ディスカウントストア等／群馬県

ディスカウントストア等

㈱ベル
（ディスカウントストア）
【代表者】東海林 誠
（代表取締役社長）
【本社】〒018-3301 秋田県北秋田市綴子字糠沢
上谷地455

TEL.0186-60-1750 FAX.0186-60-1751

【資本金】5,000万円
♤1,500台 ※駐車台数はSC全体
【出身業種】スーパーマーケット
4）
サントノーレ新潟店
【取引銀行】秋田銀行, 北都銀行
〒950-1101 新潟県新潟市西区山田27
【店舗数】全体：2店
TEL.025-379-0033 FAX.025-379-0077
ＤＳ：1店
♤300台
ＳＭ：1店
【主力部門】家電
㈱ヤマダ電機
【店舗所在県名】秋田県
※2011年、ホームセンター事業から撤退した （家電）
模様。
【代表者】山田 昇（代表取締役社長兼代表執行
【店舗概要】
役員CEO）
【本社】
〒370-0841 群馬県高崎市栄町1-1
ディスカウントストア

1）
スーパーモールラッキー
〒019-0505 秋田県横手市十文字町仁井田字東

22-1
TEL.0182-42-3996 FAX.0182-42-0133
♤870台

【設立】昭和54年1月
【資本金】1,000万円
㈱キムラヤセレクト
【出身業種】住宅機器販売
（ディスカウントストア）
【取引銀行】秋田銀行, 北都銀行
【本社】群馬県高崎市
【関係会社／フランチャイズ】㈱伏見屋, ㈱
※2007年9月、 ㈱ ヤ マ ダ 電 機 が 子 会 社 化。※
ビックバン, ㈱風柳亭
2015年7月1日、㈱ワイズセレクトにドラッグ
【店舗数】全体：3店
ストア事業を分割継承。※2015年7月27日、㈱
ＤＳ：3店(屋内900坪)
ヤマダ電機が吸収合併。
【店舗所在県名】秋田県
【商談日】指定せず
㈱ダイクマ
【本部公休日】日曜
【店舗概要】
（ディスカウントストア）
【本社】群馬県高崎市
ディスカウントストア
※2002年5月、 ㈱ ヤ マ ダ 電 機 が 子 会 社 化。※
1）
ベル鷹巣店
2010年9月1日、㈱関西ヤマダ電機、㈱中四国
〒018-3301 秋田県北秋田市綴子字糠沢上谷地
テックランド、㈱東海テックランド、㈱テック
455
サイト、㈱東九州テックランドの子会社5社を
TEL.0186-63-0181 FAX.0186-60-1753
吸収合併。※2013年5月31日、㈱ヤマダ電機が
❶昭和56年7月10日 ❸13名 ❹2名 ❺1,800坪
吸収合併。
❻430坪 ❼300坪 ❽150坪 ❾250坪 ♤113台
♠8:30〜20:00 ♢無休 ♡郊外フリースタン
㈱藤井繊維
ディング

2）
ベル二ツ井店
〒018-3117 秋田県能代市二ツ井町塚ノ台34

（ディスカウントストア）
（代表取締役社長）
【代表者】藤井 行雄
【本社】〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町12-484

TEL.0185-73-5060 FAX.0185-73-5070
❶平成7年3月10日 ❸13名 ❹2名 ❺2,226坪 TEL.027-363-0033 FAX.027-361-8422
❻423.6坪 ❼300坪 ❽150坪 ♤158台 ♠8:30 【URL】http://www.santnore.co.jp/
〜20:00 ♢無休 ♡郊外フリースタンディ 【Email】info@santnore.co.jp
【設立】昭和38年7月
ング
【資本金】4,000万円
3）
ベル比内店

