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修理代金の還元申請が可能なソフトバンク取扱店一覧
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北海道

青森県
岩手県
秋田県

山形県
宮城県
福島県
茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

店舗名
ビックカメラ 札幌店
カメラのキタムラ札幌・羊ケ丘通り店
カメラのキタムラ苫小牧・桜木店
カメラのキタムラ札幌・厚別大谷地店
カメラのキタムラ帯広・白樺通り店
カメラのキタムラ函館・美原店
カメラのキタムラ旭川・春光店
カメラのキタムラ弘前・高田店
カメラのキタムラ盛岡・南店
カメラのキタムラ秋田・イオンタウン茨島店
カメラのキタムラ秋田・広面店
カメラのキタムラ秋田・将軍野店
カメラのキタムラ山形・馬見ヶ崎店
カメラのキタムラ米沢・金池店
カメラのキタムラ仙台・泉店
カメラのキタムラ福島・福島店
カメラのキタムラ水戸・下市店
カメラのキタムラ水戸・姫子店
カメラのキタムラひたちなか・東大島店
カメラのキタムラ石岡・石岡店
カメラのキタムラつくば・つくば店
カメラのキタムラ取手・戸頭店
カメラのキタムラ牛久・中央店
カメラのキタムラ宇都宮・FKD宇都宮店
カメラのキタムラ足利・南店
カメラのキタムラ小山・小山店
カメラのキタムラ佐野・佐野店
ビックカメラ 高崎東口店
カメラのキタムラ太田・太田店
カメラのキタムラ前橋・上小出店
アップルプレミアムリセラーNEWCOMレイクタウンKaze店
ビックカメラ 大宮西口そごう店
カメラのキタムラ川口・アリオ川口店
カメラのキタムラ川越・川越マイン店
カメラのキタムラ埼玉・坂戸店
カメラのキタムラ深谷・上柴店
カメラのキタムラさいたま・浦和仲町店
カメラのキタムラ志木・上宗岡店
カメラのキタムラ大井・ふじみ野店
カメラのキタムラ鶴ヶ島・鶴ヶ島店
カメラのキタムラ川口・東川口店
カメラのキタムラ春日部・ユリノキ通り店
カメラのキタムラ幸手・東店
カメラのキタムラ川口・芝店
カメラのキタムラ埼玉・深谷店
カメラのキタムラ上尾・井戸木店
カメラのキタムラ熊谷・熊谷店
カメラのキタムラ狭山・狭山台店
カメラのキタムラ柏・柏高島屋ステーションモール店
カメラのキタムラ市川・シャポー市川店
カメラのキタムラ市川・北国分店
カメラのキタムラ成田・成田店
カメラのキタムラ千葉・市原店
カメラのキタムラ千葉・おゆみ野店
カメラのキタムラ八千代・八千代中央店
カメラのキタムラ浦安・ＭＯＮＡ新浦安店
カメラのキタムラ千葉・茂原店
ソフトバンクステージビックカメラ有楽町店
Mac Collection AKIBA
ビックカメラ 赤坂見附店
ソフトバンクステージビックカメラ渋谷東口別館
ソフトバンクステージビックロ ビックカメラ新宿東口
ソフトバンクステージビックカメラ新宿西口店
ビックカメラ 池袋本店パソコン館
ビックカメラ JR八王子駅前店
カメラのキタムラ東京・ウイングキッチン京急蒲田店
TSUTAYA mobile 二子玉川
KICHIJOJI STORE
カメラのキタムラ東京・玉川高島屋店
カメラのキタムラ東京・日本橋店
カメラのキタムラ町田・旭町店
カメラのキタムラ東京・渋谷店
カメラのキタムラあきる野・雨間店
カメラのキタムラ東京・セブンタウン小豆沢店
カメラのキタムラ東京・羽村店
カメラのキタムラ東久留米・東久留米店
カメラのキタムラ多摩・多摩センター店
カメラのキタムラ多摩・ニュータウン通り店

