店舗名
ヤマダ電機Ｔ札幌発寒店

都道府県
北海道

郵便番号 住所
063-0831 札幌市⻄区発寒⼗⼀条14丁⽬1069-2

ヤマダ電機Ｔ札幌清⽥店
ヤマダ電機Ｔ札幌屯⽥店
ヤマダ電機Ｔ札幌⽉寒店
ヤマダ電機Ｔ滝川店

北海道
北海道
北海道
北海道

004-0841
002-0857
062-0051
073-0024

ヤマダ電機Ｔ札幌本店
ヤマダ電機ＴＮｅｗ盛岡本店
ヤマダ電機Ｔ仙台東店

北海道
岩⼿県
宮城県

060-0001 札幌市中央区北１条⻄８丁⽬1-2
020-0857 盛岡市北飯岡⼀丁⽬１番１号
983-0041 仙台市宮城野区南⽬館20-20

ヤマダ電機Ｔ多賀城店
ヤマダ電機ＬＡＢＩ仙台
ヤマダ電機Ｔ福島店

宮城県
宮城県
福島県

985-0845 多賀城市市町前四丁⽬2番1号
980-0021 仙台市⻘葉区中央３丁⽬6-1
960-8252 福島市御⼭三本松46

ヤマダ電機Ｔ須賀川店
ヤマダ電機Ｔ郡⼭本店
ヤマダ電機Ｔ⽔⼾本店
ヤマダ電機Ｔつくば研究学園店
ヤマダ電機Ｔ宇都宮本店

福島県
福島県
茨城県
茨城県
栃⽊県

962-0837
963-0551
310-0852
305-0816
321-0954

ヤマダ電機Ｔ駒⽣店
ヤマダ電機ＴＮｅｗ前橋本店
ヤマダ電機Ｌ１⾼崎

栃⽊県
群⾺県
群⾺県

320-0065 宇都宮市駒⽣町字東⾼⽥3363-1
371-0017 前橋市⽇吉町4-14-13
370-0841 ⾼崎市栄町１番１号

ヤマダ電機Ｔ坂⼾店
ヤマダ電機Ｔ川⼝本店
ヤマダ電機Ｔ⼤宮宮前本店

埼⽟県
埼⽟県
埼⽟県

350-0223 坂⼾市⼋幡1丁⽬3番45号
332-0012 川⼝市本町2-7-25 ＭＩＥＬかわぐち
331-0046 さいたま市⻄区宮前町257

ヤマダ電機Ｔ船橋店
ヤマダ電機Ｔ千葉本店
ヤマダ電機Ｔ南⾏徳店
ヤマダ電機Ｔ船橋本店
ヤマダ電機Ｔ柏店
ヤマダ電機ＴＮｅｗ幕張本店
ヤマダ電機Ｔ館⼭店
ヤマダ電機ＬＡＢＩ津⽥沼
ヤマダ電機ＴＮｅｗ松⼾本店
ヤマダ電機ＴＮｅｗ港北センター
ヤマダ電機Ｔ横浜本店
ヤマダ電機Ｔ川崎店
ヤマダ電機Ｔ横浜泉店
ヤマダ電機ＬＡＢＩ⼤船
ヤマダ電機Ｔ上⼭店
ヤマダ電機Ｔ向ヶ丘店
ヤマダ電機Ｔ茅ヶ崎店
ヤマダ電機Ｔ磯⼦店
ヤマダ電機ＬＡＢＩ上⼤岡

千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県

274-0071
264-0023
272-0138
273-0864
277-0837
262-0032
294-0047
275-0026
271-0092
224-0003
233-0016
210-0807
245-0018
247-0006
226-0012
216-0022
253-0044
235-0016
233-0002

