Apple  Watch取り扱い店舗
2015年年9⽉月9⽇日更更新
エリア

都道府県

店舗名

住所

電話番号

北北海道

北北海道

ソフトバンク栄町

北北海道  札幌市東区  北北四⼗十⼆二条東  １８丁⽬目  １番３号

011-‐‑‒785-‐‑‒0005

ソフトバンクさっぽろ地下街ポールタウン

北北海道  札幌市中央区  南三条⻄西  ４丁⽬目  １２番地 　札幌地下街ポールタウン内

011-‐‑‒271-‐‑‒5153

ソフトバンク屯⽥田

北北海道  札幌市北北区  屯⽥田⼋八条  ２丁⽬目  ８番２０号

011-‐‑‒775-‐‑‒5600

ソフトバンク札幌⻄西

北北海道  札幌市⼿手稲区  ⻄西宮の沢四条  ２丁⽬目  ４-‐‑‒１-‐‑‒１

011-‐‑‒669-‐‑‒7777

ソフトバンクウイングベイ⼩小樽

北北海道  ⼩小樽市  築港  １１番 　ウイングベイ⼩小樽３番街１Ｆ

0134-‐‑‒21-‐‑‒7055

ソフトバンク札幌中央

北北海道  札幌市中央区  南⼀一条⻄西  ２丁⽬目  １６番地

011-‐‑‒218-‐‑‒6555

ソフトバンク帯広中央

北北海道  帯広市  ⻄西⼋八条南  １丁⽬目  ３-‐‑‒１

0155-‐‑‒24-‐‑‒1313

ソフトバンク千歳

北北海道  千歳市  信濃  ４丁⽬目  １-‐‑‒２

0123-‐‑‒26-‐‑‒7388

ソフトバンクＡｒｉｏ札幌

北北海道  札幌市東区  北北七条東  ９丁⽬目  ２-‐‑‒２０

011-‐‑‒723-‐‑‒7007

ソフトバンク北北⾒見見三輪輪

北北海道  北北⾒見見市  東三輪輪  ４丁⽬目  １６-‐‑‒１４３

0157-‐‑‒22-‐‑‒3383

ソフトバンク中央通

岩⼿手県  盛岡市  中央通  １丁⽬目  １１-‐‑‒１７ 　第⼆二⼤大通ビル１階

019-‐‑‒654-‐‑‒0881

ソフトバンク奥州

岩⼿手県  奥州市  ⽔水沢区佐倉河  字東沖ノ⽬目  ７０番４

0197-‐‑‒51-‐‑‒3588

ソフトバンク古川東

宮城県  ⼤大崎市  古川旭  ２丁⽬目  ２-‐‑‒３０

0229-‐‑‒21-‐‑‒1066

ソフトバンク仙台泉

宮城県  仙台市泉区  泉中央  １丁⽬目  １２-‐‑‒４

022-‐‑‒772-‐‑‒5270

ソフトバンクザ・モール仙台⻑⾧長町

宮城県  仙台市太⽩白区  ⻑⾧長町  ７丁⽬目  ２０-‐‑‒１５ 　ザ・モール仙台⻑⾧長町ＰＡＲＴ２ 　１Ｆ

022-‐‑‒304-‐‑‒5041

ソフトバンク仙台クリスロード

宮城県  仙台市⻘青葉葉区  中央  ２丁⽬目  ６-‐‑‒１２

022-‐‑‒715-‐‑‒9211

⼭山形県

ソフトバンク⽶米沢

⼭山形県  ⽶米沢市  徳町  １３３-‐‑‒２

0238-‐‑‒23-‐‑‒5789

秋⽥田県

ソフトバンクイオンモール秋⽥田

秋⽥田県  秋⽥田市  御所野地蔵⽥田  １丁⽬目  １-‐‑‒１ 　イオンモール秋⽥田２Ｆ

018-‐‑‒889-‐‑‒8552

福島県

ソフトバンク南福島

福島県  福島市  ⿊黒岩  字⽥田部屋  ２２-‐‑‒１

024-‐‑‒545-‐‑‒1223

ソフトバンク会津⾨門⽥田

福島県  会津若若松市  ⻄西年年貢  １丁⽬目  １-‐‑‒５

0242-‐‑‒38-‐‑‒3300

ソフトバンクひたちなか

茨城県  ひたちなか市  ⼤大字⾺馬渡  ３８５７-‐‑‒２

029-‐‑‒272-‐‑‒1202

ソフトバンク⽔水⼾戸⾚赤塚

茨城県  ⽔水⼾戸市  ⾚赤塚  ２丁⽬目  ２０１６-‐‑‒９０

029-‐‑‒254-‐‑‒6780

ソフトバンクつくば研究学園

茨城県  つくば市  学園南  ２丁⽬目  ６-‐‑‒１１

029-‐‑‒861-‐‑‒8533

ソフトバンク⿅鹿鹿嶋中央

茨城県  ⿅鹿鹿嶋市  ⼤大字鉢形  本内９７５-‐‑‒１

0299-‐‑‒85-‐‑‒3188

ソフトバンク東海

茨城県  那珂郡東海村  ⼤大字⾈舟⽯石川  ６０７-‐‑‒４２

029-‐‑‒270-‐‑‒5161

ソフトバンクひたち野うしく

茨城県  ⽜牛久市  ひたち野東  ４丁⽬目  ２６-‐‑‒１

029-‐‑‒871-‐‑‒2388

ソフトバンクイオンモール⾼高崎

群⾺馬県  ⾼高崎市  棟⾼高町  １４００番地 　イオンモール⾼高崎２階

027-‐‑‒310-‐‑‒0224

ソフトバンク⾼高崎

群⾺馬県  ⾼高崎市  ⾼高関町  ３４５

027-‐‑‒330-‐‑‒2055

ソフトバンクけやきウォーク前橋

群⾺馬県  前橋市  ⽂文京町  ２丁⽬目  １-‐‑‒１ 　けやきウォーク前橋１Ｆ

027-‐‑‒210-‐‑‒6881

ソフトバンク桐⽣生

群⾺馬県  桐⽣生市  相⽣生町  １丁⽬目  ３１９-‐‑‒１３

0277-‐‑‒40-‐‑‒2725

ソフトバンク群⾺馬⼤大泉

群⾺馬県  ⾢邑楽郡⼤大泉町  東⼩小泉  ２丁⽬目  ３５-‐‑‒２８

0276-‐‑‒20-‐‑‒1354

ソフトバンク太⽥田中央

群⾺馬県  太⽥田市  ⻄西本町  ６２-‐‑‒２４

0276-‐‑‒40-‐‑‒4771

ソフトバンク群⾺馬県央

群⾺馬県  ⾼高崎市  棟⾼高町  １８６８-‐‑‒１１０

027-‐‑‒350-‐‑‒3300

ソフトバンクイオンレイクタウン

埼⽟玉県  越⾕谷市  レイクタウン  ３丁⽬目  １-‐‑‒１ 　イオンレイクタウンＭｏｒｉ

048-‐‑‒990-‐‑‒1385

ソフトバンクイオン北北⼾戸⽥田

埼⽟玉県  ⼾戸⽥田市  美⼥女女⽊木東  １丁⽬目  ３-‐‑‒１ 　ソフトバンクショップ

048-‐‑‒449-‐‑‒3101

ソフトバンク⼤大宮

埼⽟玉県  さいたま市⼤大宮区  ⼤大⾨門町  １丁⽬目  ２３ー１

048-‐‑‒649-‐‑‒1700

ソフトバンク坂⼾戸にっさい

埼⽟玉県  坂⼾戸市  にっさい花みず⽊木  ４丁⽬目  １０-‐‑‒１

049-‐‑‒288-‐‑‒5380

ソフトバンク若若葉葉

埼⽟玉県  鶴ヶ島市  ⼤大字富⼠士⾒見見  ２-‐‑‒４-‐‑‒３

049-‐‑‒272-‐‑‒5381

ソフトバンクイオンモール⽻羽⽣生

埼⽟玉県  ⽻羽⽣生市  川崎  ２丁⽬目  ２８１-‐‑‒３

048-‐‑‒560-‐‑‒2555

ソフトバンク坂⼾戸

埼⽟玉県  坂⼾戸市  ⼤大字坂⼾戸  １４７４-‐‑‒１

049-‐‑‒282-‐‑‒7191

ソフトバンク深⾕谷

埼⽟玉県  深⾕谷市  上柴町⻄西  ３丁⽬目  ２１-‐‑‒２

048-‐‑‒551-‐‑‒5411

ソフトバンク鶴ヶ島

埼⽟玉県  鶴ヶ島市  ⼤大字脚折  １１４８-‐‑‒１

049-‐‑‒287-‐‑‒1811

ソフトバンクさいたま宮原

埼⽟玉県  さいたま市北北区  宮原町  １丁⽬目  ８５３-‐‑‒８

048-‐‑‒669-‐‑‒0220

ソフトバンク⼋八潮

埼⽟玉県  ⼋八潮市  ⼤大瀬  １丁⽬目  ６番地２

048-‐‑‒999-‐‑‒7780

ソフトバンクモラージュ菖蒲

埼⽟玉県  久喜市  菖蒲町菖蒲  ３５５５番地 　２Ｆ

0480-‐‑‒87-‐‑‒1877

ソフトバンク越⾕谷中央

埼⽟玉県  越⾕谷市  弥⽣生町  １７-‐‑‒１ 　越⾕谷ツインシティＡシティ１階

048-‐‑‒960-‐‑‒5211

ソフトバンクピオニウォーク東松⼭山

埼⽟玉県  東松⼭山市  あずま町  ４丁⽬目  ３ 　ピオニウォーク東松⼭山内１Ｆ

0493-‐‑‒59-‐‑‒8299

ソフトバンク熊⾕谷中央

埼⽟玉県  熊⾕谷市  中央  １丁⽬目  ２１１

048-‐‑‒527-‐‑‒3200

ソフトバンク熊⾕谷

