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北海道・東北地方
店　　　名 住　　　　　　　所 電話番号
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道

DEPOツクモ札幌駅前店 北海道札幌市北区北六条西5-1-12　サツエキBridge 1F 011-522-6199

テックランド札幌北33条店 北海道札幌市北区北33条西5-120-1 011-708-4147

テックランド札幌屯田店 北海道札幌市北区屯田七条3丁目2番2号 011-775-3911

テックランド札幌白石店 北海道札幌市白石区本通15丁目北1-1 011-827-8822

テックランド札幌厚別店 北海道札幌市厚別区厚別東四条8丁目18番20号 011-898-1200

家電住まいる館×YAMADA web.com 清田店 北海道札幌市清田区清田一条1-1-1 011-887-4440

テックランド札幌南川沿店 北海道札幌市南区川沿五条2丁目1-1 011-205-3500

ベスト電器 川沿店 北海道札幌市南区川沿5条2-3　コープさっぽろSocia内 011-573-4147

マツヤデンキ札苗店 北海道札幌市東区東苗穂9条1丁目2-15 011-791-7120

テックランド札幌苗穂店 北海道札幌市東区東雁来二条1丁目1-16 011-784-6700

家電住まいる館YAMADA函館本店 北海道函館市美原二丁目14-1 0138-34-3111

テックランド函館店 北海道函館市亀田本町66-5 0138-44-4001

ベスト電器 ベストフレンドショップ倶知安店 北海道虻田郡倶知安町南6条西1-15-12 0136-23-1700

ヤマダアウトレット倶知安店 北海道虻田郡倶知安町字高砂101-23 0136-55-5700

テックランドイオンNew小樽店 北海道小樽市築港11番6号　イオン小樽店3階 0134-23-8151

テックランド室蘭店 北海道室蘭市中島町1丁目25-1 0143-83-5872

テックランド伊達店 北海道伊達市松ヶ枝町67番地7 0142-82-6002

テックランド苫小牧駅前店 北海道苫小牧市木場町1-6-1　MEGAドンキホーテ苫小牧店1F 0144-38-4147

テックランド苫小牧本店 北海道苫小牧市柳町4丁目3-23 0144-84-0011

テックランド苫小牧店 北海道苫小牧市永福1-2-4 0144-78-3811

ベスト電器 静内店 北海道日高郡新ひだか町静内山手町1-3-16 0146-42-1212

ベスト電器 浦河店 北海道浦河郡浦河町向ヶ丘西1-539-13 0146-22-6006

ベスト電器 浦河店外商 北海道様似郡様似町大通1-19-1 0146-36-2625

ベスト電器 ベストフレンドショップ白老店 北海道白老郡白老町大町3-2-1 0144-82-2312

ベスト電器 ベストフレンドショップしんや厚賀店 北海道沙流郡日高町字厚賀117-2 01456-5-2453

ベスト電器 ベストフレンドショップ三石店 北海道日高郡新ひだか町三石旭町31番地6 0146-32-3333

Tecc LIFE SELECT 札幌本店 北海道札幌市中央区北一条西8丁目1-2 011-205-8001

テックランド北広島店 北海道北広島市中央三丁目5-3 011-398-9461

ヤマダアウトレット恵庭店 北海道恵庭市北柏木町2丁目16番18号 0123-25-9907

テックランド石狩店 北海道石狩市花川南6条1丁目10-1 0133-73-5454

テックランド札幌月寒店 北海道札幌市豊平区月寒東一条12丁目1番1号 011-857-8600

マツヤデンキ平岸店 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3-12 011-841-5454

テックランド札幌琴似店 北海道札幌市西区二十四軒二条1丁目2-46 011-622-8803

テックランド札幌発寒店 北海道札幌市西区発寒十一条14丁目1069-21 011-663-6600

マツヤデンキ元町店 北海道札幌市東区北23条東21丁目1-8 011-785-5454

マツヤデンキ千歳店 北海道千歳市住吉1丁目9-11 0123-24-7007

テックランド千歳店 北海道千歳市新富1丁目1番9号 0123-24-8600

ヤマダアウトレット岩見沢店 北海道岩見沢市大和2条8丁目1番13 0126-32-5001

マツヤデンキ江別店 北海道江別市野幌町10-1　イオンタウン江別ショッピングセンター2F 011-381-5454

テックランド旭川大雪通店 北海道旭川市大雪通二丁目484番3 0166-20-1113

マツヤデンキフィール旭川店 北海道旭川市1条通8丁目108番地　フィール旭川4F 0166-24-8271