ヤマダ電機Ｔ⼾塚店

神奈川県

245-0061 横浜市⼾塚区汲沢⼆丁⽬1-7

ヤマダ電機ＴＣＧ川崎幸店
ヤマダ電機Ｔ七尾店

神奈川県
⽯川県

212-0054 川崎市幸区⼩倉5丁⽬19番23号
926-0816 七尾市藤橋町申部6番地

ヤマダ電機ＴＮｅｗＳＢＣ通り本
ヤマダ電機Ｔ静岡店
ヤマダ電機Ｔ静岡国吉⽥店

⻑野県
静岡県
静岡県

381-0043 ⻑野市吉⽥⼀丁⽬21-33
422-8063 静岡市駿河区⾺渕2-8-1
422-8004 静岡市駿河区国吉⽥1丁⽬1番43号

ヤマダ電機Ｔ藤枝店
ヤマダ電機ＴＮｅｗ岡崎本店
ヤマダ電機ＬＡＢＩ名古屋

静岡県
愛知県
愛知県

426-0076 藤枝市内瀬⼾１１６－１
444-0007 岡崎市⼤平町堤下55番地
450-0002 名古屋市市中村区名駅⼀丁⽬2-5

ヤマダ電機Ｔ京都醍醐店
ヤマダ電機ＴＮｅｗ寝屋川店
ヤマダ電機Ｌ１なんば
ヤマダ電機ＬＡＢＩ千⾥

京都府
⼤阪府
⼤阪府
⼤阪府

601-1375
572-0855
556-0011
560-0082

ヤマダ電機ＴニトリＭＮｅｗ枚⽅
ヤマダ電機Ｔ神⼾本店
ヤマダ電機Ｔ神⼾和⽥岬店

⼤阪府
兵庫県
兵庫県

京都市伏⾒区醍醐⾼畑町30-1-2ﾊﾟｾｵﾀﾞｲｺﾞﾛｰ ⻄館
寝屋川市市寝屋南⼆丁⽬２０番８号
⼤阪市浪速区難波中⼆丁⽬11番35号
豊中市新千⾥東町1丁⽬2-20
573-0005 枚⽅市池之宮１丁⽬2-50
651-0073 神⼾市中央区脇浜海岸通2-3-1
652-0872 神⼾市兵庫区吉⽥町1-2-35

ヤマダ電機Ｔサンシャイン神⼾店
ヤマダ電機ＴＮｅｗ加古川本店
ヤマダ電機ＳＤＬＡＢＩ三宮

兵庫県
兵庫県
兵庫県

658-0027 神⼾市東灘区⻘⽊1-2-34
675-0115 加古川市市平岡町⼀⾊100-1
650-0021 神⼾市中央区三宮町１－５－８

ヤマダ電機Ｔ加⻄店
ヤマダ電機ＬＡＢＩ広島
ヤマダ電機Ｔ三原店

兵庫県
広島県
広島県

675-2312 加⻄市北条 217-1
730-0021 広島市中区胡町5-22
723-0014 三原市城町三丁⽬10-3

ヤマダ電機Ｔ徳島本店

徳島県

770-0804 徳島市中吉野町四丁⽬1-1

札幌市清⽥区清⽥⼀条1-1-1
札幌市北区屯⽥七条３丁⽬２番２号
札幌市豊平区⽉寒東1条12丁⽬1番1号
滝川市東町3丁⽬92-8

須賀川市市⾼久⽥境63-2
郡⼭市喜久⽥町字四⼗坦6-12
⽔⼾市笠原町209番地
つくば市市学園の森3丁⽬4番地-1
宇都宮市元今泉3丁⽬1-14

船橋市習志野5-2-12
千葉市若葉区⾙塚町1087-1
市川市南⾏徳3-4-1
船橋市北本町2-58-5
柏市⼤⼭台1-22
千葉市花⾒川区幕張町２丁⽬7701番地
館⼭市⼋幡字⼩松原697-1
習志野市市⾕津1-16-1モリシア津⽥沼３
松⼾市松⼾2289-3
横浜市都筑区中川中央⼆丁⽬2-1
横浜市港南区下永⾕5-2-1
川崎市川崎区港町12番1号
横浜市泉区上飯⽥町3937
横浜市栄区笠間2-2-1
横浜市緑区上⼭2-27-1
川崎市宮前区平2-3-10
茅ヶ崎市市新栄町12-3
横浜市磯⼦区磯⼦1-2-1
横浜市港南区上⼤岡⻄1-18-5

