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対象店舗来店者

TV売場来場者

映画トレーラー料金

媒体概要 ヤマダ電機店頭大型テレビで一斉放送

店舗数 100店舗

※次頁店舗リスト参照

放映スタート日 毎週月曜日

※ご指定日から放映も可、別途￥30,000-

モニター台数計 100店舗展開の場合、計約5,000台～
＊首都圏及びLABI店：1店舗平均50台

＊地方店：1店舗平均40台

入稿形式 ハイビジョン素材 > ＨＤＣＡＭ

非ハイビジョン素材 >βカム、デジタルβカム

※その他の形式も応相談

※ご手配素材は、1本必要となります。素材差替で納品素材数が増
える
場合は別途エンコード費用（15,000円）がかかります。

素材納品 放映開始5営業日前（15時ATL必着）

放映報告 主要10店舗放映写真。放映証明書

60秒以上の長尺が条件。60秒以下（TVスポット用など）の
場合は、右記のブルーレイ・DVD料金と同一となります。

TV売場来場者

映画ブルーレイ・DVD料金
劇場公開作品のブルーレイ・DVD告知限定となります。

放映期間 尺 特別価格（税別）

2週間
～2分まで 400,000円
～3分まで 600,000円

放映期間 尺 特別価格（税別）

3か月間 ～2分まで 2,000,000円
6か月間 ～2分まで 3,360,000円

■店舗セグメントも一部可、料金は同一です。

■長期出稿は、ファジー出稿が可能です。毎週継続出稿する必要はなく、お好きな
期間（＊１）をボリュームアップできます。
但し、 年末年始（12月・1月）の繁忙期は、最大で4分消化までとさせて頂きます。
＊１：土曜スタート2週間単位です。

放映期間 尺 特別価格（税別）

2週間

15秒 400,000円
30秒 600,000円
60秒 800,000円

■店舗セグメントも一部可、料金は同一です。

関東

中部
関西

東京20 千葉16

愛知10

大阪15

埼玉12

群馬2 茨城1

栃木1

神奈川15

主要都市、100店舗展開

兵庫6

対象店舗来店者

TV売場来場者 ：月間約1,200万人

：月間約2,000万人

宮城1

広島1
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※営業時間は、年末年始など時期により変更となる場合がございます。
※店舗は、予告なく変更となる場合がございます。

