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株式会社ヤマダデンキ
ヤマダホールディングスグループ

中国・四国地方
店　　　名 住　　　　　　　所 電話番号

鳥 

取 

県

家電住まいる館YAMADA鳥取東店 鳥取県鳥取市大杙217 0857-50-0522

テックランド鳥取店 鳥取県鳥取市古海字瀬戸田ノ二678-1 0857-39-3001

テックランド倉吉店 鳥取県倉吉市清谷町二丁目143 0858-48-1355

テックランドNew米子店 鳥取県米子市日ノ出町一丁目8番1号 0859-39-2700

テックランド境港店 鳥取県境港市竹内団地278-2 0859-21-8000

ヤマダアウトレット東伯店 鳥取県東伯郡琴浦町八橋359-2 0858-27-0671

ベスト電器 トピア東伯店 鳥取県東伯郡琴浦町徳万558-1 0858-53-1080

岡
　
　
　
山
　
　
　
県

テックランドNew岡南店
岡山県岡山市南区新福一丁目2-10 086-250-7300

ヤマダアウトレット岡南店

テックランド岡山本店 岡山県岡山市南区西市628-1 086-805-1750

ベスト電器 岡山本店 岡山県岡山市北区下中野377-1 086-805-0077

マツヤデンキ妹尾店 岡山県岡山市南区箕島1275-1 086-281-1928

テックランド赤磐店 岡山県赤磐市町苅田957-1 086-956-3066

テックランド瀬戸内店 岡山県瀬戸内市邑久町豊原87-1 0869-24-7200

ベスト電器 ベストフレンドショップ備前店 岡山県瀬戸内市長船町長船264-7 0869-64-2334

YAMADA web.com 東岡山店 岡山県岡山市中区神下187番地 086-208-6233

マツヤデンキ備前店 岡山県備前市伊部1849-1 0869-63-2254

テックランド玉野店 岡山県玉野市築港1丁目1-10 0863-33-3277

テックランド美作店 岡山県美作市北山字横手1572 0868-73-6311

ヤマダアウトレット津山店 岡山県津山市河辺759-1 0868-21-7122

テックランド倉敷玉島店 岡山県倉敷市玉島爪崎1070-1 086-441-5520

マツヤデンキ真備店 岡山県倉敷市真備町川辺83-1 086-698-7733

テックランド児島店 岡山県倉敷市児島駅前1丁目10番 086-470-0911

テックランド倉敷神田店 岡山県倉敷市神田4丁目2-32 086-436-1389

テックランド井原店 岡山県井原市下出部町一丁目36-11 0866-67-2810

テックランド高梁店 岡山県高梁市横町1544-1 0866-56-3930

ベスト電器 勝山店 岡山県真庭市江川988-4 0867-44-5444

テックランド新見店 岡山県新見市正田字橋ノ本433-6 0867-72-6565

ヤマダアウトレット鴨方店 岡山県浅口市鴨方町六条院中5058-1 0865-45-8288

テックランド総社店 岡山県総社市中央5-3-104 0866-92-7350

島
　
根
　
県

テックランド隠岐店 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町376番地　サンテラス隠岐店内 08512-2-9550