〒018-5701 秋田県大館市比内町扇田字伊勢堂 【出身業種】繊維卸
【店舗数】ＤＳ：4店
岱117
【店舗所在県名】群馬県, 新潟県
TEL.0186-45-4100 FAX.0186-45-4101
※サントノーレ店内にＨＢＣ売場あり。
❶平成8年11月30日 ❸14名 ❹2名 ❺1,625坪
【店舗概要】
❻433.6坪 ❼300坪 ❽150坪 ♤115台 ♠8:30
ディスカウントストア
〜20:00 ♢無休 ♡郊外フリースタンディ
ング

1）
サントノーレ高崎店

ＤＳ

〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町12-484

㈱マルシメ
（ディスカウントストア）
【代表者】遠藤 宗一郎
（代表取締役社長）
【本社】〒019-0506 秋田県横手市十文字町佐賀
会字下沖田6-1
【本部】〒019-0505 秋田県横手市十文字町仁井
田字東22-1

TEL.0182-42-2113 FAX.0182-42-2281
【URL】
http://www.sm-lucky.com/
【設立】昭和36年7月13日

HCI ホームセンター名鑑 2016

TEL.027-345-8181

【URL】http://www.yamada-denki.jp/
【設立】昭和58年9月
【資本金】710億5,800万円
【取引銀行】みずほ銀行, 三井住友銀行, 三菱東
京UFJ銀行, 東和銀行 他
【年商高】
（平成27年3月（連結）決算）
全体：1兆6,643億7,000万円（87.9%）
【経常利益】
（平成27年3月（連結）決算）
全体：355億3,700万円
（70.8%）
【店舗数】全体：642店
ＤＳ：12店
【店舗所在県名】全国
※2002年5月、㈱ダイクマを子会社化。※2006
年3月、㈱ヤマダ・キャピタル・ホールディン
グ ス を 吸 収 合 併。※2007年6月、 ㈱ ぷ れ っ そ
ホールディングスを完全子会社化。※2007年9
月、㈱キムラヤセレクトを子会社化。※2008年
10月1日、㈱九州テックランドを完全子会社
化。※2008年10月15日、㈱中四国テックランド
を完全子会社化。※2008年12月1日、コスモス・
ベリーズ㈱を完全子会社化。※2010年9月1日、
㈱中四国テックランドは㈱ダイクマに吸収合
併。※2012年7月13日、㈱ベスト電器と資本業
務提携。※2012年12月13日、㈱ベスト電器を子
会社化。※2013年5月31日、㈱ダイクマ及び㈱
サトームセンを吸収合併。※2015年7月27日、
㈱キムラヤセレクトを吸収合併。
【店舗概要】
ディスカウントストア