No エリア 店舗名 住所

1 宮城県 ＬＡＢＩ仙台 宮城県仙台市青葉区中央3丁目6-1

2 東京都 ＬＡＢＩ１日本総本店 池袋 東京都豊島区東池袋1-5-7

3 東京都 ＬＡＢＩ品川大井町 東京都品川区東大井5丁目20-1

4 東京都 テックランド東京本店 東京都世田谷区上北沢5-37-18

5 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

6 東京都 ＬＡＢＩ渋谷 東京都渋谷区道玄坂二丁目29-20

7 東京都 ＬＡＢＩ新橋デジタル館 東京都港区新橋2-8-5

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

9 東京都 ＬＡＢＩ新宿西口館 新宿区西新宿一丁目18-8

10 東京都 テックランド平和台駅前店 東京都練馬区北町6-32-5

11 東京都 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

12 東京都 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

13 東京都 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6-1-1

14 東京都 テックランド府中店 東京都府中市西原町1-3-1

15 東京都 LABI立川店 東京都立川市曙町二丁目2番25号

16 東京都 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

17 東京都 テックランド武蔵村山店 東京都武蔵村山市三ツ藤1-84

18 東京都 テックランド足立店 東京都足立区平野2-1-5

19 東京都 ＬＡＢＩ自由が丘 東京都目黒区緑が丘2-17-9

20 東京都 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）

21 東京都 Concept ＬＡＢＩTokyo（八重洲） 東京都中央区八重洲１-５-２２

22 神奈川県 テックランドＮｅｗ港北センター本店 神奈川県横浜市都筑区中川中央二丁目2-1

23 神奈川県 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

24 神奈川県 ＬＡＢＩ上大岡 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-18-5

25 神奈川県 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

26 神奈川県 テックランド上平塚店 神奈川県平塚市上平塚1-61

27 神奈川県 テックランド向ヶ丘店 神奈川県川崎市宮前区平2-3-10

28 神奈川県 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

29 神奈川県 テックランド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

30 神奈川県 ダイクマテックランド茅ヶ崎店 神奈川県茅ヶ崎市新栄町12-3

31 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12-1

32 神奈川県 テックランド磯子店 神奈川県横浜市磯子区磯子1-2-1

33 神奈川県 テックランド戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区汲沢二丁目1-7

34 神奈川県 家電住まいる館YAMADA新山下店 神奈川県横浜市中区新山下一丁目17-39

35 神奈川県 テックランド久里浜店 神奈川県横須賀市久里浜7-9-1

36 神奈川県 テックランド厚木店 神奈川県厚木市林4丁目25番28号

37 千葉県 テックランドNew幕張本店 千葉県千葉市花見川区幕張町2丁目7701番地

38 千葉県 テックランド船橋本店 千葉県船橋市北本町2-58-5

39 千葉県 テックランド千葉本店 千葉県千葉市若葉区貝塚町1087-1

40 千葉県 ＬＡＢＩ津田沼店(モリシア津田沼内) 千葉県習志野市谷津1-16-1 モリシア津田沼 3F

41 千葉県 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

42 千葉県 テックランドＮｅｗ蘇我本店 千葉県千葉市中央区川崎町55-3

43 千葉県 テックランド柏店 千葉県柏市大山台1-22

44 千葉県 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

45 千葉県 テックランド野田店 千葉県野田市柳沢279番地の１

46 千葉県 テックランドＮｅｗ松戸本店 千葉県松戸市松戸2289-3

47 千葉県 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

48 千葉県 テックランドNew木更津請西本店 千葉県木更津市請西南2-27-1

49 千葉県 テックランド館山店 千葉県館山市八幡字小松原697-1

50 千葉県 テックランドNew成田店 千葉県成田市ウイング土屋156-3
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No エリア 店舗名 住所

51 千葉県 テックランド八千代店 千葉県八千代市村上南4丁目3番地1

52 千葉県 テックランド富里インター店 千葉県富里市七栄1006-4

53 埼玉県 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

54 埼玉県 テックランド春日部本店 埼玉県春日部市小渕字前田259-3

55 埼玉県 テックランド三郷店 埼玉県三郷市ピアラシティ二丁目1番地6

56 埼玉県 テックランド久喜店 埼玉県久喜市久喜北2-6-3

57 埼玉県 テックランド坂戸店 埼玉県坂戸市八幡1丁目3番45号

58 埼玉県 テックランド大宮宮前本店 埼玉県さいたま市西区宮前町257

59 埼玉県 テックランド浦和埼大通り店 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保725

60 埼玉県 テックランド本庄店 埼玉県 本庄市日の出 4丁目5番17号

61 埼玉県 テックランド川口本店 埼玉県川口市本町２丁目７−２５ MIELかわぐち3F

62 埼玉県 テックランド狭山店 埼玉県狭山市上奥富５９−１

63 埼玉県 テックランドNew草加店 埼玉県草加市谷塚上町７６５

64 埼玉県 テックランド南越谷店 埼玉県越谷市南越谷２丁目６−４０

65 群馬県 ＬＡＢＩ１高崎 群馬県高崎市栄町１番１号

66 群馬県 テックランド伊勢崎店 群馬県伊勢崎市韮塚町1184

67 茨城県 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

68 栃木県 テックランド宇都宮本店 栃木県宇都宮市元今泉3丁目1-14

69 愛知県 テックランド豊橋店 愛知県豊橋市柱五番町116-1

70 愛知県 テックランド一宮店 愛知県一宮市下沼4-19

71 愛知県 テックランド守山店 愛知県名古屋市守山区深沢一丁目102

72 愛知県 テックランド名古屋本店 愛知県名古屋市中川区昭明町5-1-5

73 愛知県 テックランド星ヶ丘店 愛知県名古屋市千種区星が丘1-1-7

74 愛知県 ＬＡＢＩ名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目2-5

75 愛知県 テックランドＮｅｗ岡崎本店 愛知県岡崎市大平町堤下55番地

76 愛知県 テックランド半田店 愛知県半田市本町１丁目１番地

77 愛知県 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

78 愛知県 テックランド江南店 愛知県江南市高屋町清水39番

79 大阪府 ＬＡＢＩ1なんば 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目11番35号

80 大阪府 ＬＡＢＩ千里 大阪府豊中市新千里東町1丁目2-20

81 大阪府 テックランド堺本店 大阪府堺市東区八下町1-5-1

82 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

83 大阪府 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

84 大阪府 テックランド和泉中央本店 大阪府和泉市いぶき野五丁目1-3

85 大阪府 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

86 大阪府 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

87 大阪府 テックランド豊中店 大阪府豊中市庄内東町2丁目7番10号

88 大阪府 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

89 大阪府 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

90 大阪府 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

91 大阪府 テックランド高槻店 大阪府高槻市赤大路町38-1

92 大阪府 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

93 大阪府 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

94 兵庫県 テックランド神戸垂水店 兵庫県神戸市垂水区下畑町字嶽ヶ山1380番地33

95 兵庫県 LABI三宮 兵庫県神戸市中央区三宮町1-5-8

96 兵庫県 テックランド神戸本店 神戸市中央区脇浜海岸通2-3-1

97 兵庫県 テックランドＮｅｗ加古川本店 兵庫県加古川市平岡町一色100-1

98 兵庫県 テックランドＮｅｗ姫路本店 兵庫県姫路市西延末（ﾆｼﾉﾌﾞｽｴ）字五反田123-1

99 兵庫県 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

100 広島県 ＬＡＢＩ広島 広島県広島市中区胡町5-22