住所
北海道札幌市中央区北五条西2-1 札幌ESTA JRタワー 1F～4F
北海道札幌市豊平区西岡４条３-６-３１
北海道苫小牧市４-１６-４
北海道札幌市厚別区大谷地西１-２-５
北海道帯広市西１８条南３-２６-１２
北海道函館市美原１-１７-１０
北海道旭川市花咲町５-２２７２-４４
青森県弘前市大字高田３-１-３
岩手県盛岡市津志多南1-1-30
秋田県秋田市茨島4-3-21
秋田県秋田市広面字堤敷３１-２
秋田県秋田市将軍野南３-７-７
山形県山形市馬見ケ崎２-６-２１
山形県米沢市金池５-１０-６
宮城県仙台市泉区高玉町４-９
福島県福島市野田町2-4-3
茨城県水戸市柳町2-3-15
茨城県水戸市姫子１-８００-８
茨城県ひたちなか市東大島２-２-１５
茨城県石岡市東石岡３-４-１
茨城県つくば市稲荷前１３-６
茨城県取手市戸頭７-２-６
茨城県牛久市中央３-８-２
栃木県宇都宮市今泉町237 FKDショッピングプラザ宇都宮店3F
栃木県足利市福居町２８０-１
栃木県小山市西城南４-４-３
栃木県佐野市浅沼町４１９-１
群馬県高崎市栄町10-10
群馬県太田市飯塚町１４３９-１
群馬県前橋市小出町３-１６-１
埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 2F
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-8-4 そごう大宮店パーキング館
埼玉県川口市並木元町1-79 アリオ川口3F
埼玉県川越市脇田町103 ショッピングセンター川越マイン3F
埼玉県坂戸市八幡１-１８-１
埼玉県深谷市上柴町東５-７-９
埼玉県さいたま市浦和区仲町１-２-９
埼玉県志木市上宗岡５-６-３７
埼玉県ふじみ野市ふじみ野１-１-１
埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘４０１-１
埼玉県川口市戸塚東２-３-１６
埼玉県春日部市豊町５-７-２１
埼玉県幸手市東３-９-２８
埼玉県川口市芝下３-１９-１７
埼玉県深谷市東方町５-２０-７
埼玉県上尾市井戸木１-４-５
埼玉県熊谷市肥塚１-６-４８
埼玉県狭山市狭山台３-１-１
千葉県柏市末広町1-1 高島屋柏店 柏高島屋ステーションモール1F
千葉県市川市市川1-1-1 シャポー市川B1F
千葉県市川市堀之内３-２５-６
千葉県成田市美郷台１-１１-３
千葉県市原市君塚３-４-１３
千葉県千葉市緑区おゆみ野南６-８-６
千葉県八千代市ゆりのき台３-１-６
千葉県浦安市入船１-５-１ＭＯＮＡ新浦安１階
千葉県茂原市八千代２-１２-５
東京都千代田区有楽町1-11-1
東京都千代田区外神田3-13-7
東京都港区赤坂3-1-6
東京都渋谷区渋谷1-24-10
東京都新宿区新宿3-29-1 B2F
東京都新宿区西新宿1-5-1 新宿西口ハルク2F～7F
東京都豊島区東池袋1-6-7
東京都八王子市旭町1-17 セレオ八王子南館(1F～5F)
東京都大田区蒲田4-50-11 ウィングキッチ京急蒲田2F
東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズS.C. テラスマーケット
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-5 吉祥寺公園通りビルB1・1・2F
東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川高島屋SC南館5F
東京都中央区室町４-２-１０
東京都町田市旭町１-１６-１２
東京都渋谷区道玄坂２-２５-９
東京都あきる野市雨間字北郷６４０-２
東京都板橋区小豆沢３-９-５セブンタウン小豆沢内
東京都羽村市栄町１-１２-１
東京都東久留米市市下里５-２-１０
東京都多摩市落合１-４４丘の上プラザ３階
東京都多摩市乞田846
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神奈川県