1）
Ｎｅｗダイクマ茅ヶ崎店
〒253-0044 神奈川県茅ケ崎市新栄町12-3テッ
クランド茅ヶ崎店内

TEL.0467-83-4500 FAX.0467-83-4509
❶昭和43年11月

2）
Ｎｅｗダイクマ上平塚店
〒254-0055 神奈川県平塚市上平塚1-61テック
ランド上平塚店2F

TEL.0463-34-7117
❶昭和54年10月3日

3）
Ｎｅｗダイクマ南平店
〒191-0041 東京都日野市南平7-7-3テックラン
ド南平店2F

TEL.027-363-0033 FAX.027-361-8422

TEL.042-594-1616 FAX.042-592-2954

♤140台

❶昭和63年12月9日

2）
サントノーレ伊勢崎店

4）
Ｎｅｗダイクマ武蔵村山店

〒372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町3402-5

〒208-0021 東京都武蔵村山市三ッ藤1-84テッ
クランド武蔵村山店2F

TEL.0270-21-0111 FAX.0270-21-6730
♤240台

TEL.042-569-1512 FAX.042-569-1518

3）
サントノーレ館林店

❶平成2年4月1日

〒374-0004 群馬県館林市楠町3648-1つつじの
里SCアゼリアモール1F

5）
Ｎｅｗダイクマ上山店

TEL.0276-55-5252 FAX.0276-55-5253

ѸѸ

〒226-0012 神 奈 川 県 横 浜 市 緑 区 上 山2-27-1
テックランド上山店2F

ディスカウントストア等／千葉県
TEL.045-935-5512
❶平成2年6月30日

【社員数】全体：社員174名（35.5歳） ❹465名
【店舗数】全体：93店(FC 2店)
ＤＳ：93店(FC 2店)
6）
Ｎｅｗダイクマ大宮店
〒337-0041 埼玉県さいたま市見沼区南中丸 【主力部門】食料品, 洗剤衛生用品, ペット用品,
ＡＶ, ＯＡ, 日用品, 家庭用品
511テックランド大宮店2F
【店舗所在県名】茨城県, 栃木県, 埼玉県, 千葉
TEL.048-688-2321
県, 東京都, 神奈川県
❶平成4年11月6日
【商談日】月曜日以外
7）
Ｎｅｗダイクマ立川店
【本部公休日】土、
日曜日
〒190-0013 東京都立川市富士見町1-24-9テッ
【店舗概要】
クランド立川店内
ディスカウントストア
TEL.042-526-1099 FAX.042-528-7065

