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近畿地方
店　　　名 住　　　　　　　所 電話番号

三  

重  

県

テックランド四日市店 三重県四日市市十七軒町1番26号 059-350-2111

ヤマダアウトレットみえ朝日店 三重県三重郡朝日町大字縄生500-1 059-376-2100

テックランドいなべ店 三重県いなべ市北勢町阿下喜3483 0594-82-1035

テックランド桑名店 三重県桑名市大字大仲新田335-2 0594-33-2105

家電住まいる館YAMADA鈴鹿店 三重県鈴鹿市北玉垣町字中野787番地 059-381-0355

津店 三重県津市藤方1057-1 059-213-6241

テックランド松阪店 三重県松阪市久保田町字南沖23 0598-50-3411

テックランド伊勢店 三重県伊勢市御薗町新開613 0596-31-1115

テックランド名張店 三重県名張市蔵持町原出1772 0595-62-7222

テックランド伊賀店 三重県伊賀市平野清水626-1 0595-26-5556

テックランド多気店 三重県多気郡多気町相可1061-1 0598-31-3271

滋  

賀  

県

テックランド坂本店 滋賀県大津市坂本7丁目24-1　平和堂坂本3F 077-579-1591

テックランド大津堅田店 滋賀県大津市今堅田三丁目8-1 077-571-1770

マツヤデンキあどがわ店 滋賀県高島市安曇川町末広3-5 0740-32-3520

テックランド大津玉野浦店 滋賀県大津市玉野浦3-1　ナフコツーワンスタイル滋賀大津内 077-511-9757

テックランド草津栗東店 滋賀県栗東市小柿8丁目8番14号 077-551-3200

家電住まいる館×YAMADA web.com 彦根店 滋賀県彦根市里根町55-16 0749-21-3931

ヤマダアウトレット近江店 滋賀県近江八幡市鷹飼町351番1 0748-29-3911

テックランド長浜店 滋賀県長浜市八幡中山町101 0749-64-6333

テックランド東近江店 滋賀県東近江市青葉町385番地 0748-36-1161

テックランド水口店 滋賀県甲賀市水口町北脇1729-1 0748-76-4100

京
　
都
　
府

テックランド京都醍醐店 京都府京都市伏見区醍醐高畑町30-1-2　パセオダイゴロー西館 075-575-1800

テックランド京都吉祥院店 京都府京都市南区吉祥院大河原町27 075-326-4100

マツヤデンキ北山店 京都府京都市左京区松ヶ崎雲路町1-1 075-703-8153

マツヤデンキ京田辺店 京都府京田辺市田辺中央6丁目7-5 0774-65-5544

テックランド六地蔵店 京都府京都市伏見区桃山町西尾12番地1　イズミヤ六地蔵店2階 075-605-2002

家電住まいる館×YAMADA web.com 京都伏見店 京都府京都市伏見区下鳥羽北ノ口町34 075-644-4486

テックランド久御山店 京都府久世郡久御山町林八幡講27-1 0774-48-3777

テックランド京都八幡店 京都府八幡市下奈良宮ノ道15-1 075-972-1515

マツヤデンキ洛西店 京都府京都市西京区樫原口戸1 075-391-1888

マツヤデンキ太秦店 京都府京都市右京区常盤一ノ井町7-3 075-862-5885

テックランド福知山店 京都府福知山市駅前町506番地 0773-25-2400

テックランド亀岡店 京都府亀岡市三宅町1-81 077-122-7170

テックランド舞鶴店 京都府舞鶴市字下福井416-4 0773-77-5761

テックランド京丹後店 京都府京丹後市大宮町周枳小字平田1673-1 0772-68-5200

大
　
　
　
阪
　
　
　
府

マツヤデンキ十三店 大阪府大阪市淀川区十三本町1-9-18 06-6302-8897

ヤマダアウトレット淀川店 大阪府大阪市淀川区加島4丁目19番12号 06-6889-1901

マツヤデンキ豊新店 大阪府大阪市東淀川区豊新1-1-35 06-6322-7501

マツヤデンキ淡路店 大阪府大阪市東淀川区淡路4-7-12 06-6321-3212

マツヤデンキ都島店 大阪府大阪市都島区都島北通2-1-33 06-6925-0305

テックランド今福東店 大阪府大阪市城東区今福東二丁目6-31 06-4255-3321

マツヤデンキ新道店 大阪府大阪市東成区大今里3-2-9 06-6973-7536

マツヤデンキ鶴橋店 大阪府大阪市天王寺区舟橋町20-15 06-6762-1044

マツヤデンキ針中野店 大阪府大阪市東住吉区駒川5-15-25 06-6607-5461

マツヤデンキ長吉店 大阪府大阪市平野区長吉長原西1-1-10　イオン長吉店4F 06-6760-5727

マツヤデンキ泉尾店 大阪府大阪市大正区泉尾3丁目11番14号 06-6551-5500

マツヤデンキ港店 大阪府大阪市港区八幡屋1-10-9 06-6572-2758

テックランド大阪野田店 大阪府大阪市福島区海老江7丁目2-35 06-4797-4870

ツクモなんば店 大阪府大阪市浪速区日本橋3-7-3 06-6556-9109

ツクモ日本橋店 大阪府大阪市浪速区日本橋4-12-7 06-6695-7390

LABI1 LIFE SELECT なんば 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目11番35号 06-6649-8171