埼⽟玉県  熊⾕谷市  銀座  ２丁⽬目  ２４５番地 　ニットーモール１階

048-‐‑‒599-‐‑‒3833

ソフトバンク東浦和

埼⽟玉県  さいたま市緑区  ⼤大字中尾  １０４ー１２

048-‐‑‒810-‐‑‒6066

ソフトバンク⼤大宮三橋

埼⽟玉県  さいたま市⼤大宮区  三橋  １丁⽬目  １２０１番地

048-‐‑‒657-‐‑‒3177

ソフトバンクアコス草加駅前

埼⽟玉県  草加市  ⾼高砂  ２丁⽬目  ７-‐‑‒１ 　アコス南館２０１

048-‐‑‒920-‐‑‒5433

ソフトバンク東所沢

埼⽟玉県  所沢市  東所沢和⽥田  １丁⽬目  １-‐‑‒９ 　境屋ビル

04-‐‑‒2951-‐‑‒0100

ソフトバンク春⽇日部

埼⽟玉県  春⽇日部市  中央  ２丁⽬目  ５-‐‑‒１３

048-‐‑‒763-‐‑‒6688

ソフトバンク所沢プロぺ通り

埼⽟玉県  所沢市  ⽇日吉町  ８-‐‑‒４ 　マスダ写真館１Ｆ

04-‐‑‒2929-‐‑‒6321

ソフトバンクせんげん台

埼⽟玉県  越⾕谷市  千間台東  １丁⽬目  １-‐‑‒３

048-‐‑‒970-‐‑‒5700

ソフトバンク三郷インター

埼⽟玉県  三郷市  ピアラシティ１丁⽬目２番地１  

048-‐‑‒949-‐‑‒2688

ソフトバンク南浦和駅前

埼⽟玉県  さいたま市南区  南浦和  ３丁⽬目  ６-‐‑‒４

048-‐‑‒884-‐‑‒0011

ソフトバンク南越⾕谷

埼⽟玉県  越⾕谷市  南越⾕谷  １丁⽬目  ２０-‐‑‒１０ 　三井⽣生命南越⾕谷ビル１Ｆ

048-‐‑‒989-‐‑‒6681

ソフトバンク⼤大宮中央

埼⽟玉県  さいたま市⼤大宮区  宮町  ２丁⽬目  ３５ 　⼤大宮ＭＴビル１Ｆ

048-‐‑‒647-‐‑‒6511

ソフトバンク本厚⽊木駅北北⼝口

神奈奈川県  厚⽊木市  中町  ３丁⽬目  １-‐‑‒２ 　はまやビルＡ館１階

046-‐‑‒295-‐‑‒2441

ソフトバンク上溝

神奈奈川県  相模原市中央区  星が丘  ３丁⽬目  ７-‐‑‒２１

042-‐‑‒704-‐‑‒3707

ソフトバンクラ・フロール橋本

神奈奈川県  相模原市緑区  ⻄西橋本  ５丁⽬目  １-‐‑‒１

042-‐‑‒700-‐‑‒2801

ソフトバンクららテラス武蔵⼩小杉

神奈奈川県  川崎市中原区  新丸⼦子東  ３丁⽬目  １３０２番ララテラス武蔵⼩小杉４Ｆ

044-‐‑‒430-‐‑‒5350

ソフトバンク⽴立立場

神奈奈川県  横浜市泉区  中⽥田⻄西  １丁⽬目  ７-‐‑‒５ 　ウエストビレッジ１Ｆ

045-‐‑‒800-‐‑‒3369

ソフトバンク綾綾瀬市役所通り

神奈奈川県  綾綾瀬市  早川城⼭山  １丁⽬目  ３-‐‑‒２２

0467-‐‑‒78-‐‑‒0311

ソフトバンク相模⼤大野

神奈奈川県  相模原市南区  相模⼤大野  ３丁⽬目  １７-‐‑‒１９ 　⾼高橋ビル１Ｆ

042-‐‑‒701-‐‑‒2767

ソフトバンクたまプラーザ

神奈奈川県  横浜市⻘青葉葉区  美しが丘  １丁⽬目  ７ 　東急百貨店 　たまプラーザ店１Ｆ

045-‐‑‒903-‐‑‒4161

ソフトバンク鶴⾒見見市場

神奈奈川県  横浜市鶴⾒見見区  菅沢町  ８-‐‑‒６

045-‐‑‒500-‐‑‒5200

ソフトバンク本牧

神奈奈川県  横浜市中区  本牧宮原  ２-‐‑‒２

045-‐‑‒628-‐‑‒0651

ソフトバンクアリオ橋本

神奈奈川県  相模原市緑区  ⼤大⼭山町  １番２２号 　アリオ橋本２Ｆ区画番号２２３-‐‑‒２

042-‐‑‒775-‐‑‒5770

ソフトバンク新百合ヶ丘

神奈奈川県  川崎市⿇麻⽣生区  上⿇麻⽣生  １丁⽬目  ４-‐‑‒１ 　⼩小⽥田急新百合ヶ丘エルミロード４階

044-‐‑‒959-‐‑‒1270

ソフトバンクショッパーズプラザ横須賀

神奈奈川県  横須賀市  本町  ２丁⽬目  １-‐‑‒１２ 　ショッパーズプラザ横須賀店１Ｆ

046-‐‑‒874-‐‑‒7386

ソフトバンクダイエー⾦金金沢⼋八景

神奈奈川県  横浜市⾦金金沢区  泥泥⻲亀  １丁⽬目  ２７-‐‑‒１ 　ダイエー⾦金金沢⼋八景店１階

045-‐‑‒787-‐‑‒3031

ソフトバンクＯＳＣ湘南シティ

神奈奈川県  平塚市  代官町  ３３-‐‑‒１ 　ＯＳＣ湘南シティ２階

0463-‐‑‒20-‐‑‒5120

ソフトバンクビナウォーク海⽼老老名

神奈奈川県  海⽼老老名市  中央  １丁⽬目  １８ー１ 　ビナウォーク６番館２階 　（Ｃ２０２Ｃ区画）

046-‐‑‒401-‐‑‒1620

ソフトバンク⽇日吉

神奈奈川県  横浜市港北北区  ⽇日吉本町  １丁⽬目  ２１-‐‑‒１ 　只⾒見見ビル１Ｆ・２Ｆ

045-‐‑‒566-‐‑‒0030

ソフトバンクセンター北北改札前

神奈奈川県  横浜市都筑区  中川中央  １丁⽬目  １-‐‑‒１ 　あいたいメイト

045-‐‑‒914-‐‑‒5327

ソフトバンクテラスモール湘南

神奈奈川県  藤沢市  辻堂神台  １丁⽬目  ３-‐‑‒１ 　テラスモール湘南３階

0466-‐‑‒38-‐‑‒3161

ソフトバンク溝の⼝口

神奈奈川県  川崎市⾼高津区  溝⼝口  １丁⽬目  １１-‐‑‒７ 　⽯石川ビル１Ｆ

044-‐‑‒850-‐‑‒9185

ソフトバンク綱島

神奈奈川県  横浜市港北北区  綱島⻄西  ２丁⽬目  ７-‐‑‒１８

045-‐‑‒540-‐‑‒6122

ソフトバンクラゾーナ川崎プラザ

神奈奈川県  川崎市幸区  堀川町  ７２-‐‑‒１ 　ラゾーナ川崎プラザ３階３３７２１

044-‐‑‒874-‐‑‒8188

ソフトバンク横須賀モアーズシティ

神奈奈川県  横須賀市  若若松町  ２丁⽬目  ３０番地 　７階

046-‐‑‒820-‐‑‒2631

ソフトバンク横浜⻄西⼝口

神奈奈川県  横浜市⻄西区  南幸  １丁⽬目  ５-‐‑‒２９

045-‐‑‒324-‐‑‒3434

ソフトバンク伊勢佐⽊木モール

神奈奈川県  横浜市中区  伊勢佐⽊木町  １丁⽬目  ３番地４

045-‐‑‒260-‐‑‒6755

ソフトバンク横須賀

神奈奈川県  横須賀市  ⼤大滝町  ２丁⽬目  ２３

046-‐‑‒821-‐‑‒0018

ソフトバンク⾦金金沢⽂文庫

神奈奈川県  横浜市⾦金金沢区  泥泥⻲亀  １丁⽬目  １７-‐‑‒１５ 　⼤大⻄西第３ビル１Ｆ

045-‐‑‒781-‐‑‒1000

ソフトバンク⼋八千代緑が丘

千葉葉県  ⼋八千代市  緑が丘  ３丁⽬目  ２-‐‑‒１ 　アピオン緑が丘１号

047-‐‑‒459-‐‑‒5250

東北北

岩⼿手県
宮城県

関東

茨城県

群⾺馬県

埼⽟玉県

神奈奈川県

千葉葉県

エリア

都道府県

東京都

栃⽊木県

中部

愛知県

店舗名

住所

電話番号

ソフトバンク千葉葉

千葉葉県  千葉葉市中央区  富⼠士⾒見見  ２丁⽬目  １１-‐‑‒１

043-‐‑‒223-‐‑‒6226

ソフトバンク⼟土気あすみが丘

千葉葉県  千葉葉市緑区  あすみが丘東  ４丁⽬目  １-‐‑‒３

043-‐‑‒205-‐‑‒1920

ソフトバンク新鎌ヶ⾕谷

千葉葉県  鎌ケ⾕谷市  新鎌ケ⾕谷  ２丁⽬目  １４-‐‑‒２２

047-‐‑‒498-‐‑‒8950

ソフトバンク妙典

千葉葉県  市川市  妙典  ５丁⽬目  １３-‐‑‒３５

047-‐‑‒701-‐‑‒2011

ソフトバンク津⽥田沼

千葉葉県  習志野市  津⽥田沼  １丁⽬目  ２-‐‑‒２３ 　津⽥田沼駅前ビル１Ｆ

047-‐‑‒479-‐‑‒1185