テックランド松江学園南店 島根県松江市学園南2-12-8 0852-31-4147

ベスト電器 ラピタ店 島根県出雲市今市町87 0853-21-6058

テックランドNew出雲店 島根県出雲市大塚町731-1 0853-20-7500

テックランド大田店 島根県大田市長久町長久ロ265-8 0854-83-7280

ヤマダアウトレット江津店 島根県江津市都野津町2277-13 0855-54-3118

ベスト電器 ベストフレンドショップ川本店 島根県邑智郡川本町大字川本613-4 0855-72-0144

テックランド浜田港町店 島根県浜田市港町261 0855-22-8311

テックランド益田店 島根県益田市高津七丁目4-5 0856-25-7390

家電住まいる館YAMADA松江店 島根県松江市東出雲町出雲郷1630-2 0852-53-0550

ベスト電器 宍道店 島根県松江市佐々布208-14 0852-66-0990

広
　
　
島
　
　
県

テックランド福山北店 広島県福山市神辺町大字川北1428-1 084-965-6265

家電住まいる館YAMADA福山店 広島県福山市明神町2丁目15-30 084-973-9660

テックランド世羅店 広島県世羅郡世羅町大字寺町西福寺1179-1 0847-25-5010

テックランド三原店 広島県三原市城町三丁目10-3 0848-61-0230

テックランド備後府中店 広島県府中市高木町320-2 0847-44-6212

テックランド福山西店 広島県福山市高西町三丁目2番38号 084-930-4421

LABI広島
広島県広島市中区胡町5-22 082-545-8940

ヤマダアウトレット・リユース LABI広島店
テックランドフジグラン広島店 広島県広島市中区宝町2番1号　フジグラン広島 3F 082-258-2455

テックランド広島八木店 広島県広島市安佐南区八木2-17-1 082-832-0771

ヤマダアウトレット安芸高田店 広島県安芸高田市吉田町吉田字内堀2108-1 0826-47-1270

ヤマダアウトレット熊野店 広島県安芸郡熊野町萩原八丁目9-27 082-516-5008

テックランド安芸坂店 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜3-2-12 082-886-3651