マツヤデンキ玉出店 大阪府大阪市西成区玉出西2-2-4 06-6659-4644

マツヤデンキあびこ店 大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目6-1 06-6692-2228

マツヤデンキ住吉店 大阪府大阪市住之江区粉浜3-16-6 06-6671-0003

テックランド大阪住之江店 大阪府大阪市住之江区平林南2丁目7-37 06-4702-5280

IDC OTSUKA 大阪南港ショールーム 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10　ATC ITM棟8階 06-6612-4321

LABI LIFE SELECT 千里 大阪府豊中市新千里東町1丁目2-20 06-6155-1031

家電住まいる館×YAMADA web.com 豊中店 大阪府豊中市庄内東町2丁目7番10号 06-6836-9350

マツヤデンキ吹田店 大阪府吹田市朝日町2-101 イオン吹田店4F 06-4860-9200



店　　　名 住　　　　　　　所 電話番号

大
　
　
　
阪
　
　
　
府

テックランド高槻大塚本店 大阪府高槻市大塚町5丁目2番6号 072-662-3239

ヤマダアウトレット高槻店 大阪府高槻市赤大路町38-1 072-690-3691

ヤマダアウトレット門真店 大阪府門真市舟田町2-8 072-887-4060

テックランドNew寝屋川店 大阪府寝屋川市寝屋南二丁目20番8号 072-811-5755

テックランドニトリモールNew枚方店 大阪府枚方市北山一丁目2番1号 072-845-5181

マツヤデンキ四条畷店 大阪府四條畷市楠公2-10-3 072-878-8559

テックランド東大阪新家店 大阪府東大阪市新家3丁目3番41号 06-4306-4472

マツヤデンキ八戸ノ里店 大阪府東大阪市小阪3-3-1 06-6787-6651

テックランド東大阪店 大阪府東大阪市元町1丁目6番53号 072-983-7830

マツヤデンキ山本店 大阪府八尾市山本町1-8-22 072-996-2345

テックランド羽曳野店 大阪府羽曳野市西浦2丁目1842 072-959-3621

テックランドららぽーと堺店 大阪府堺市美原区黒山22番1　ららぽーと堺 3F 072-242-4701

テックランド金岡店 大阪府堺市北区蔵前町1丁7番15号　レインボー金岡1F 072-254-2821

テックランド西友上野芝店 大阪府堺市西区上野芝町2-7-3　西友上野芝店 2F 072-242-3866

マツヤデンキおおとり店 大阪府堺市西区鳳東町7-733　ダイエーおおとり店2F 072-273-0051

家電住まいる館×YAMADA web.com 和泉中央本店 大阪府和泉市いぶき野五丁目1番3号 0725-99-8015

テックランドイオン和泉府中店 大阪府和泉市肥子町2-2-1　イオン和泉府中店4F 0725-40-0033

テックランド泉大津店 大阪府泉大津市松之浜町二丁目10-55 0725-20-6026

ヤマダアウトレット貝塚店 大阪府貝塚市小瀬1丁目30番23号 072-430-3033

テックランド大阪りんくう店 大阪府泉佐野市りんくう往来南2番地10 072-458-2711

テックランド堺本店 大阪府堺市東区八下町1-5-1 072-256-5100

テックランド泉北堺インター店 大阪府堺市中区平井770-1 072-275-5117

奈 

良 

県

家電住まいる館×YAMADA web.com 奈良本店 奈良県奈良市柏木町463-4 0742-32-5611

ヤマダアウトレット館奈良店 奈良県奈良市西九条町5-3-13 (ニトリ奈良南店テナント内) 0742-50-6133

マツヤデンキ学園前店 奈良県奈良市学園中4丁目539-1　イズミヤ学園前店2F 0742-43-7440

テックランド桜井店 奈良県桜井市大字阿部408-1 0744-33-9061

テックランド橿原店 奈良県橿原市葛本町735番地の1 0744-20-2865

テックランド広陵店 奈良県北葛城郡広陵町大字大塚913-1 0745-43-6531

マツヤデンキ香芝店 奈良県香芝市磯壁3丁目40-1　じゃんぼスクエア香芝2F 0745-76-7951

テックランド香芝店 奈良県香芝市今泉380番地 0745-71-3071

和
歌
山
県

テックランド和歌山北店 和歌山県和歌山市松江北二丁目1番25号 073-488-6377

YAMADA web.com 和歌山店 和歌山県和歌山市三葛339-1 073-441-5860