ソフトバンク京成船橋駅前

千葉葉県  船橋市  本町  ４丁⽬目  ３-‐‑‒１９ 　錦屋ビル１階

047-‐‑‒774-‐‑‒0170

ソフトバンク南柏

千葉葉県  柏市  南柏中央  ６-‐‑‒２２ 　エリタージュ１Ｆ

04-‐‑‒7170-‐‑‒5353

ソフトバンクららぽーと柏の葉葉

千葉葉県  柏市  若若柴  １７５ 　ららぽーと柏の葉葉店内３Ｆ

04-‐‑‒7168-‐‑‒1770

ソフトバンク千葉葉中央

千葉葉県  千葉葉市中央区  中央  ２丁⽬目  ５-‐‑‒１ 　千葉葉中央ツインビル２号館２Ｆ

043-‐‑‒224-‐‑‒3571

ソフトバンクアリオ⻄西新井

東京都  ⾜足⽴立立区  ⻄西新井栄町  １丁⽬目  ２０番１号 　アリオ⻄西新井３階

03-‐‑‒5888-‐‑‒3133

ソフトバンク⻄西葛⻄西

東京都  江⼾戸川区  ⻄西葛⻄西  ６丁⽬目  １３-‐‑‒７ 　第７⼭山秀ビル２Ｆ

03-‐‑‒5658-‐‑‒4251

ソフトバンク錦⽷糸町

東京都  墨⽥田区  錦⽷糸  ２丁⽬目  ２-‐‑‒１ 　アルカキット錦⽷糸町８階

03-‐‑‒5610-‐‑‒7283

ソフトバンク池袋東⼝口

東京都  豊島区  南池袋  ３丁⽬目  １３番１０号 　ＴＳセンタービル１Ｆ

03-‐‑‒5928-‐‑‒5601

ソフトバンク⽇日暮⾥里里

東京都  荒川区  ⻄西⽇日暮⾥里里  ２丁⽬目  １９-‐‑‒４ 　たちばなビル１・２Ｆ

03-‐‑‒5604-‐‑‒3551

ソフトバンク池袋⻄西⼝口

東京都  豊島区  ⻄西池袋  １丁⽬目  １６-‐‑‒１０ 　第２三笠笠ビル

03-‐‑‒5951-‐‑‒6790

ソフトバンク渋⾕谷明治通り

東京都  渋⾕谷区  渋⾕谷  １丁⽬目  ２４-‐‑‒４ 　シブヤ百瀬ビル１Ｆ

03-‐‑‒5464-‐‑‒2277

ソフトバンク神⽥田

東京都  千代⽥田区  神⽥田鍛冶町  ３丁⽬目  ３-‐‑‒４ 　サンクス神⽥田駅前ビル

03-‐‑‒5294-‐‑‒3711

ソフトバンク⾼高⽥田⾺馬場

東京都  新宿区  ⾼高⽥田⾺馬場  ２丁⽬目  １３-‐‑‒２ 　Ｐｒｉｍｅｇａｔｅ１階

03-‐‑‒3209-‐‑‒7841

ソフトバンク⻄西荻窪

東京都  杉並区  ⻄西荻北北  ２丁⽬目  １１-‐‑‒８

03-‐‑‒5303-‐‑‒1915

ソフトバンク池袋サンシャイン通り

東京都  豊島区  東池袋  １丁⽬目  １３番地６号 　イケブクロ・ロクマルビル

03-‐‑‒5957-‐‑‒7420

ソフトバンク築地

東京都  中央区  築地  ２丁⽬目  １２-‐‑‒１０ 　築地ＭＦビル

03-‐‑‒3544-‐‑‒4650

ソフトバンク浅草

東京都  台東区  浅草  １丁⽬目  １０-‐‑‒５ 　ＫＮ浅草ビル

03-‐‑‒5827-‐‑‒0430

ソフトバンク⽤用賀

東京都  世⽥田⾕谷区  ⽤用賀  ２丁⽬目  ４１-‐‑‒１１ 　平成ビル⽤用賀

03-‐‑‒3707-‐‑‒1811

ソフトバンク⽻羽村

東京都  ⽻羽村市  ⽻羽東  １丁⽬目  ２３-‐‑‒２９

042-‐‑‒569-‐‑‒8161

ソフトバンク晴海トリトン

東京都  中央区  晴海  １丁⽬目  ８-‐‑‒１６ 　晴海トリトンスクエア２階

03-‐‑‒6204-‐‑‒2851

ソフトバンク巣鴨

東京都  豊島区  巣鴨  １丁⽬目  １８番８号 　巣鴨東宝ビル１Ｆ

03-‐‑‒5978-‐‑‒6613

ソフトバンク清瀬

東京都  清瀬市  元町  １丁⽬目  ８-‐‑‒３５ 　アマルフィ

042-‐‑‒492-‐‑‒5104

ソフトバンク南千住

東京都  荒川区  南千住  ４丁⽬目  ７-‐‑‒１ 　ＢｉＶｉ１階

03-‐‑‒3803-‐‑‒1187

ソフトバンク新宿

東京都  新宿区  新宿  ３丁⽬目  １８-‐‑‒１ 　しんじゅく⼀一⾊色ビル１、２階

03-‐‑‒5368-‐‑‒0151

ソフトバンク⾚赤⽻羽駅前

東京都  北北区  ⾚赤⽻羽  １丁⽬目  １０-‐‑‒１

03-‐‑‒3903-‐‑‒5112

ソフトバンク新⼩小岩

東京都  葛飾区  新⼩小岩  １丁⽬目  ５０-‐‑‒１ 　新⼩小岩Ｓビル１Ｆ

03-‐‑‒5663-‐‑‒1790

ソフトバンク下北北沢

東京都  世⽥田⾕谷区  北北沢  ２丁⽬目  １３-‐‑‒７ 　⽚片野ビル１Ｆ、２Ｆ

03-‐‑‒6859-‐‑‒1100

ソフトバンク⼤大森

東京都  品川区  南⼤大井  ６丁⽬目  ２８-‐‑‒１０

03-‐‑‒3768-‐‑‒7390

ソフトバンク綾綾瀬

東京都  ⾜足⽴立立区  綾綾瀬  ３丁⽬目  ５-‐‑‒２０ 　柏芳ビル参号館１Ｆ

03-‐‑‒5613-‐‑‒1886

ソフトバンク⾃自由が丘南⼝口

東京都  ⽬目⿊黒区  ⾃自由が丘  １丁⽬目  ８-‐‑‒１ 　ミナミビル１Ｆ

03-‐‑‒6891-‐‑‒6770

ソフトバンク⾼高円寺

東京都  杉並区  ⾼高円寺南  ４丁⽬目  ７-‐‑‒１０ 　⾼高円寺ビル１Ｆ

03-‐‑‒5929-‐‑‒1891

ソフトバンクモリタウン昭島

東京都  昭島市  ⽥田中町  ５６２-‐‑‒１ 　モリタウン東館２Ｆ

042-‐‑‒542-‐‑‒0972

ソフトバンク⽬目⿊黒

東京都  品川区  上⼤大崎  ２丁⽬目  １８-‐‑‒１６ 　⽉月乃ビル１階

03-‐‑‒3490-‐‑‒9561

ソフトバンク三鷹

東京都  三鷹市  下連雀  ３丁⽬目  ２７-‐‑‒１４ 　さがみやビル１Ｆ

0422-‐‑‒40-‐‑‒2200

ソフトバンク駒沢⼤大学駅前

東京都  世⽥田⾕谷区  駒沢  ２丁⽬目  １-‐‑‒５

03-‐‑‒5431-‐‑‒0055

ソフトバンク都⽴立立⼤大学

東京都  ⽬目⿊黒区  平町  １丁⽬目  ２５-‐‑‒１４ 　右⼭山ビル

03-‐‑‒5731-‐‑‒0040

ソフトバンク南⼤大沢

東京都  ⼋八王⼦子市  南⼤大沢  ２丁⽬目  ２８-‐‑‒１ 　ガレリアユギ５Ｆ

042-‐‑‒677-‐‑‒7773

ソフトバンクひばりヶ丘

東京都  ⻄西東京市  住吉町  ３丁⽬目  １０-‐‑‒２５ 　ＨＩＢＡＲＩＴＯＷＥＲ１階

042-‐‑‒439-‐‑‒7256

ソフトバンクイオンモール多摩平の森

東京都  ⽇日野市  多摩平  ２丁⽬目  ４番地１ 　２Ｆ

042-‐‑‒589-‐‑‒2888

ソフトバンク武蔵⼩小⾦金金井

東京都  ⼩小⾦金金井市  本町  ６丁⽬目  １４番２８-‐‑‒２０８

042-‐‑‒386-‐‑‒6333

ソフトバンク府中駅前

東京都  府中市  寿町  １丁⽬目  １-‐‑‒１９

042-‐‑‒362-‐‑‒0021

ソフトバンク渋⾕谷

東京都  渋⾕谷区  宇⽥田川町  ２７-‐‑‒４ 　喜⼭山ビル

03-‐‑‒5459-‐‑‒6625

ソフトバンク東京駅グランルーフフロント

東京都  千代⽥田区  丸の内  １丁⽬目  ９-‐‑‒１ 　東京駅⼋八重洲中央⼝口Ｂ１Ｆグランルーフフロント内

03-‐‑‒3284-‐‑‒1170

ソフトバンク六六本⽊木

東京都  港区  六六本⽊木  ４丁⽬目  ９-‐‑‒７ 　三菱菱東京ＵＦＪ銀⾏行行六六本⽊木⽀支店ビル１Ｆ

03-‐‑‒5775-‐‑‒5011

ソフトバンクベルモール宇都宮

栃⽊木県  宇都宮市  陽東  ６丁⽬目  ２-‐‑‒１ 　ベルモール２Ｆ

028-‐‑‒683-‐‑‒4888

ソフトバンク宇都宮東

栃⽊木県  宇都宮市  元今泉  ３丁⽬目  １０-‐‑‒２５

028-‐‑‒610-‐‑‒7788

ソフトバンクインターパーク宇都宮

栃⽊木県  宇都宮市  インターパーク  ２丁⽬目  １４番地１０