テックランド佐伯店 広島県広島市佐伯区楽々園四丁目14-32 082-942-2731

ヤマダアウトレット&ホビー館 アルパーク前店 広島県広島市西区草津新町2丁目23-27 082-270-1010

Tecc LIFE SELECT 広島アルパーク店 広島県広島市西区井口明神一丁目16番1号　アルパーク西棟 3F 082-533-8700

テックランドゆめタウンみゆき店 広島県広島市南区字品西六丁目7番14号　ゆめタウンみゆき店 2F 082-236-8439

テックランド呉店 広島県呉市広白石四丁目5-39 0823-27-3377

テックランド東広島店 広島県東広島市西条町御薗宇5168-1 082-426-3200



店　　　名 住　　　　　　　所 電話番号

山
　
　 

口 

　
　
県

テックランド岩国店 山口県岩国市麻里布町一丁目8番13号 0827-30-2111

テックランド柳井店 山口県柳井市柳井1594-1 0820-25-3511

ヤマダアウトレット玖珂店 山口県岩国市玖珂町4950-2 0827-28-5380

テックランド周南店 山口県下松市楠木町1-14-1 0833-45-5800

家電住まいる館×YAMADA web.com 新南陽店 山口県周南市古市1丁目4番1号 0834-34-0700

テックランド防府店 山口県防府市大字植松114 0835-26-5660

家電住まいる館YAMADA下関店 山口県下関市武久町2-11-1 083-250-1010

ベスト電器 ゆめシティ下関本店 山口県下関市伊倉新町2丁目5-1 083-251-1147

テックランド下関長府店 山口県下関市長府才川二丁目1番58号 083-248-3243

ベスト電器 山口店 山口県山口市平井240-1 083-924-0850

テックランド山口本店 山口県山口市大字黒川372 083-934-5888

テックランド阿知須店 山口県山口市阿知須4830-1 0836-66-1505

ヤマダアウトレット宇部東店 山口県宇部市東見初町1-31 0836-39-6088

ベスト電器 山口宇部店 山口県宇部市小松原町2-7-12 0836-37-2228

ベスト電器 宇部東店 山口県宇部市東岐波字横尾頭1489-9 0836-59-0711

マツヤデンキ小野田店 山口県山陽小野田市日の出2丁目8-15 0836-84-6800

テックランド宇部店 山口県山陽小野田市大字丸河内974番地1 0836-81-1510

テックランド萩店 山口県萩市大字椿東字平方2912-1 0838-24-1701

テックランドNew長門店 山口県長門市仙崎字網田330-1　フジ長門店　敷地内別棟1F 0837-23-0800

香
　  

川
　  

県

Tecc LIFE SELECT 高松春日本店 香川県高松市春日町218-1 087-818-0101

テックランド綾川店 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1 087-876-8600

マツヤデンキ小豆島店 香川県小豆郡土庄町渕崎甲1447-1 0879-62-4111

テックランド高松鶴市店 香川県高松市鶴市町724番地1 087-870-5388

テックランドNew高松レインボー通り店 香川県高松市伏石町2084番地 087-868-4055

ヤマダアウトレット館高松店 香川県高松市伏石町2103-8 087-864-6230

テックランド坂出店 香川県坂出市入船町2-1-64 0877-45-0808

マツヤデンキ坂出店 香川県坂出市江尻町1461-5 0877-46-0015

テックランド丸亀店 香川県丸亀市田村町907-1 0877-58-2311

ヤマダアウトレット三豊店 香川県三豊市高瀬町上高瀬1352-1 0875-24-8152

マツヤデンキ高瀬店 香川県三豊市高瀬町新名1018-51 0875-72-2040

テックランド観音寺店 香川県観音寺市出作町555-1 0875-82-9058

ヤマダアウトレットさぬき長尾店 香川県さぬき市長尾西766-1 0879-26-9600

ヤマダアウトレットかがわ店 香川県東かがわ市湊1887-1 0879-26-5188

高
　  

知  

　
県

ベスト電器 高知本店 高知県高知市知寄町2-1-29 088-885-9100

テックランド高知旭店 高知県高知市旭町2-52 088-826-7355

ベスト電器 高知西店 高知県高知市朝倉丙323-1 088-843-1100

テックランド高知店 高知県高知市薊野北町1-8-30 088-820-2666

テックランド高知土佐店 高知県土佐市高岡町甲715-5 088-850-2655

Tecc LIFE SELECT 高知本店 高知県高知市介良字山ノ後乙1136-1 088-878-7373

マツヤデンキ野市店 高知県香南市野市町土居851-1 0887-55-5700

マツヤデンキ土佐山田店 高知県香美市土佐山田町西本町5-1-9 0887-52-3966

テックランド高知安芸店 高知県安芸市庄之芝町11-34 0887-32-0838

テックランド高知須崎店 高知県須崎市桐間西51番地 0889-40-0870

ベスト電器 四万十店 高知県四万十市古津賀字大場1296-1 0880-35-2300

テックランド高知四万十店 高知県四万十市具同2850 0880-31-2311

ベスト電器 宿毛店 高知県宿毛市駅前町1-605 0880-63-0090

テックランド宿毛店 高知県宿毛市高砂28-30 0880-62-1115

テックランド高知佐川店 高知県高岡郡佐川町甲819-1 0889-20-0701

徳
　
島
　
県

Tecc LIFE SELECT 徳島本店 徳島県徳島市中吉野町四丁目1-1 088-634-2711

テックランドマルナカ徳島店 徳島県徳島市西新浜町1-6-1　マルナカ徳島店1F 088-663-9333

テックランド徳島松茂店 徳島県板野郡松茂町広島字小ハリ24-1 088-699-0331

テックランド徳島藍住店 徳島県板野郡藍住町徳命字元村東100番 088-693-3030

テックランド鳴門店 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚50番地 088-685-9772

マツヤデンキ小松島店 徳島県小松島市日開野町勝久18番 0885-32-6033

ベスト電器 羽ノ浦店 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄梶島84-7 0884-44-2138

ヤマダアウトレット吉野川店 徳島県吉野川市山川町前川113-4 0883-42-6371

テックランド徳島美馬店 徳島県美馬郡つるぎ町貞光宮下20 0883-55-1010

マツヤデンキ三加茂店 徳島県三好郡東みよし町加茂2479番地 0883-82-3189

愛  

媛  

県

ベスト電器 サービスショップ久米店 愛媛県松山市久米窪田1163-6 089-975-5528

テックランド松山本店 愛媛県松山市井門町460-2 089-960-0810

YAMADA web.com 松山問屋町店 愛媛県松山市問屋町9-30 089-909-6601

テックランド新居浜店 愛媛県新居浜市郷一丁目3番16号 0897-65-4560

テックランド今治店 愛媛県今治市東鳥生町4丁目1番52号 0898-34-3100

テックランド大洲店 愛媛県大洲市徳森318-1 0893-50-5933

ベスト電器 ベストフレンドショップ保内店 愛媛県八幡浜市保内町川之石3番耕地19-1 0894-36-0130

テックランド西予店 愛媛県西予市宇和町上松葉338番地 0894-69-1630

テックランド宇和島店 愛媛県宇和島市祝森甲1619-1 0895-20-3377

ヤマダアウトレット西条店 愛媛県西条市周布1656-1 0898-68-8011

ベスト電器 波止浜店 愛媛県今治市地堀1-2-20 0898-41-9165