家電住まいる館×YAMADA web.com 旭川店
北海道旭川市緑町12丁目2719番地1 0166-50-2201

ヤマダアウトレット旭川店

ベスト電器 旭川店 北海道旭川市花咲町5-2272-14 0166-55-4147

ベスト電器 ベストフレンドショップ美瑛店 北海道上川郡美瑛町中町1-8-22 0166-92-2273

テックランド美唄店 北海道美唄市東四条北四丁目2-4 0126-38-4401

テックランド滝川店 北海道滝川市東町3丁目92-8 0125-24-4230

ベスト電器 深川店 北海道深川市3条7-26 0164-22-1155

ベスト電器 おかもと芦別店 北海道芦別市北1条東1-10 0124-22-4627

マツヤデンキ芦別店 北海道芦別市北2条東1丁目 0124-22-2307

マツヤデンキ富良野店 北海道富良野市緑町1番17号 0167-23-3145

ベスト電器 富良野店 北海道富良野市新富町1-81 0167-23-1331

ベスト電器 ベストフレンドショップ羽幌店 北海道苫前郡羽幌町南3条3丁目 0164-62-3131

マツヤデンキ羽幌店 北海道苫前郡羽幌町南5条3丁目 0164-62-1511

マツヤデンキ旭川豊岡店 北海道旭川市豊岡4条7丁目 0166-33-5454

家電住まいる館YAMADA帯広西五条店 北海道帯広市西5条南38丁目1番14号 0155-66-6604

テックランド帯広店 北海道帯広市西13条北1-1-32 0155-58-1011
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海
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テックランド釧路店 北海道釧路市昭和中央3丁目20番1号 0154-55-5851

家電住まいる館YAMADA釧路店 北海道釧路市川上町八丁目8番 0154-64-7011

ベスト電器 ベストフレンドショップ知床らうす店 北海道目梨郡羅臼町富士見町48-4 0153-87-2071

ベスト電器 根室店 北海道根室市大正町2-5 0153-24-8181

ベスト電器 厚岸店 北海道厚岸郡厚岸町真栄2丁目55 0153-52-5562

ベスト電器 ベストフレンドショップ本別店 北海道中川郡本別町南1-6-3 0156-22-2888

ベスト電器 ベストフレンドショップ浦幌店 北海道十勝郡浦幌町末広町1 015-576-2140

テックランドNew北見店 北海道北見市西三輪六丁目1番地1 0157-66-5570

ベスト電器 網走店 北海道網走市駒場北5-83-1 0152-61-4141

テックランド網走店 北海道網走市つくしヶ丘4丁目2-1 0152-67-7358

テックランド名寄店 北海道名寄市字徳田91-1 01654-8-7161

マツヤデンキ稚内中央店 北海道稚内市中央3丁目9番13号 0162-73-6040

ベスト電器 ベストフレンドショップりしり店 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊栄町22-2 0163-82-1102

マツヤデンキ遠軽店 北海道紋別郡遠軽町大通北4丁目1-4 0158-42-0541

青  

　
森 

　 

県

家電住まいる館YAMADA青森本店 青森県青森市第二問屋町2-5-18 017-762-2900

ベスト電器 ベストフレンドショップサンドー八戸店 青森県八戸市類家5-2-17 0178-22-7079

テックランド八戸店 青森県八戸市沼館4-1-86 0178-73-6100

テックランド三沢店 青森県三沢市南町1丁目31-2209 0176-58-6400

テックランド十和田店 青森県十和田市穂並町13-9 0176-58-5250

テックランドむつ店 青森県むつ市中央二丁目9番8号 0175-28-4311

テックランド黒石店 青森県黒石市大字山形町127-2 0172-88-8855

テックランドNew弘前神田店 青森県弘前市神田一丁目7-2 0172-88-8311

テックランド弘前店 青森県弘前市早稲田4-2-2 0172-29-4400

テックランド五所川原エルム店 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1 0173-38-1480

ベスト電器 ベストフレンドショップ金木タウンセンター店 青森県五所川原市金木町沢部460 0173-54-1147

テックランド青森三好店 青森県青森市三好二丁目2-31 017-763-0510

ベスト電器 ベストフレンドショップ鶴田フッドリバーモール店 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字中泉245番地1の外 0173-23-1147