028-‐‑‒657-‐‑‒7744

ソフトバンク宇都宮南

栃⽊木県  宇都宮市  ⻄西川⽥田町  ８５０-‐‑‒１

028-‐‑‒684-‐‑‒1011

ソフトバンク⼩小⼭山城南

栃⽊木県  ⼩小⼭山市  東城南  １丁⽬目  ３１-‐‑‒８

0285-‐‑‒31-‐‑‒3838

ソフトバンク佐野堀⽶米

栃⽊木県  佐野市  堀⽶米町  １６０８-‐‑‒２

0283-‐‑‒20-‐‑‒2010

ソフトバンク宇都宮北北

栃⽊木県  宇都宮市  ⽵竹林林町  ５４９-‐‑‒１ 　ツタヤ宇都宮⽵竹林林店１Ｆ

028-‐‑‒688-‐‑‒7990

ソフトバンク豊橋岩⽥田

愛知県  豊橋市  中岩⽥田  ３丁⽬目  ３-‐‑‒１５

0532-‐‑‒21-‐‑‒8335

ソフトバンク岡崎ウィングタウン

愛知県  岡崎市  ⽻羽根町  字⼩小⾖豆坂  ３番地 　ウィングタウン内

0564-‐‑‒58-‐‑‒0333

ソフトバンク甚⽬目寺

愛知県  あま市  坂牧  坂塩  ５５-‐‑‒１

052-‐‑‒449-‐‑‒4888

ソフトバンク⿊黒川

愛知県  名古屋市北北区  萩野通  １丁⽬目  ２-‐‑‒２

052-‐‑‒917-‐‑‒8411

ソフトバンク平針

愛知県  名古屋市天⽩白区  向が丘  ３丁⽬目  １１０７

052-‐‑‒847-‐‑‒7520

ソフトバンク豊橋⼤大清⽔水

愛知県  豊橋市  ⼤大清⽔水町  字⼤大清⽔水  ３-‐‑‒８９６

0532-‐‑‒44-‐‑‒8444

ソフトバンク⼩小牧味岡

愛知県  ⼩小牧市  ⼤大字⼩小松寺  東前４１番１８号

0568-‐‑‒71-‐‑‒8585

ソフトバンク知⽴立立

愛知県  知⽴立立市  ⿃鳥居  １丁⽬目  １６番地１

0566-‐‑‒84-‐‑‒6088

ソフトバンク豊川⼋八幡

愛知県  豊川市  野⼝口町  新屋敷  ７９-‐‑‒１

0533-‐‑‒80-‐‑‒7719

ソフトバンク安城

愛知県  安城市  錦町  １３-‐‑‒２４

0566-‐‑‒77-‐‑‒0781

ソフトバンク碧南

愛知県  碧南市  荒⼦子町  ５丁⽬目  ５２

0566-‐‑‒46-‐‑‒8288

ソフトバンク知多

愛知県  知多市  清⽔水が丘  １丁⽬目  １０４-‐‑‒１

0562-‐‑‒39-‐‑‒1555

ソフトバンクイオンモール⽊木曽川

愛知県  ⼀一宮市  ⽊木曽川町⿊黒⽥田  字南⼋八ツケ池  ２５-‐‑‒１ 　イオンモール⽊木曽川内３３２区画

0586-‐‑‒84-‐‑‒1191

ソフトバンク緑徳重

愛知県  名古屋市緑区  鶴が沢  １丁⽬目  ２２０２

052-‐‑‒879-‐‑‒3581

ソフトバンクイオンタウン弥富

愛知県  弥富市  五明町  蒲原  １３７１-‐‑‒４ 　イオンタウン弥富内

0567-‐‑‒64-‐‑‒1661

ソフトバンク豊川南

愛知県  豊川市  正岡町  ⻄西深⽥田  ３４５-‐‑‒１

0533-‐‑‒80-‐‑‒7891

ソフトバンク豊橋佐藤

愛知県  豊橋市  佐藤町  ４-‐‑‒１

0532-‐‑‒64-‐‑‒9900

ソフトバンク新瀬⼾戸

愛知県  瀬⼾戸市  ⽔水南町  ５５ 　プリシード１Ｆ

0561-‐‑‒89-‐‑‒6661

ソフトバンクｍｏｚｏワンダーシティ上⼩小⽥田井

愛知県  名古屋市⻄西区  ⼆二⽅方町  ４０-‐‑‒４５３ 　ｍｏｚｏワンダーシティ４Ｆ

052-‐‑‒508-‐‑‒5588

ソフトバンク⽇日進

愛知県  ⽇日進市  栄  ２丁⽬目  １４０４

0561-‐‑‒73-‐‑‒8880

ソフトバンク⻄西尾⽶米津

愛知県  ⻄西尾市  ⽶米津町  宮浦  １５-‐‑‒１

0563-‐‑‒53-‐‑‒5800

ソフトバンク⻑⾧長久⼿手

愛知県  ⻑⾧長久⼿手市  蟹原  １０２ 　アーバングリーン１階

0561-‐‑‒64-‐‑‒3410

ソフトバンク柴⽥田

愛知県  名古屋市南区  柴⽥田本通  ２丁⽬目  １３

052-‐‑‒619-‐‑‒6777

ソフトバンク栄

愛知県  名古屋市中区  栄  ３丁⽬目  ４-‐‑‒１５ 　鏡栄ビル１Ｆ

052-‐‑‒261-‐‑‒3762

ソフトバンク⻄西尾市役所北北

愛知県  ⻄西尾市  寄住町  若若宮  ２０-‐‑‒２

0563-‐‑‒53-‐‑‒6700

ソフトバンク新安城

愛知県  安城市  東栄町  ３丁⽬目  ５-‐‑‒３

0566-‐‑‒96-‐‑‒4444

ソフトバンク阿久⽐比

愛知県  知多郡阿久⽐比町  ⼤大字阿久⽐比  字駅前１丁⽬目  １４

0569-‐‑‒49-‐‑‒2727

ソフトバンクイオンモール熱⽥田

愛知県  名古屋市熱⽥田区  六六野  １丁⽬目  ２-‐‑‒１１ 　イオンモール熱⽥田１Ｆ

052-‐‑‒884-‐‑‒2567

ソフトバンク中川昭和橋通

愛知県  名古屋市中川区  ⻄西中島  １丁⽬目  １１１

052-‐‑‒381-‐‑‒9001

ソフトバンクイオンモール扶桑

愛知県  丹丹⽻羽郡扶桑町  ⼤大字南⼭山名  字⾼高塚  ５-‐‑‒１ 　イオンモール扶桑２Ｆ

0587-‐‑‒91-‐‑‒2101

ソフトバンク三郷⻄西

愛知県  尾張旭市  北北⼭山町北北新⽥田  １９番３ 　ＭＪビル１Ｆ

0561-‐‑‒55-‐‑‒3133

ソフトバンク東浦

愛知県  知多郡東浦町  ⼤大字緒川  字⼋八郎郎兵衛  １８-‐‑‒２

0562-‐‑‒82-‐‑‒0557

ソフトバンク名古屋

愛知県  名古屋市中区  錦  ３丁⽬目  ２５-‐‑‒１１ 　⽇日⽣生村瀬ビル１Ｆ

052-‐‑‒957-‐‑‒8050

ソフトバンク名古屋駅前

愛知県  名古屋市中村区  名駅  ３丁⽬目  ２５番９号 　第⼀一堀内ビル１Ｆ

052-‐‑‒588-‐‑‒2306

ソフトバンクエアポートウォーク名古屋

愛知県  ⻄西春⽇日井郡豊⼭山町  ⼤大字豊場  字林林先  １番８

0568-‐‑‒39-‐‑‒1230

エリア

都道府県

店舗名

住所

電話番号

ソフトバンク滝ノ⽔水

愛知県  名古屋市緑区  滝ノ⽔水  ３丁⽬目  １３０１

052-‐‑‒899-‐‑‒6610

ソフトバンクラスパ御嵩

岐⾩阜県  可児郡御嵩町  上恵⼟土  字⻄西畑１０５２-‐‑‒１

0574-‐‑‒68-‐‑‒1031

ソフトバンク中津川

岐⾩阜県  中津川市  中津川  ２９５１-‐‑‒１３

0573-‐‑‒62-‐‑‒3188

ソフトバンク多治⾒見見南

岐⾩阜県  多治⾒見見市  前畑町  ３丁⽬目  ２５-‐‑‒１

0572-‐‑‒21-‐‑‒0265

ソフトバンク⾼高⼭山

岐⾩阜県  ⾼高⼭山市  天満町  １丁⽬目  ５-‐‑‒８

0577-‐‑‒36-‐‑‒3242

ソフトバンク多治⾒見見インター

岐⾩阜県  多治⾒見見市  光ケ丘  ３丁⽬目  ５２ 　スリーワイ多治⾒見見インター内

0572-‐‑‒21-‐‑‒5260

ソフトバンク岐⾩阜オーキッドパーク

岐⾩阜県  岐⾩阜市  ⾹香蘭  ２丁⽬目  ２３番地 　オーキッドパーク東棟２Ｆ

058-‐‑‒254-‐‑‒9100

ソフトバンクイオンモール各務原

岐⾩阜県  各務原市  那加萱場町  ３丁⽬目  ８ 　イオンモール各務原店１階１４７-‐‑‒３区画

058-‐‑‒380-‐‑‒2160

ソフトバンクモレラ岐⾩阜

岐⾩阜県  本巣市  三橋  １１００ 　モレラ岐⾩阜１２０９-‐‑‒２

058-‐‑‒320-‐‑‒5780

ソフトバンク岐南

岐⾩阜県  ⽻羽島郡岐南町  ⼋八剣  １丁⽬目  １９

058-‐‑‒249-‐‑‒7117

ソフトバンク関マーゴ