山梨県
長野県

新潟県

富山県
石川県

福井県
岐阜県
静岡県

愛知県

三重県

京都府

滋賀県
大阪府

奈良県
和歌山県
兵庫県

店舗名
湘南T-SITE Apple Authorized Reseller
ビックカメラ ラゾーナ川崎店
カメラのキタムラ戸塚・東戸塚店
カメラのキタムラ横浜・瀬谷店
カメラのキタムラ伊勢原・伊勢原店
カメラのキタムラ平塚・平塚店
カメラのキタムラ小田原・富水店
カメラのキタムラ厚木・林店
カメラのキタムラ藤沢・湘南台店
カメラのキタムラ藤沢・テラスモール湘南店
カメラのキタムラ横浜・港北東急ＳＣ店
カメラのキタムラ相模原・イトーヨーカドー古淵店
カメラのキタムラ茅ヶ崎・高田店
カメラのキタムラ甲府・昭和店
カメラのキタムラ甲府・アルプス通り店
カメラのキタムラ上田・上田店
カメラのキタムラ佐久・佐久平店
カメラのキタムラ松本・渚店
カメラのキタムラ長野・北長野店
ビックカメラ 新潟店
カメラのキタムラ三条・ピア店
カメラのキタムラ新潟・とやの店
カメラのキタムラ長岡・希望が丘店
カメラのキタムラ富山・掛尾店
カメラのキタムラ金沢・浅野本町店
カメラのキタムラ小松・小松店
カメラのキタムラ金沢・有松店
カメラのキタムラ武生・武生店
カメラのキタムラ福井・バイパス南店
カメラのキタムラ岐阜・加納店
カメラのキタムラ高山・桐生店
ビックカメラ 浜松店
カメラのキタムラ浜松・柳通り店
カメラのキタムラ富士・市役所前店
カメラのキタムラ焼津・バイパス店
カメラのキタムラ静岡・草薙店
カメラのキタムラ沼津・沼津店
カメラのキタムラ静岡・石田店
カメラのキタムラ浜松・鴨江店
カメラのキタムラ磐田・今之浦店
カメラのキタムラ掛川・中央店
カメラのキタムラ藤枝・田沼店
カメラのキタムラ静岡・アピタ静岡店
ビックカメラ 名古屋駅西店
カメラのキタムラ豊橋・牧野市
カメラのキタムラ名古屋・守山・今尻店
カメラのキタムラ名古屋・緑・上旭店
カメラのキタムラ一宮・中島通り店
カメラのキタムラ西尾・シャオ店
カメラのキタムラ豊川・諏訪店
カメラのキタムラ岡崎・伊賀店
カメラのキタムラ小牧・小牧店
カメラのキタムラ四日市・西浦店
カメラのキタムラ津・阿漕店
カメラのキタムラ伊勢・バイパス店
カメラのキタムラ鈴鹿・白子店
カメラのキタムラ京都中古買取センター
カメラのキタムラ宇治・大久保店
カメラのキタムラ八幡・松井山手店
カメラのキタムラ京都・四条西院店
カメラのキタムラ京都・ジェイアール京都伊勢丹店
カメラのキタムラ草津・野村店
TSUTAYA mobile 梅田
カメラのキタムラ大阪・なんばCITY店
枚方T-SITE Apple Authorized Reseller
カメラのキタムラ豊中・豊中店
カメラのキタムラ堺・鳳店
カメラのキタムラ堺・福田店
カメラのキタムラ岸和田・岸和田店
カメラのキタムラ東大阪・石切店
カメラのキタムラ松原・松原店
カメラのキタムラ寝屋川・寝屋川店
カメラのキタムラ奈良・南店
カメラのキタムラ岩出・岩出店
ソフマップ神戸店
カメラのキタムラ宝塚・安倉店
カメラのキタムラ姫路・英賀保店
カメラのキタムラ加古川・加古川店

住所
神奈川県藤沢市辻堂元町6-20-1
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ1F～4F
神奈川県横浜市戸塚区川上町１８９-１
神奈川県横浜市瀬谷区橋戸２-５-１
神奈川県伊勢原市桜台１-２-２０
神奈川県平塚市桜ヶ丘２-９
神奈川県小田原市新屋３９-２
神奈川県厚木市林４-１２-３７
神奈川県藤沢市湘南台３-１８-１
神奈川県藤沢市辻堂神台１-３-１テラスモール湘南１Ｆ
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央５-１港北ＴＯＫＹＵ

