂2丁目32-1 03-6458-4891

LABI LIFE SELECT 品川大井町 東京都品川区東大井5丁目20-1 03-5479-7600

テックランド西友大森店 東京都品川区南大井六丁目27-25　西友大森店4F 03-6450-0138

マツヤデンキ武蔵小山店 東京都品川区荏原3丁目3-21 03-6421-5533

テックランド大田糀谷店 東京都大田区萩中2-12-5 03-5735-0200

マツヤデンキ大岡山店 東京都大田区北千束1-46-1 村田ビル 03-3723-4951

LABI渋谷 東京都渋谷区道玄坂二丁目29-20 03-5456-6300

マツヤデンキ学芸大学店 東京都目黒区鷹番2-21-11 プラザビル鷹番1F 03-3792-8431

マツヤデンキ西小山店 東京都目黒区原町1-6-6 03-3716-4121

LABI LIFE SELECT 自由が丘 東京都目黒区緑が丘2-17-9 03-5731-7255

テックランド東京本店 東京都世田谷区上北沢5-37-18 03-5316-7070

IDC OTSUKA 新宿ショールーム 東京都新宿区新宿3-33-1 03-5379-4321

LABI新宿西口館 東京都新宿区西新宿一丁目18-8 03-5339-0511

ベスト電器 ベストフレンドショップ中野川島店 東京都中野区弥生町3-31-1 03-6300-4900

YAMADA IKEBUKURO アウトレット・リユース&TAXFREE館 東京都豊島区東池袋1丁目41-1 03-5958-7770

LABI1 LIFE SELECT 池袋 東京都豊島区東池袋1-5-7 03-5958-7770

テックランドイオンスタイル板橋前野店 東京都板橋区前野町4-21-22　イオンスタイル板橋前野町内 03-6454-9011



店　　　名 住　　　　　　　所 電話番号

東
　
　
　
京
　
　
　
都

テックランド練馬本店 東京都練馬区南田中3-30-5 03-5910-7688

テックランド大泉学園店PC館 東京都練馬区大泉学園町4丁目27-21 03-5935-0685

テックランド大泉学園店家電館 東京都練馬区大泉学園町6丁目1-1 03-5387-5811

テックランド平和台駅前店 東京都練馬区北町6-32-5 03-5920-0235

LABI吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目3番13号 0422-70-3851

ベスト電器 ベストフレンドショップ連雀店 東京都三鷹市下連雀6-17-36 0422-44-4142

YAMADA New web.com 府中店 東京都府中市西原町1-3-1 042-360-9333

テックランド小金井店 東京都小金井市本町5-11-2 MEGAドンキホーテ武蔵小金井駅前店5・6F 042-382-5111

テックランド西友花小金井店 東京都小平市花小金井1-2-23　西友花小金井店 3F 042-452-9921

LABI LIFE SELECT 立川 東京都立川市曙町二丁目2番25号 042-529-3611

テックランドNew八王子別所店 東京都八王子市別所2丁目56番地 042-678-7080

テックランドビバホーム八王子多摩美大前店 東京都八王子市鑓水二丁目108番1　ビバホーム八王子多摩美大前店 2F 042-670-9333

家電住まいる館YAMADA八王子高尾店 東京都八王子市挟間町1456番 042-673-2024

テックランド三和小川店 東京都町田市金森4-1-2　スーパー三和小川店 2F 042-850-6015

テックランド昭島店 東京都昭島市松原町2丁目14-6 042-519-2960

ヤマダアウトレット青梅店 東京都青梅市今井三丁目10番9　フォレオ2F 0428-78-0609

テックランド狛江店 東京都狛江市岩戸南二丁目4番3号 03-5761-4115

テックランド東久留米野火止店 東京都東久留米市野火止一丁目3-3 042-420-3311

テックランド羽村店 東京都羽村市栄町1-12-7 042-579-1211

テックランド稲城若葉台店 東京都稲城市若葉台2丁目8番 042-350-3416

テックランド東大和店 東京都東大和市清水6丁目1095-3 042-516-8831

YAMADA web.com 武蔵村山店 東京都武蔵村山市三ツ藤1-84 042-569-1512

神
　
　
　
奈
　
　
　
川
　
　
　
県

テックランド川崎店 神奈川県川崎市川崎区港町12番1号 044-221-9801

テックランドイトーヨーカドー川崎小田栄店 神奈川県川崎市川崎区小田栄2-2-1　イトーヨーカドー川崎店3F 044-272-3773

テックランド武蔵中原店 神奈川県川崎市中原区下小田中1-28-1　マルエツ中原店3F 044-753-3010

家電住まいる館×YAMADA web.com クロスガーデン川崎幸店