岐⾩阜県  関市  倉知  ５１６ 　マーゴスポーツ館２階

0575-‐‑‒23-‐‑‒0002

新潟県

ソフトバンク万代 　ラブラ２

新潟県  新潟市中央区  万代  １丁⽬目  ４-‐‑‒８ 　ラブラ２ 　４階 　ソフトバンク万代 　ラブラ２

025-‐‑‒255-‐‑‒0811

静岡県

ソフトバンク浜松三⽅方原

静岡県  浜松市北北区  三⽅方原町  １１１４-‐‑‒１

053-‐‑‒414-‐‑‒2777

ソフトバンク静岡南

静岡県  静岡市駿河区  中⽥田  ４丁⽬目  ２-‐‑‒６

054-‐‑‒287-‐‑‒1512

ソフトバンク静岡⾒見見瀬

静岡県  静岡市駿河区  ⾒見見瀬  １０２-‐‑‒１

054-‐‑‒202-‐‑‒7110

ソフトバンク富⼠士宮バイパス

静岡県  富⼠士宮市  ひばりが丘  ８８７番地

0544-‐‑‒25-‐‑‒5911

ソフトバンクイオン浜松市野

静岡県  浜松市東区  天王町  字諏訪１９８１-‐‑‒１ 　イオン浜松市野ショッピングセンター２階

053-‐‑‒411-‐‑‒3416

ソフトバンク焼津

静岡県  焼津市  焼津  １丁⽬目  ４番２２号

054-‐‑‒620-‐‑‒1181

ソフトバンク藤枝

静岡県  藤枝市  ⽥田沼  １丁⽬目  １９番５号

054-‐‑‒636-‐‑‒1120

ソフトバンク榛原

静岡県  榛原郡吉⽥田町  住吉  １３５９-‐‑‒２

0548-‐‑‒34-‐‑‒0111

ソフトバンク菊川

静岡県  菊川市  加茂  ２７３６-‐‑‒３

0537-‐‑‒37-‐‑‒0866

ソフトバンクサンストリート浜北北

静岡県  浜松市浜北北区  平⼝口  ２８６１ 　サンストリート浜北北内

053-‐‑‒584-‐‑‒2250

ソフトバンクプレ葉葉ウォーク浜北北

静岡県  浜松市浜北北区  貴布祢  １２００番地

053-‐‑‒584-‐‑‒2111

ソフトバンク佐鳴台

静岡県  浜松市中区  ⻄西伊場町  ５６-‐‑‒１１

053-‐‑‒450-‐‑‒0770

ソフトバンク函南

静岡県  ⽥田⽅方郡函南町  間宮  ３５３-‐‑‒３

055-‐‑‒970-‐‑‒0350

ソフトバンク静岡瀬名

静岡県  静岡市葵区  瀬名川  ３丁⽬目  ２１-‐‑‒６

054-‐‑‒267-‐‑‒2277

ソフトバンクイオンモール富⼠士宮

静岡県  富⼠士宮市  浅間町  １-‐‑‒８ 　イオンモール富⼠士宮内１Ｆ

0544-‐‑‒26-‐‑‒7330

ソフトバンク静岡

静岡県  静岡市葵区  伝⾺馬町  ３-‐‑‒１ 　深尾ビル１階

054-‐‑‒273-‐‑‒8361

ソフトバンク⾦金金沢ベイ

⽯石川県  ⾦金金沢市  無量量寺  ４丁⽬目  ５６番地 　アピタタウン⾦金金沢ベイＡ棟ー１

076-‐‑‒266-‐‑‒8900

ソフトバンク⾦金金沢⽚片町

⽯石川県  ⾦金金沢市  ⽚片町  １丁⽬目  ３-‐‑‒２２

076-‐‑‒265-‐‑‒8811

⻑⾧長野県

ソフトバンク⻑⾧長野東⼝口

⻑⾧長野県  ⻑⾧長野市  ⼤大字栗栗⽥田  源⽥田窪  １０００-‐‑‒１ 　⻑⾧長栄⻑⾧長野東⼝口ビル１Ｆ

026-‐‑‒227-‐‑‒5301

富⼭山県

ソフトバンク窪本町

富⼭山県  富⼭山市  窪本町  ２番３５号

076-‐‑‒433-‐‑‒7888

福井県

ソフトバンク越前ルート８

福井県  越前市  横市町  ５-‐‑‒１１

0778-‐‑‒25-‐‑‒6262

ソフトバンクアピタ福井⼤大和⽥田

福井県  福井市  ⼤大和⽥田町  ３２号２３番地 　アピタ福井⼤大和⽥田内

0776-‐‑‒97-‐‑‒8114

ソフトバンク久御⼭山

京都府  久世郡久御⼭山町  市⽥田  北北浦  ５４-‐‑‒２

0774-‐‑‒28-‐‑‒4600

ソフトバンク洛洛⻄西⼝口

京都府  向⽇日市  物集⼥女女町  クヅ⼦子  ２-‐‑‒４ 　柴⽥田ビル１Ｆ

075-‐‑‒922-‐‑‒0701

ソフトバンク宇治槇島

京都府  宇治市  槇島町  本屋敷  １０２-‐‑‒６

0774-‐‑‒28-‐‑‒3800

ソフトバンク伏⾒見見桃⼭山

京都府  京都市伏⾒見見区  両替町４丁⽬目  ２９１-‐‑‒１ 　辻熊ビル

075-‐‑‒602-‐‑‒0201

ソフトバンク四条烏丸

京都府  京都市下京区  四条通室町⻄西⼊入  ⽉月鉾町  ６１-‐‑‒３

075-‐‑‒211-‐‑‒6111

ソフトバンク四条河原町

京都府  京都市中京区  河原町通蛸薬師下る  塩屋町  ３３２番地 　マロニエビル

075-‐‑‒255-‐‑‒9353

ソフトバンクＭＯＭＯテラス

京都府  京都市伏⾒見見区  桃⼭山町⼭山ノ下  ３２ 　ＭＯＭＯテラス２Ｆ

075-‐‑‒604-‐‑‒2033

ソフトバンク深草

京都府  京都市伏⾒見見区  深草野⽥田町  １４

075-‐‑‒646-‐‑‒4646

ソフトバンク四条外⼤大前

京都府  京都市右京区  ⻄西院笠笠⽬目町  ２１

075-‐‑‒326-‐‑‒2727

ソフトバンク⽇日永

三重県  四⽇日市市  ⽇日永⻄西  ２丁⽬目  ２１-‐‑‒７

059-‐‑‒345-‐‑‒8686

ソフトバンク鈴鈴⿅鹿鹿

三重県  鈴鈴⿅鹿鹿市  算所町  １２５８-‐‑‒１

059-‐‑‒370-‐‑‒7117

ソフトバンク四⽇日市川島

三重県  四⽇日市市  川島新町  ４３番地３

059-‐‑‒320-‐‑‒2345

ソフトバンク津北北

三重県  津市  島崎町  ３６番地

059-‐‑‒213-‐‑‒7631

ソフトバンク伊勢度度会橋

三重県  伊勢市  中須町  ６２２-‐‑‒１

0596-‐‑‒20-‐‑‒9900

ソフトバンク四⽇日市⽣生桑

三重県  四⽇日市市  ⽣生桑町  ２３８-‐‑‒７

059-‐‑‒331-‐‑‒8500

ソフトバンク久居

三重県  津市  久居北北⼝口町  ４９７-‐‑‒３

059-‐‑‒254-‐‑‒1107

ソフトバンク桑名⼤大⼭山⽥田

三重県  桑名市  新⻄西⽅方  ２丁⽬目  １番地

0594-‐‑‒27-‐‑‒6668

ソフトバンクイオンモール鈴鈴⿅鹿鹿

三重県  鈴鈴⿅鹿鹿市  庄野⽻羽⼭山  ４丁⽬目  １-‐‑‒２ 　イオンモール鈴鈴⿅鹿鹿１Ｆ

059-‐‑‒375-‐‑‒6333

ソフトバンク四⽇日市⽻羽津

三重県  四⽇日市市  別名  ４丁⽬目  ８０６

059-‐‑‒330-‐‑‒5120

ソフトバンク⽔水⼝口

滋賀県  甲賀市  ⽔水⼝口町東名坂  ２９０番地

0748-‐‑‒65-‐‑‒3444

ソフトバンク栗栗東

滋賀県  栗栗東市  苅原  １０８-‐‑‒１０

077-‐‑‒554-‐‑‒5595

ソフトバンク瀬⽥田

滋賀県  ⼤大津市  ⼀一⾥里里⼭山  ７丁⽬目  １-‐‑‒１

077-‐‑‒544-‐‑‒1888

ソフトバンク⻑⾧長浜

滋賀県  ⻑⾧長浜市  ⼋八幡東町  ４４-‐‑‒１

0749-‐‑‒65-‐‑‒5909

ソフトバンクイオンモール草津

滋賀県  草津市  新浜町  ３００番 　イオンモール草津内１Ｆ

077-‐‑‒599-‐‑‒5135

ソフトバンク⼋八⽇日市

滋賀県  東近江市  ⼋八⽇日市町  ２番１０号 　⼋八⽇日市ビル１階

0748-‐‑‒20-‐‑‒0088

ソフトバンク堅⽥田

滋賀県  ⼤大津市  本堅⽥田  ４丁⽬目  １６-‐‑‒１５

077-‐‑‒574-‐‑‒6700

ソフトバンク守⼭山

滋賀県  守⼭山市  播磨⽥田町  字平成の⾥里里３１０３番地

077-‐‑‒514-‐‑‒1237

ソフトバンク近江⼋八幡

滋賀県  近江⼋八幡市  鷹飼町  １５１０番