Ｓ．Ｃ１階

神奈川県相模原市南区古淵３-１３-３３イトーヨーカドー古淵店１Ｆ
神奈川県茅ヶ崎市高田４-２４-２２
山梨県中巨摩郡昭和町西条5004
山梨県甲府市下飯田３-８-２８
長野県上田市天神２-３-１２
長野県佐久市佐久平駅東５-１
長野県松本市渚３-１０-１８
長野県長野市桐原２-１３-１
新潟県新潟市中央区花園1-1-21 CoCoLo 南館内1F～3F
新潟県三条市須頃３-13
新潟県新潟市中央区堀之内４２-１
新潟県長岡市希望が丘４-１２３９-２
富山県富山市掛尾栄町1-4
石川県金沢市浅野本町口１７７-１
石川県小松市大領町ロ２８-１
石川県金沢市有松４-１-８
福井県越前市新町１０-１-１
福井県福井市羽水2-726
岐阜県岐阜市加納竜興町1-21
岐阜県高山市桐生町３-２１３-１
静岡県浜松市中区砂山町322-1
静岡県浜松市東区神立町１３８-１
静岡県富士市青島町１９５-２
静岡県焼津市八楠３-５-１
静岡県静岡市清水区中之郷１-１１-１
静岡県沼津市新沢田町１-２４
静岡県静岡市駿河区中田４-２-１５
静岡県浜松市中区鴨江３-７０-１６
静岡県磐田市今之浦３-１１-１
静岡県掛川市中央１丁目１-２１-７
静岡県藤枝市田沼２-１８-３９
静岡県静岡市駿河区石田１－５－１アピタ静岡１Ｆ
愛知県名古屋市中村区椿町6-9
愛知県豊橋市牧野町宇牧野26-102
愛知県名古屋市守山区今尻町７０６
愛知県名古屋市緑区上旭１-１５１０
愛知県一宮市中島通２-３-１
愛知県西尾市下町御城下５-１
愛知県豊川市諏訪２-２８５
愛知県岡崎市伊賀町７-１０
愛知県小牧市北外山616
三重県四日市市西浦1-3-7
三重県津市大倉6-12
三重県伊勢市字須賀野６５８-１
三重県鈴鹿市南江島町２５-７
京都府京都市下京区烏丸通り七条下る東塩小路町718鳥居ビル4F
京都府宇治市広野町西裏５０-９
京都府八幡市欽明台西48
京都府京都市右京区西院安塚町２２
京都府京都市下京区東塩小路町ジェイアール京都伊勢丹５階
滋賀県草津市野村４-９-２２
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ9F
大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばCITY南館B1
大阪府枚方市岡東町12-2
大阪府豊中市西緑丘３-１０-７
大阪府堺市西区上４３５-４
大阪府堺市中区福田５７９-５
大阪府岸和田市作才町1123
大阪府東大阪市西石切町１-８-２２
大阪府松原市上田４-３-２４
大阪府寝屋川市初町２０-５
奈良県奈良市杏町153
和歌山県岩出市３０岩出ショッピングシティ内
兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-2 uime North Mall 内 6F
兵庫県宝塚市安倉中５-２-１４
兵庫県姫路市飾磨区英賀清水町２-２２
兵庫県加古川市野口町坂元４６-１

兵庫県
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修理代金の還元申請が可能なソフトバンク取扱店一覧
都道府県
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