神奈川県川崎市幸区小倉5丁目19番23号 044-201-8620

ヤマダアウトレット川崎幸店

テックランド溝の口店 神奈川県川崎市高津区溝の口1-13-5　ドンキホーテ溝の口駅前店5F 044-829-6661

テックランド向ヶ丘店 神奈川県川崎市宮前区平2-3-10 044-856-5515

IDC OTSUKA 横浜みなとみらいショールーム 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-6-5　リーフみなとみらい4階 045-650-4321

ベスト電器 サービスショップLE･X六角橋店 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6-30-17 045-481-1921

Tecc LIFE SELECT 港北センター店
神奈川県横浜市都筑区中川中央二丁目2-1 045-442-9051

ヤマダアウトレット館港北店

テックランド上山店 神奈川県横浜市緑区上山2-27-1 045-935-5512

テックランド青葉店 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野2-3 045-978-5090

テックランド鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央三丁目17番地1号　長谷工横浜鶴見ビル1F 045-508-2561

テックランド新山下店 神奈川県横浜市中区新山下一丁目17-39 045-628-7633

LABI上大岡 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-18-5 045-752-7715

テックランド横浜本店 神奈川県横浜市港南区下永谷5-2-1 045-820-5656

テックランドイオンフードスタイル港南台店 神奈川県横浜市港南区港南台3-1-2　イオンフードスタイル港南台店 3F 045-349-3370

テックランド磯子店 神奈川県横浜市磯子区磯子1-2-1 045-754-3111

家電住まいる館×YAMADA web.com 横浜金沢店 神奈川県横浜市金沢区富岡東2-4-29 045-772-8653

テックランド横須賀店 神奈川県横須賀市日の出町3-3-3 046-822-4960

ヤマダアウトレット館横須賀店 神奈川県横須賀市三春町4-5 046-828-5321

YAMADA web.com 久里浜店 神奈川県横須賀市久里浜7-9-1 046-833-6142

テックランド二俣川店 神奈川県横浜市旭区二俣川1-43-28　アルコット二俣川5F 045-360-6755

テックランド大和店 神奈川県大和市下鶴間526-1 046-271-3056

テックランドNew大和深見店 神奈川県大和市深見488-1 046-264-3100

テックランドダイクマヤマダ厚木店 神奈川県厚木市長谷6-20 046-250-5019

テックランド海老名店 神奈川県海老名市中央2丁目10-1 046-236-5393

テックランド厚木店 神奈川県厚木市林4丁目25番28号 046-294-1020

テックランド横浜泉店 神奈川県横浜市泉区上飯田町3937 045-806-1151

家電住まいる館YAMADA戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区汲沢二丁目1-7 045-410-6661

LABI大船 神奈川県横浜市栄区笠間二丁目2番1号　GRAND SHIP 3F 045-392-4131

家電住まいる館YAMADA鴨宮店 神奈川県小田原市鴨宮631-1 0465-48-6122

テックランド座間店 神奈川県座間市ひばりが丘四丁目27番1号 046-257-8880

テックランド相模原店 神奈川県相模原市中央区相模原8-11-1 042-786-8211

テックランドニトリモール相模原店 神奈川県相模原市南区大野台6丁目1番1号 042-704-8380

LABI LIFE SELECT 茅ヶ崎 神奈川県茅ケ崎市新栄町12-3 0467-30-9011

ヤマダアウトレット茅ヶ崎店 神奈川県茅ヶ崎市新栄町11-8　イトーヨーカドー茅ヶ崎店 4F 0467-83-4500

テックランド平塚店 神奈川県平塚市田村5-25-5 0463-51-1500

テックランド上平塚店 神奈川県平塚市上平塚1-61 0463-34-7117

テックランド秦野店 神奈川県秦野市尾尻字宮ノ前882番1 0463-85-6030

ベスト電器 ベストフレンドショップ秦野店 神奈川県秦野市栄町9-15 0463-81-1333

テックランド開成店 神奈川県足柄上郡開成町宮台398 0465-82-8313

テックランド湯河原店 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜1576-47 0465-60-3800