0748-‐‑‒33-‐‑‒1238

ソフトバンク枚⽅方宮之阪

⼤大阪府  枚⽅方市  禁野本町  １丁⽬目  １６-‐‑‒１０ 　京都中央信⽤用⾦金金庫１Ｆ

072-‐‑‒805-‐‑‒6655

ソフトバンク泉ヶ丘

⼤大阪府  堺市南区  茶茶⼭山台  １丁  ２-‐‑‒３

072-‐‑‒291-‐‑‒0777

ソフトバンク⼤大阪狭⼭山

⼤大阪府  ⼤大阪狭⼭山市  東茱萸⽊木  ２丁⽬目  ８４０-‐‑‒２

072-‐‑‒360-‐‑‒1660

ソフトバンク箕⾯面東

⼤大阪府  箕⾯面市  外院  ３丁⽬目  ２-‐‑‒５ 　パティオ外院２-‐‑‒１階

072-‐‑‒749-‐‑‒4040

ソフトバンク杭全

⼤大阪府  ⼤大阪市東住吉区  杭全  ６丁⽬目  １２-‐‑‒１０ 　シャーメゾン⽩白鷺鷺

06-‐‑‒6713-‐‑‒6260

ソフトバンク難波えびす橋

⼤大阪府  ⼤大阪市中央区  難波  １丁⽬目  ４-‐‑‒１０ 　Ｈプラスビル

06-‐‑‒6214-‐‑‒0088

ソフトバンク扇町

⼤大阪府  ⼤大阪市北北区  天神橋  ４丁⽬目  ７-‐‑‒１３ 　イトーピア扇町ビル

06-‐‑‒6881-‐‑‒6627

ソフトバンク福島

⼤大阪府  ⼤大阪市福島区  福島  ４丁⽬目  ５-‐‑‒５４

06-‐‑‒6443-‐‑‒9150

ソフトバンクイオン⽇日根野

⼤大阪府  泉佐野市  ⽇日根野  ２４９６-‐‑‒１ 　イオン⽇日根野ショッピングセンター２Ｆ

072-‐‑‒468-‐‑‒2822

ソフトバンク⻑⾧長吉出⼾戸

⼤大阪府  ⼤大阪市平野区  ⻑⾧長吉出⼾戸  １丁⽬目  １１-‐‑‒６６ 　⽊木村ビル

06-‐‑‒6797-‐‑‒0333

ソフトバンクアリオ⼋八尾

⼤大阪府  ⼋八尾市  光町  ２丁⽬目  ３番

072-‐‑‒928-‐‑‒4571

ソフトバンク深江橋

⼤大阪府  ⼤大阪市城東区  諏訪  ３丁⽬目  １-‐‑‒２０

06-‐‑‒6965-‐‑‒1100

ソフトバンク南千⾥里里

⼤大阪府  吹⽥田市  津雲台  １丁⽬目  １番地４ 　リーザス南千⾥里里１１２号

06-‐‑‒6834-‐‑‒3061

ソフトバンク⼼心斎橋

⼤大阪府  ⼤大阪市中央区  ⼼心斎橋筋  ２丁⽬目  ７-‐‑‒５⼼心斎橋椿屋ビル１階

06-‐‑‒6214-‐‑‒6701

ソフトバンククリスタ⻑⾧長堀

⼤大阪府  ⼤大阪市中央区  南船場  ４丁⽬目  ⻑⾧長堀地下街７号

06-‐‑‒6241-‐‑‒9600

ソフトバンクなんばウォーク

⼤大阪府  ⼤大阪市中央区  千⽇日前  １丁⽬目  なんばウォ-‐‑‒ク５-‐‑‒６

06-‐‑‒6484-‐‑‒2244

ソフトバンクホワイティ梅⽥田

⼤大阪府  ⼤大阪市北北区  堂⼭山町  梅⽥田地下街３-‐‑‒３

06-‐‑‒6366-‐‑‒5511

ソフトバンク⼗十三駅前

⼤大阪府  ⼤大阪市淀川区  ⼗十三本町  １丁⽬目  ９-‐‑‒２１

06-‐‑‒6101-‐‑‒4848

ソフトバンク近鉄難波

⼤大阪府  ⼤大阪市中央区  難波  ４丁⽬目  １-‐‑‒２

06-‐‑‒6636-‐‑‒1188

ソフトバンク⾼高槻市役所前

⼤大阪府  ⾼高槻市  城⻄西町  ４-‐‑‒５４

072-‐‑‒662-‐‑‒1100

ソフトバンク阪急茨⽊木

⼤大阪府  茨⽊木市  双葉葉町  ７番１-‐‑‒１０１号

072-‐‑‒636-‐‑‒6777

ソフトバンク北北花⽥田

⼤大阪府  堺市北北区  北北花⽥田町  １丁  ５-‐‑‒１ 　森⽥田ビル１Ｆ

072-‐‑‒246-‐‑‒5155

ソフトバンク岸和⽥田春⽊木

⼤大阪府  岸和⽥田市  磯上町  １丁⽬目  １６-‐‑‒２７

072-‐‑‒439-‐‑‒0088

ソフトバンク三国ヶ丘

⼤大阪府  堺市堺区  向陵陵中町  ４丁  ３-‐‑‒３１

072-‐‑‒240-‐‑‒5022

ソフトバンク⼼心斎橋⻑⾧長堀通り

⼤大阪府  ⼤大阪市中央区  ⼼心斎橋筋  １丁⽬目  １-‐‑‒１６ 　メリディアン⼼心斎橋１Ｆ２Ｆ

06-‐‑‒6244-‐‑‒6066

ソフトバンク梅⽥田中央

⼤大阪府  ⼤大阪市北北区  梅⽥田  １丁⽬目  ８-‐‑‒１７ 　⼤大阪第⼀一⽣生命ビルＢ１

06-‐‑‒6442-‐‑‒0088

ソフトバンク京阪京橋

⼤大阪府  ⼤大阪市都島区  東野⽥田町  １丁⽬目  ６-‐‑‒１

06-‐‑‒6353-‐‑‒1178

ソフトバンク岸和⽥田Ｒ２６

⼤大阪府  岸和⽥田市  ⼩小松⾥里里町  ２５３３番地

072-‐‑‒443-‐‑‒3307

ソフトバンク泉南

⼤大阪府  泉南市  樽井  ２丁⽬目  ３４-‐‑‒１５

072-‐‑‒480-‐‑‒4448

岐⾩阜県

⽯石川県

近畿

京都府

三重県

滋賀県

⼤大阪府

エリア

都道府県

店舗名

住所

電話番号

ソフトバンク住道

⼤大阪府  ⼤大東市  氷野  １丁⽬目  ８-‐‑‒３２

072-‐‑‒889-‐‑‒3333

ソフトバンク阪急⾼高槻

⼤大阪府  ⾼高槻市  ⾼高槻町  １６-‐‑‒５ 　⾼高槻天神温泉ビル１Ｆ

072-‐‑‒686-‐‑‒1000

ソフトバンクあびこ

⼤大阪府  ⼤大阪市住吉区  我孫⼦子東  ２丁⽬目  １番２号 　あびこ家具１階

06-‐‑‒4700-‐‑‒8177

ソフトバンク本町

⼤大阪府  ⼤大阪市中央区  本町  ３丁⽬目  １-‐‑‒２

06-‐‑‒6266-‐‑‒0622

ソフトバンク⽻羽曳野

⼤大阪府  ⽻羽曳野市  伊賀  ４丁⽬目  ５-‐‑‒９

072-‐‑‒952-‐‑‒0333

ソフトバンク熊取

⼤大阪府  泉南郡熊取町  紺屋  ２丁⽬目  ２３-‐‑‒１１

072-‐‑‒451-‐‑‒1788

ソフトバンク⾨門真

⼤大阪府  ⾨門真市  ⼤大池町  １４-‐‑‒３０

072-‐‑‒800-‐‑‒0222

ソフトバンク⼤大⽇日

⼤大阪府  守⼝口市  ⼤大⽇日町  ３丁⽬目  ４番３６号 　鴻池守⼝口ビル１Ｆ

06-‐‑‒6916-‐‑‒5555

ソフトバンク⼋八尾

⼤大阪府  ⼋八尾市  荘内町  ２丁⽬目  １-‐‑‒４３ 　ピアパーク荘内１Ｆ

072-‐‑‒929-‐‑‒1155

ソフトバンク⻄西⻑⾧長堀

⼤大阪府  ⼤大阪市⻄西区  北北堀江  ３丁⽬目  １２-‐‑‒２ 　Ｓ-‐‑‒レジデンス北北堀江１Ｆ

06-‐‑‒6535-‐‑‒7979

ソフトバンク松原

⼤大阪府  松原市  上⽥田  ４丁⽬目  ３-‐‑‒２５

072-‐‑‒331-‐‑‒5666

ソフトバンク服部

⼤大阪府  豊中市  服部元町  ２丁⽬目  １３番１号

06-‐‑‒4866-‐‑‒7522

ソフトバンク江坂⻄西

⼤大阪府  吹⽥田市  豊津町  １０-‐‑‒６ 　エクセル江坂ビル１階

06-‐‑‒6193-‐‑‒3131

ソフトバンク上本町

⼤大阪府  ⼤大阪市天王寺区  上本町  ６丁⽬目  ３-‐‑‒３１ 　うえほんまちハイハイタウン１０１号

06-‐‑‒6775-‐‑‒6100

ソフトバンク富⽥田林林エコール・ロゼ

⼤大阪府  富⽥田林林市  向陽台  ３丁⽬目  １番１号 　エコール・ロゼ３階

0721-‐‑‒29-‐‑‒9999

ソフトバンク九条

⼤大阪府  ⼤大阪市⻄西区  九条  １丁⽬目  １５-‐‑‒２６

06-‐‑‒6585-‐‑‒3333

ソフトバンクグランフロント⼤大阪

⼤大阪府  ⼤大阪市北北区  ⼤大深町  3番1号 　ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ⼤大阪ﾅﾚｯｼﾞｷｬﾋﾟﾀﾙ2階  0219K-‐‑‒0222K番