ヤマダアウトレット有田川店 和歌山県有田郡有田川町植野12番 0737-23-8920

テックランド田辺店 和歌山県田辺市東山2丁目29番1号 0739-34-2368

テックランド和歌山橋本店 和歌山県橋本市あやの台一丁目4番2 0736-34-7100

テックランド和歌山岩出店 和歌山県岩出市中島780-1 0736-69-5461

兵
　
　
　
　
庫
　
　
　
　
県

LABI三宮 兵庫県神戸市中央区三宮町1-5-8 078-391-8171

さんちか店 兵庫県神戸市中央区三宮町1-10-1　さんちか5番街 078-327-5533

IDC OTSUKA 神戸ショールーム 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2　ハウジングデザインセンター神戸7階 078-360-4321

Tecc LIFE SELECT 神戸本店 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-3-1 078-272-9122

YAMADA web.com 神戸北店 兵庫県神戸市北区上津台9丁目2番1号 078-983-5843

マツヤデンキ西神中央店 兵庫県神戸市西区糀台5-3-4　イオンフードスタイル西神中央店3F 078-991-0971

テックランド西神戸店 兵庫県神戸市西区玉津町小山207番地 078-926-1021

テックランド神戸和田岬店 兵庫県神戸市兵庫区吉田町1-2-35 078-652-9091

Tecc LIFE SELECT 神戸垂水店 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山868-6 078-940-5405

ヤマダアウトレット垂水店 兵庫県神戸市垂水区下畑町字嶽ヶ山1380番地33 078-755-5711

テックランドNew淡路店 兵庫県洲本市納261-2 0799-38-4510

テックランドサンシャイン神戸店 兵庫県神戸市東灘区青木1-2-34 078-451-2711

テックランド芦屋店 兵庫県芦屋市大原町9-1　ラポルテ東館1-2F 0797-34-3200

マツヤデンキ塚口店 兵庫県尼崎市南塚口町2-1-3　ダイエー塚口店1番館1F 06-6428-6317

テックランド西宮甲子園店 兵庫県西宮市浜松原町2-22 0798-37-1561

マツヤデンキ西宮店 兵庫県西宮市林田町10-23 0798-67-8370

テックランドイズミヤ昆陽店 兵庫県伊丹市池尻1-1　イズミヤ昆陽店 3F 072-744-0277

テックランド北伊丹店 兵庫県伊丹市北伊丹8丁目10番5 072-773-5331

マツヤデンキ阪急伊丹店 兵庫県伊丹市西台1丁目1-1　阪急伊丹リータ2F 072-778-5133

テックランド逆瀬川店 兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目2-1　逆瀬川アピア1  3F 0797-72-0879

テックランド宝塚店 兵庫県宝塚市安倉西2丁目1-33 0797-83-6721

テックランド豊岡店 兵庫県豊岡市中陰字野田656 0796-22-2121

ヤマダアウトレット篠山店 兵庫県篠山市東岡屋175-1 079-556-5236

テックランドゆめタウン姫路店 兵庫県姫路市神子岡前3丁目12-17　ゆめタウン姫路店 5F 079-260-7771

Tecc LIFE SELECT 姫路本店 兵庫県姫路市西延末字五反田123-1 079-262-6247

テックランド姫路店 兵庫県姫路市花田町上原田字仁王田160-1 079-251-2620

テックランドムサシ姫路店 兵庫県姫路市広畑区夢前町3丁目1-7　ホームセンタームサシ姫路店 2F 079-289-5300

テックランド山崎店 兵庫県宍粟市山崎町中井88 0790-65-9539

テックランド三木店 兵庫県三木市大村621番地 0794-86-6789

マツヤデンキ明石店 兵庫県明石市本町1-1-24　大日明石本町ビル1F 078-918-1095

Tecc LIFE SELECT 加古川本店 兵庫県加古川市平岡町一色100-1 079-497-5037

ベスト電器 酒見電機加西店 兵庫県加西市北条町北条28-1　アスティアかさい1F 0790-42-0850

テックランド加西店 兵庫県加西市北条町北条217-1 0790-43-7311

テックランド赤穂店 兵庫県赤穂市加里屋中洲2-12 0791-45-2400

テックランド上郡店 兵庫県赤穂郡上郡町竹万2236 0791-56-5027

テックランド竜野店 兵庫県たつの市龍野町富永字才の木582 0791-62-0030