ヤマダ電機Ｔ宇和島店
ヤマダ電機ＴＮｅｗ⾼知本店

愛媛県
⾼知県

798-0078 宇和島市市祝森甲1619-1
781-5104 ⾼知市介良字⼭ノ後⼄1136-1

ヤマダ電機Ｔ福岡賀茂本店
ヤマダ電機Ｔ⾨司店
ヤマダ電機ＴＮｅｗ筑紫野基⼭店
ヤマダ電機Ｔ福岡志免本店

福岡県
福岡県
福岡県
福岡県

814-0164
800-0063
818-0024
811-2207

ヤマダ電機Ｔ諫早店
ヤマダ電機ＴＮｅｗ熊本春⽇店
ヤマダ電機Ｔ熊本本店

⻑崎県
熊本県
熊本県

854-0021 諫早市仲沖町279-1
860-0047 熊本市春⽇七丁⽬25-30
862-0924 熊本市中央区帯⼭7丁⽬11番10号

ヤマダ電機ＴＮｅｗ宮崎花ヶ島本
ヤマダ電機Ｔ⿅児島北店
ヤマダ電機Ｔ豊⾒城店

宮崎県
⿅児島県
沖縄県

880-0036 宮崎市花ヶ島町瀬々町2600
890-0025 ⿅児島市市原良1-2-2
901-0225 豊⾒城市市字豊崎1-868番地

ヤマダ電機Ｔ那覇本店
ヤマダ電機ＴＮｅｗ⼋王⼦別所店
ヤマダ電機ＬＴＡＣＨＩＫＡＷＡ
ヤマダ電機Ｔ府中店
ヤマダ電機Ｔ稲城若葉台店

沖縄県
900-0006
東京都23区外 192-0363
東京都23区外 190-0013
東京都23区外 183-0046
東京都23区外 206-0824

ヤマダ電機Ｌ１⽇本総本店池袋
ヤマダ電機ＬＡＢＩ⾃由が丘
ヤマダ電機Ｔ⾜⽴店

東京都23区内 170-0013 豊島区区東池袋1-5-7
東京都23区内 152-0034 ⽬⿊区緑が丘2-17-9
東京都23区内 121-0076 ⾜⽴区平野2-1-5

ヤマダ電機Ｔ練⾺店
ヤマダ電機ＬＡＢＩ品川⼤井町店
ヤマダ電機ＬＡＢＩ渋⾕
ヤマダ電機ＬＡＢＩ新宿⻄⼝館

東京都23区内 177-0035
東京都23区内 140-0011
東京都23区内 150-0043
東京都23区内 160-0023

ヤマダ電機Ｔ錦⽷町店

東京都23区内 130-0012 墨⽥区太平4丁⽬1番5号（2階）

福岡市早良区賀茂3丁⽬24-33
北九州市市⾨司区⼤⾥本町3丁⽬10-40
筑紫野市市⼤字原⽥（はるだ）836-7
糟屋郡志免町南⾥五丁⽬2-1

那覇市おもろまち2丁⽬5-33
⼋王⼦市⼋王⼦市別所２丁⽬56番地
⽴川市富⼠⾒町1-24-9
府中市⻄原町1-3-1
稲城市若葉台2丁⽬8番

練⾺区南⽥中3-30-5
品川区東⼤井５丁⽬20-1
渋⾕区道⽞坂⼆丁⽬29-20
新宿区⻄新宿⼀丁⽬18-8