06-‐‑‒6359-‐‑‒2552

ソフトバンクイオンモール⼤大和郡⼭山

奈奈良良県  ⼤大和郡⼭山市  下三橋町  ７４１ 　イオンモール⼤大和郡⼭山３Ｆ

0743-‐‑‒51-‐‑‒0555

ソフトバンクイオンモール橿原

奈奈良良県  橿原市  曲川町  ７丁⽬目  ２０-‐‑‒１ 　イオンモール橿原アルル３Ｆ

0744-‐‑‒24-‐‑‒3030

ソフトバンク押熊

奈奈良良県  奈奈良良市  押熊町  ５４５-‐‑‒１

0742-‐‑‒53-‐‑‒6800

ソフトバンク桜井

奈奈良良県  桜井市  ⼤大字東新堂  ５１５-‐‑‒１ 　フレスポ桜井

0744-‐‑‒44-‐‑‒5100

ソフトバンク⽣生駒菜畑

奈奈良良県  ⽣生駒市  中菜畑  ２丁⽬目  １０６５-‐‑‒１

0743-‐‑‒71-‐‑‒7380

ソフトバンク⼤大久保インター

兵庫県  神⼾戸市⻄西区  ⻯竜が岡  １丁⽬目  １-‐‑‒１

078-‐‑‒969-‐‑‒3822

ソフトバンク加⻄西

兵庫県  加⻄西市  北北条町北北条  ９０-‐‑‒１

0790-‐‑‒43-‐‑‒7200

ソフトバンクイオン三⽥田ウッディタウン

兵庫県  三⽥田市  けやき台  １丁⽬目  ６番地２

079-‐‑‒564-‐‑‒8830

ソフトバンク三宮センター街

兵庫県  神⼾戸市中央区  三宮町  １丁⽬目  ６-‐‑‒２９

078-‐‑‒332-‐‑‒0722

ソフトバンクあまがさきキューズモール

兵庫県  尼崎市  潮江  １丁⽬目  ３-‐‑‒１ 　あまがさきキューズモール３Ｆ

06-‐‑‒4960-‐‑‒2818

ソフトバンク阪急⻄西宮ガーデンズ

兵庫県  ⻄西宮市  ⾼高松町  １４-‐‑‒２

0798-‐‑‒68-‐‑‒6635

ソフトバンクＪＲ六六甲道

兵庫県  神⼾戸市灘区  備後町  ４丁⽬目  １-‐‑‒１-‐‑‒１０５ 　ウエルブ六六甲３番街１番館

078-‐‑‒845-‐‑‒2878

ソフトバンク須磨北北

兵庫県  神⼾戸市須磨区  多井畑  字地獄⾕谷  １２-‐‑‒２

078-‐‑‒743-‐‑‒9889

ソフトバンクららぽーと甲⼦子園

兵庫県  ⻄西宮市  甲⼦子園⼋八番町  １-‐‑‒１００ 　ららぽーと甲⼦子園２階

0798-‐‑‒81-‐‑‒6484

ソフトバンク神⼾戸ハーバーランドｕｍｉｅ

兵庫県  神⼾戸市中央区  東川崎町  １丁⽬目  ７-‐‑‒２ 　神⼾戸ハーバーランドｕｍｉｅＢ１階Ａ００６区画 078-‐‑‒599-‐‑‒6000

ソフトバンク岡本

兵庫県  神⼾戸市東灘区  岡本  １丁⽬目  ８-‐‑‒６

078-‐‑‒436-‐‑‒1234

ソフトバンクブルメール舞多聞

兵庫県  神⼾戸市垂⽔水区  舞多聞東  ２丁⽬目  １-‐‑‒４５ 　ブルメール舞多聞１階

078-‐‑‒787-‐‑‒2255

ソフトバンクイオンモール姫路路⼤大津

兵庫県  姫路路市  ⼤大津区⼤大津町  ２丁⽬目  ５

079-‐‑‒238-‐‑‒2927

ソフトバンク浜甲⼦子園

兵庫県  ⻄西宮市  今津久寿川町  １２-‐‑‒２

0798-‐‑‒37-‐‑‒4466

ソフトバンク三⽊木

兵庫県  三⽊木市  ⼤大村  １丁⽬目  ３-‐‑‒１

0794-‐‑‒89-‐‑‒0030

ソフトバンク⾼高砂

兵庫県  ⾼高砂市  中島  １丁⽬目  １番３４号

079-‐‑‒444-‐‑‒0555

ソフトバンク東加古川

兵庫県  加古川市  平岡町新在家  ２３３-‐‑‒１

079-‐‑‒456-‐‑‒2500

ソフトバンク加古川駅前

兵庫県  加古川市  加古川町寺家町  １０５番地

079-‐‑‒457-‐‑‒2000

ソフトバンク中⼭山寺

兵庫県  宝塚市  中筋  ８丁⽬目  １９３

0797-‐‑‒82-‐‑‒0050

ソフトバンク芦屋南

兵庫県  芦屋市  上宮川町  ９ー１２ 　アルビ芦屋１階

0797-‐‑‒23-‐‑‒7900

ソフトバンクＪＲ⼤大久保駅前

兵庫県  明⽯石市  ⼤大久保町⼤大窪  ５４０-‐‑‒０１８

078-‐‑‒938-‐‑‒2488

ソフトバンク和歌⼭山屋形通り

和歌⼭山県  和歌⼭山市  島崎町  ３丁⽬目  １

073-‐‑‒435-‐‑‒0877

ソフトバンク和歌⼭山北北

和歌⼭山県  和歌⼭山市  榎原  ８１-‐‑‒３

073-‐‑‒457-‐‑‒3688

ソフトバンク海南

和歌⼭山県  海南市  ⽇日⽅方  １２７４-‐‑‒７８

073-‐‑‒484-‐‑‒4400

岡⼭山県

ソフトバンクアリオ倉敷

岡⼭山県  倉敷市  寿町  １２番２号 　アリオ倉敷１階

086-‐‑‒435-‐‑‒7260

広島県

ソフトバンクゆめタウン広島

広島県  広島市南区  皆実町  ２丁⽬目  ８-‐‑‒１７

082-‐‑‒555-‐‑‒1911

ソフトバンク横川駅

広島県  広島市⻄西区  横川町  ３丁⽬目  ２-‐‑‒２９ 　ＪＲ横川駅ＮＫビル１Ｆ

082-‐‑‒235-‐‑‒2166

ソフトバンク広⼤大前

広島県  東広島市  ⻄西条下⾒見見  ６丁⽬目  １０-‐‑‒１１

082-‐‑‒424-‐‑‒5588

⼭山⼝口県

ソフトバンクゆめシティ

⼭山⼝口県  下関市  伊倉新町  ３丁⽬目  １-‐‑‒１ 　ゆめシティ１Ｆ

083-‐‑‒250-‐‑‒7130

⿃鳥取県

ソフトバンク⽶米⼦子中央

⿃鳥取県  ⽶米⼦子市  ⽶米原  ４丁⽬目  ５-‐‑‒５０

0859-‐‑‒37-‐‑‒2301

島根県

ソフトバンク松江学園北北

島根県  松江市  学園  ２丁⽬目  ２９-‐‑‒１５