秋
　  

田  

　
県

家電住まいる館YAMADA秋田本店 秋田県秋田市八橋南2-4-6 018-883-0800

YAMADA web.com 秋田御所野店 秋田県秋田市御所野堤台一丁目3-2 018-825-3010

テックランドNew湯沢店 秋田県湯沢市字上荻生田126 0183-79-5001

テックランドNew横手店 秋田県横手市安田字向田203番地3 0182-35-6800

テックランド大仙店 秋田県大仙市東川字屋敷後223 0187-66-3511

テックランド角館店 秋田県仙北市角館町上菅沢463-1 0187-42-8211

ベスト電器 ベストフレンドショップ能代店 秋田県能代市字松長布308 0185-54-7742

テックランドイオンタウンNew能代店 秋田県能代市鰄渕字古屋布１番　イオンタウン能代 1F 0185-74-7955

ヤマダアウトレット能代店 秋田県能代市字中柳2-14 0185-74-5631

テックランド大館店 秋田県大館市下綱327-1 0186-44-6400

テックランドにかほ店 秋田県にかほ市平沢字中谷地32-1 0184-44-8500

テックランド潟上店 秋田県潟上市飯田川飯塚字古開90-5 018-893-5510

ヤマダアウトレット鹿角店 秋田県鹿角市花輪字向畑111番 0186-25-8211

岩
　
　  

手  

　
　
県

テックランドアネックスカワトク店 岩手県盛岡市緑が丘4-1-50　アネックスカワトク3F 019-664-0030

テックランド盛岡北店 岩手県盛岡市青山三丁目4-15 019-603-8010

家電住まいる館YAMADA盛岡本店 岩手県盛岡市北飯岡一丁目1番1号 019-656-5200

ベスト電器 ベストフレンドショップ川徳店 岩手県盛岡市菜園1丁目10番1号　パルクアベニューカワトク5F 019-651-1111

テックランド一関店 岩手県一関市山目字大槻32番地 0191-48-3821

テックランド大船渡店 岩手県大船渡市猪川町字轆轤石52-1 0192-47-3322

ヤマダアウトレット水沢店 岩手県奥州市水沢区佐倉河字矢中35-1 0197-51-3611

テックランド北上店 岩手県北上市さくら通り五丁目2-16 0197-62-0666

テックランドNew花巻店 岩手県花巻市南新田283番2 0198-29-4666

テックランド宮古店 岩手県宮古市磯鶏一丁目2番25号 0193-77-5115

ヤマダアウトレット遠野店 岩手県遠野市松崎町白岩19地割66-1 0198-68-3003

テックランド紫波店 岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪110-1 019-601-5762