TEL.047-306-7311
❶平成13年6月21日

14）
ジェーソン南流山店
〒270-0163 千葉県流山市南流山2-8-9
TEL.04-7157-6411
❶平成14年3月29日

15）
ジェーソン練馬春日町店
〒179-0074 東京都練馬区春日町2-7-18
TEL.03-3577-9181
❶平成14年4月11日

16）
ジェーソン船橋北本町店

❶平成5年12月

1）
ジェーソン和光店

8）
Ｎｅｗダイクマ町田本店

〒351-0111 埼玉県和光市下新倉3-22-50

〒194-0023 東京都町田市旭町1-24-1テックラ
ンド町田本店2F

TEL.048-466-5590
❶昭和59年12月23日

❶平成14年4月25日

TEL.042-727-5210 FAX.042-727-5225
❶平成7年4月28日

2）
ジェーソン中野島店（ＦＣ）

9）
Ｎｅｗダイクマ厚木店

6-22-5
TEL.044-911-2813
❶昭和60年9月25日

〒 306-0126 茨 城 県 古 河 市 諸 川2456-1 三 和
ショッピングプラザPalm内

〒243-0036 神奈川県厚木市長谷6-20テックラ
ンド厚木店内

〒214-0012 神 奈 川 県 川 崎 市 多 摩 区 中 野 島

〒273-0042 千葉県船橋市前貝塚町464-5

TEL.047-406-8681

17）
ジェーソン三和店

TEL.0280-75-2271
❶平成14年6月1日

18）
ジェーソン北葛西店

TEL.046-250-5019 FAX.046-250-6400
❶平成8年3月29日

3）
ジェーソン柏沼南店
〒277-0921 千葉県柏市大津ヶ丘2-8-5

TEL.03-3878-7870

10）
Ｎｅｗダイクマ横浜金沢店

TEL.04-7192-2323
❶昭和61年8月21日

❶平成14年11月22日

4）
ジェーソン船橋薬円台店

〒302-0034 茨城県取手市戸頭3-1-1

〒236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東2-429テックランド横浜金沢店2F

TEL.045-772-8653 FAX.045-770-5069
❶平成9年10月29日

11）
Ｎｅｗダイクマ久里浜店
〒239-0831 神奈川県横須賀市久里浜7-9-1テッ
クランド久里浜店内

TEL.046-833-6142 FAX.046-833-6129
❶平成12年12月

12）
Ｎｅｗダイクマ海老名店
〒243-0432 神奈川県海老名市中央2-10-1テッ
クランド海老名店内

TEL.046-236-5393 FAX.046-236-5063

㈱イセムラ

〒134-0081 東京都江戸川区北葛西2-12-26

19）
ジェーソン戸頭店

〒274-0077 千葉県船橋市薬円台1-21-3

TEL.0297-78-9500

TEL.047-469-2933
❶平成4年9月23日

❶平成15年4月10日

5）
ジェーソン新取手店

〒182-0004 東京都調布市入間町1-35-1
TEL.03-5490-5855
❶平成15年4月24日

〒302-0021 茨城県取手市寺田4659

TEL.0297-72-6010
❶平成6年6月15日

6）
ジェーソン石下店
〒300-2706 茨城県常総市新石下1779

TEL.0297-42-0261

20）
ジェーソン成城店（ＦＣ）

21）
ジェーソン大森店
〒143-0015 東京都大田区大森西4-17-16
TEL.03-3298-8500
❶平成15年5月9日

❶平成9年12月13日

22）
ジェーソン柏松葉町店

7）
ジェーソン野田店

〒277-0827 千葉県柏市松葉町7-14-3

〒278-0022 千葉県野田市山崎1330-1

TEL.04-7135-5900

（ディスカウントストア）
【本社】埼玉県上尾市
※2012年、ディスカウントストア1店を閉鎖し
た模様。

TEL.04-7125-8388
❶平成10年6月25日

❶平成15年6月12日

8）
ジェーソン葛飾白鳥店

〒185-0033 東京都国分寺市内藤1-7-12
TEL.042-571-2910
❶平成15年8月28日

㈱ジェーソン

❶平成11年5月22日

24）
ジェーソン結城店

9）
ジェーソン足立谷在家店

〒307-0001 茨城県結城市結城9858

〒125-0063 東京都葛飾区白鳥4-15-2

TEL.03-5680-6681
（ディスカウントストア）
【代表者】太田 万三彦（代表取締役社長兼会
長）
【本社】〒277-0921 千葉県柏市大津ヶ丘2-8-5

TEL.04-7193-0911 FAX.04-7193-4271
【URL】
http://www.jason.co.jp/

〒123-0841 東京都足立区西新井5-30-11

TEL.0296-33-7890

TEL.03-3896-2231
❶平成11年6月17日

❶平成15年11月21日

10）
ジェーソン鹿骨店

〒177-0045 東京都練馬区石神井台4-8-3

〒133-0073 東京都江戸川区鹿骨4-30-18

【関係会社／フランチャイズ】㈱スパイラル
【年商高】
（平成27年2月決算）
全体：203億9,949万円（103.9%）
【経常利益】
（平成27年2月決算）
全体：4億1,370万円
（139.9%）

25）
ジェーソン練馬石神井台店
TEL.03-3920-5671
❶平成16年2月11日

26）
ジェーソン千葉山王店
〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町67-2

〒121-0061 東京都足立区花畑1-17-4

TEL.043-304-0930

TEL.03-5831-3811
❶平成12年11月10日

❶平成16年3月25日

12）
ジェーソン江戸川台店

〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2-33-1

27）
ジェーソン小山店

〒270-0103 千葉県流山市美原4-1212

TEL.0285-23-9885

TEL.04-7156-6211
❶平成13年5月24日

❶平成16年4月22日

13）
ジェーソン欠真間店

〒285-0854 千葉県佐倉市上座687

〒272-0142 千葉県市川市欠真間1-8-14

TEL.043-463-8851

ѸѸ

28）
ジェーソンユーカリが丘店

HCI ホームセンター名鑑 2016

ＤＳ

【広報・連絡責任者】板谷 浩志
（経営企画室長） TEL.03-5664-0143
TEL.04-7193-0911 FAX.04-7193-4271
❶平成12年6月23日
【 部 署 別 連 絡 先 】商 品 部 各 担 当 TEL.04- 11）
ジェーソン足立花畑店

7192-2353 FAX.04-7192-2377
【設立】昭和58年6月14日
【資本金】3億2,030万円
【取引銀行】みずほ銀行, 三井住友銀行, 千葉銀
行, 三菱東京UFJ銀行, 商工中金, 常陽銀行

23）
ジェーソン西国分寺店