岡山県

広島県

島根県
山口県

香川県
徳島県
高知県
愛媛県
福岡県

佐賀県
長崎県
大分県

宮崎県
熊本県
鹿児島県

沖縄県

店舗名
カメラのキタムラ神戸・玉津店
ビックカメラ 岡山駅前店
カメラのキタムラ津山・津山店
カメラのキタムラ総社・総社店
カメラのキタムラ岡山・下中野店
カメラのキタムラ倉敷・沖新店
カメラのキタムラ福山・ココローズ店
アップルプレミアムリセラーNEWCOM広島府中店
カメラのキタムラ広島・あけぼの店
カメラのキタムラ広島・祇園店
カメラのキタムラ松江・学園通り店
カメラのキタムラ宇部・南浜町店
カメラのキタムラ山口・バイパス吉敷店
カメラのキタムラ周南・周南店
カメラのキタムラ高松・高松南店
カメラのキタムラ徳島・クレメントプラザ店
カメラのキタムラ徳島・沖浜バイパス店
カメラのキタムラ高知・堺町店
カメラのキタムラ高知・土佐道路店
カメラのキタムラ新居浜・新居浜店
カメラのキタムラ松山・朝生田店
ビックカメラ 天神1号店
カメラのキタムラ久留米・上津店
カメラのキタムラ福岡・原店
カメラのキタムラ福岡・長住店
カメラのキタムラ博多・アミュエスト店
カメラのキタムラ福岡・天神店
カメラのキタムラ八幡・折尾店
カメラのキタムラ太宰府・太宰府店
カメラのキタムラ佐賀・南部バイパス店
カメラのキタムラ佐世保・四ケ町店
カメラのキタムラ長崎・時津店
カメラのキタムラ別府・上人ヶ浜店
カメラのキタムラ大分・光吉店
カメラのキタムラ大分・森町店
カメラのキタムラ宮崎・江平店
カメラのキタムラ都城・都城店
カメラのキタムラ熊本・東バイパス中央店
カメラのキタムラ熊本・くまなん店
ビックカメラ 鹿児島中央駅店
カメラのキタムラ鹿児島・中山バイパス店
カメラのキタムラ鹿児島・薬師店
株式会社Ｍｉｓｕｍｉ
カメラのキタムラ 那覇・新都心店
カメラのキタムラ沖縄・北谷店
アップルプレミアムリセラーNEWCOM沖縄ライカム店

※ビックカメラ、ソフマップに関しては、同一店舗内のソフトバンク携帯コーナーにて修理代金の還元申請を承ります。

住所
兵庫県神戸市西区玉津町出合２１７-１
岡山県岡山市北区駅前町1-1-1
岡山県津山市椿高下5
岡山県総社市中央２-６-１０２
岡山県岡山市南区字観音堂８９２番１
岡山県倉敷市沖新町４０-３
広島県福山市緑町2-1-9
広島県安芸郡府中町大須2-1-1
広島県広島市東区曙３-２-１８
広島県広島市安佐南区西原５-５-２
島根県松江市学園１-２０-３
山口県宇部市南浜町１-６-１１
山口県山口市吉敷中東４-２-２１
山口県周南市今住町９-１９
香川県高松市上天神町188-1
徳島県徳島市寺島本町西1-61 徳島クレメントプラザ
徳島県徳島市沖浜３-１２-１３
高知県高知市堺町1-22
高知県高知市朝倉甲１７３-１
愛媛県新居浜市繁本町４-１８
愛媛県松山市朝生田町７-４-２２
福岡県福岡市中央区今泉1-25-1
福岡県久留米市上津1-10-1
福岡県福岡市早良区原１-３０-２８
福岡県福岡市南区西長住１-７-３０
福岡県福岡市博多区博多駅中央街１-１

アミュエスト１Ｆ

福岡県福岡市中央区天神２-８-２２
福岡県北九州市八幡西区大浦１-１番８号
福岡県太宰府市朱雀６-１-３５
佐賀県佐賀市本庄町大字本庄197-1
長崎県佐世保市下京町7-18
長崎県西彼杵郡時津町元村郷字岩崎８１９-４
大分県別府市上人ケ浜８０６-１
大分県大分市大字光吉６１０
大分県大分市森町１８１-１
宮崎県宮崎市江平東２-８-１２
宮崎県都城市中原町３１街区５号
熊本県熊本市中央区上水前寺２-１７-１７
熊本県熊本市南区江越１-１-１
鹿児島県鹿児島市中央町1-1 えきマチ1丁目 鹿児島 1F・2F
鹿児島県鹿児島市東谷山６-３７-２０
鹿児島県鹿児島市薬師２-７-１
鹿児島県鹿児島市宇宿2-3-5
沖縄県那覇市銘苅2-1-1
沖縄県中頭郡北谷町北谷2-7-3
沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業地内4街区 2F