ベスト電器 いわて沼宮内店 岩手県岩手郡岩手町大字五日市11-134-7 0195-61-3105

テックランド二戸店 岩手県二戸市金田一字上田面302-1 0195-43-3600

ベスト電器 二戸ガス店 岩手県二戸市米沢荒谷25　二戸ショッピングセンター　ニコア1F 0195-25-5454

マツヤデンキせんまや店 岩手県一関市千厩町千厩字東小田90番地 0191-52-2857

山
　
　 

形 

　
　
県

家電住まいる館YAMADA山形本店 山形県山形市大野目4-3-7 023-615-6366

ヤマダアウトレット山形南店 山形県山形市高堂二丁目4-20 023-616-8600

テックランドNew寒河江店 山形県寒河江市新山一丁目57-2 0237-85-0391

テックランド米沢店 山形県米沢市徳町2-67 0238-26-8550

テックランド長井店 山形県長井市館町南10-45 0238-83-1144

マツヤデンキ長井店 山形県長井市緑町7番1号 0238-84-4804

テックランド天童店 山形県天童市芳賀タウン北三丁目12番10号 023-673-9721

テックランド新庄店 山形県新庄市五日町字上小月野1400-4 0233-24-4681

ベスト電器 ベストフレンドショップ新庄店 山形県新庄市上金沢町5-46 0233-22-1212

テックランドNew鶴岡店 山形県鶴岡市宝田三丁目20番60号 0235-29-6011

ベスト電器 ベストフレンドショップ櫛引店 山形県鶴岡市丸岡字鳥飼127-2 0235-57-2502

テックランドNew酒田店 山形県酒田市こあら二丁目1-2 0234-25-6770

テックランド山形上山店 山形県上山市仙石791 023-664-0691

テックランドNew東根店 山形県東根市小林一丁目2番50号 0237-53-0681

ベスト電器 ベストフレンドショップ尾花沢店 山形県尾花沢市大字尾花沢1779-2 0237-23-2233



店　　　名 住　　　　　　　所 電話番号

宮
　
　
　
城
　
　
　
県

LABI仙台 宮城県仙台市青葉区中央3丁目6-1 022-212-5501

テックランド仙台南店 宮城県仙台市太白区中田町字後河原48-1 022-381-8423

家電住まいる館YAMADA仙台泉本店 宮城県仙台市泉区市名坂字柳清水102番1 022-218-5211

ヤマダアウトレット仙台店 宮城県仙台市泉区市名坂御釜田148-10 022-739-7275

テックランド仙台富谷店 宮城県富谷市上桜木二丁目5番2号 022-725-5255

テックランド大和吉田店 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目3番地の5 022-342-4431

ベスト電器 ベストフレンドショップ長町店 宮城県仙台市太白区長町3-8-25 022-308-8577

テックランド仙台太白店
宮城県仙台市太白区鈎取本町一丁目18-1 022-398-4651

ヤマダアウトレット太白店

YAMADA web.com 仙台センター店 宮城県仙台市宮城野区南目館20-20 022-788-1234

テックランド塩釜店 宮城県塩竃市新浜町二丁目2-8 022-353-9366

テックランド多賀城店 宮城県多賀城市町前四丁目2番1号 022-361-5788

ベスト電器 ベストフレンドショップデンスズ石巻店 宮城県石巻市茜平2-2-5 0225-95-2263

テックランド石巻店 宮城県石巻市恵み野三丁目3番地32 0225-21-5430

テックランド遠田美里店 宮城県遠田郡美里町牛飼字八反103 0229-25-8121

テックランド佐沼店 宮城県登米市南方町新島前46-1 0220-21-6370

テックランド気仙沼松川前店 宮城県気仙沼市松川前94 0226-25-7805

テックランド大河原店 宮城県柴田郡大河原町字新東26-20 0224-51-5381

マツヤデンキ亘理店 宮城県亘理郡亘理町中町東163 0223-34-6562

テックランド岩沼店 宮城県岩沼市末広一丁目4-14 0223-29-4871

テックランドNew仙台青葉店 宮城県仙台市青葉区吉成台2-2-40 022-303-3888

テックランドNew古川店 宮城県大崎市古川稲葉一丁目8番20号 0229-21-8188

ヤマダアウトレット古川店 宮城県大崎市古川字青塚70-2 0229-25-5408

福
　
　
島
　
　
県

テックランド福島南店 福島県福島市太平寺字坿屋敷58 024-563-3005

家電住まいる館YAMADA福島店 福島県福島市御山三本松46 024-528-8711

テックランド白河店 福島県白河市新高山29番地 0248-33-3050

テックランド須賀川店 福島県須賀川市高久田境63-2 0248-63-9901

テックランドNew郡山南店 福島県郡山市安積町荒井字方八丁33-1 024-983-3505

ヤマダアウトレット船引店 福島県田村市船引町船引字源次郎172-1 0247-61-5805

マツヤデンキ石川店 福島県石川郡石川町双里字七鍬石6-1 0247-56-1633

YAMADA web.com 郡山本店 福島県郡山市八山田西1丁目273番地2 024-926-1001

ヤマダアウトレット郡山店 福島県郡山市香久池2-4-6 024-927-1841

テックランド会津若松店 福島県会津若松市町北町大字上荒久田字村北110-1 0242-37-1390

テックランド本宮店 福島県本宮市本宮舘町202-1 0243-24-9320

ベスト電器 ベストフレンドショップハマデン平店 福島県いわき市平字長橋町28-1 0246-21-4321

テックランドいわき平店 福島県いわき市平上荒川字堀ノ内12-1 0246-35-6131

テックランドいわき店 福島県いわき市鹿島町御代赤坂18 0246-76-1615

ベスト電器 泉店 福島県いわき市泉町5-10-1 024-638-7322

マツヤデンキ植田店 福島県いわき市植田町南町1-5-11 0246-63-3461

テックランド福島原町店 福島県南相馬市原町区北原字前谷地252 0244-33-3000

テックランドNew相馬店 福島県相馬市馬場野字雨田89 0244-26-3648