0852-‐‑‒60-‐‑‒2344

⾹香川県

ソフトバンクゆめタウン⾼高松

⾹香川県  ⾼高松市  三条町  字中所６０８ー１ 　ゆめタウン⾼高松本館１階

087-‐‑‒869-‐‑‒8886

ソフトバンク⾼高松中央

⾹香川県  ⾼高松市  今⾥里里町  １丁⽬目  ３０-‐‑‒１８

087-‐‑‒832-‐‑‒0855

⾼高知県

ソフトバンクやえもん公園

⾼高知県  ⾼高知市  ⾼高そね  １３番２０号

088-‐‑‒880-‐‑‒5553

徳島県

ソフトバンクみなみかんじょうバイパス

徳島県  徳島市  ⻄西新浜町  １丁⽬目  ６-‐‑‒４０

088-‐‑‒663-‐‑‒6611

ソフトバンクゆめタウン徳島

徳島県  板野郡藍藍住町  奥野  字東中須  ８８番地ー１

088-‐‑‒677-‐‑‒9637

沖縄県

ソフトバンク新都⼼心

沖縄県  那覇市  銘苅  １丁⽬目  ３-‐‑‒８ 　エースプレイス新都⼼心１Ｆ

098-‐‑‒861-‐‑‒7357

宮崎県

ソフトバンク⼤大塚

宮崎県  宮崎市  ⼤大塚町  原  １６４８番地１

0985-‐‑‒62-‐‑‒3201

熊本県

ソフトバンク光の森北北郵便便局前

熊本県  菊池郡菊陽町  光の森  ２丁⽬目  ３-‐‑‒１

096-‐‑‒213-‐‑‒5011

ソフトバンク⼋八代中央

熊本県  ⼋八代市  松江町  １２８-‐‑‒１

0965-‐‑‒39-‐‑‒8805

ソフトバンク熊本⻄西

熊本県  熊本市⻄西区  野中  ３丁⽬目  １-‐‑‒３４

096-‐‑‒278-‐‑‒7330

ソフトバンク下通

熊本県  熊本市中央区  ⼿手取本町  ４-‐‑‒６ 　マルタゴウビル１Ｆ

096-‐‑‒212-‐‑‒3888

ソフトバンク健軍東

熊本県  熊本市東区  花⽴立立  １丁⽬目  ５番１７号

096-‐‑‒360-‐‑‒3377

佐賀県

ソフトバンク佐賀中央

佐賀県  佐賀市  多布施  １丁⽬目  ５-‐‑‒４５

0952-‐‑‒27-‐‑‒3066

⿅鹿鹿児島県

ソフトバンク⿅鹿鹿児島中央駅⻄西⼝口

⿅鹿鹿児島県  ⿅鹿鹿児島市  武  １丁⽬目  ５-‐‑‒２ 　ガーデンパレス藤１Ｆ

099-‐‑‒263-‐‑‒8301

⼤大分県

ソフトバンクゆめタウン別府

⼤大分県  別府市  楠町  ３８２-‐‑‒７ 　ゆめタウン別府３Ｆ

0977-‐‑‒27-‐‑‒5666

ソフトバンク中津

⼤大分県  中津市  沖代町  １丁⽬目  ２-‐‑‒１６

0979-‐‑‒22-‐‑‒2729

ソフトバンク⼤大村

⻑⾧長崎県  ⼤大村市  ⽔水主町  ２丁⽬目  ７４６-‐‑‒１

0957-‐‑‒27-‐‑‒3232

ソフトバンク諌早バイパス

⻑⾧長崎県  諫早市  ⼩小川町  ４４番１号

0957-‐‑‒27-‐‑‒0404

ソフトバンク太宰府向佐野

福岡県  太宰府市  ⼤大字向佐野  １-‐‑‒１０-‐‑‒１４

092-‐‑‒918-‐‑‒2226

ソフトバンク上津バイパス

福岡県  久留留⽶米市  野伏間  １丁⽬目  ７-‐‑‒２３

0942-‐‑‒51-‐‑‒9482

ソフトバンク諸岡

福岡県  福岡市博多区  諸岡  ３丁⽬目  ６-‐‑‒１５ 　ＫＳＪビル１-‐‑‒１Ｆ

092-‐‑‒589-‐‑‒6778

ソフトバンク柳柳川

福岡県  柳柳川市  三橋町江曲  ２６３-‐‑‒１

0944-‐‑‒74-‐‑‒1471

ソフトバンク⼤大川

福岡県  ⼤大川市  ⼤大字郷原  ５１５-‐‑‒１

0944-‐‑‒89-‐‑‒1800

ソフトバンク⾏行行橋

福岡県  ⾏行行橋市  ⻄西宮市  ２丁⽬目  ２０-‐‑‒１８

0930-‐‑‒24-‐‑‒2424

ソフトバンクゆめタウン博多

福岡県  福岡市東区  東浜  １丁⽬目  １-‐‑‒１

092-‐‑‒643-‐‑‒6767

ソフトバンク天神

福岡県  福岡市中央区  天神  ２丁⽬目  ９-‐‑‒２０３

092-‐‑‒714-‐‑‒3366

ソフトバンク鞘ヶ⾕谷

福岡県  北北九州市⼾戸畑区  東鞘ケ⾕谷町  ２-‐‑‒１ 　ショッピングセンター鞘ヶ⾕谷内

093-‐‑‒882-‐‑‒5600

ソフトバンク福岡天神⻄西通り

福岡県  福岡市中央区  ⼤大名  １丁⽬目  １-‐‑‒４３

092-‐‑‒725-‐‑‒1616

ソフトバンク津⽥田

福岡県  北北九州市⼩小倉南区  津⽥田  １丁⽬目  ９-‐‑‒５

093-‐‑‒474-‐‑‒5567

ソフトバンクキャナルシティ博多

福岡県  福岡市博多区  住吉  １丁⽬目  ２-‐‑‒２２ 　キャナルシティ博多センターウォーク 　４階

092-‐‑‒283-‐‑‒1077

ソフトバンクチャチャタウン⼩小倉

福岡県  北北九州市⼩小倉北北区  砂津  ３丁⽬目  １-‐‑‒１ 　チャチャタウン⼩小倉内１２６-‐‑‒Ｂ

093-‐‑‒513-‐‑‒1000

ソフトバンク⼤大橋

福岡県  福岡市南区  ⼤大橋  １丁⽬目  １３-‐‑‒１

092-‐‑‒512-‐‑‒8156

ソフトバンクリバーウォーク北北九州

福岡県  北北九州市⼩小倉北北区  室町  １丁⽬目  １-‐‑‒１

093-‐‑‒581-‐‑‒6900

ソフトバンク博多駅

福岡県  福岡市博多区  博多駅中央街  ７-‐‑‒８

092-‐‑‒474-‐‑‒5813

ソフトバンク春⽇日フォレストシティ

福岡県  春⽇日市  星⾒見見ヶ丘  ３丁⽬目  ２番１

092-‐‑‒586-‐‑‒9466

ソフトバンク久留留⽶米花畑

福岡県  久留留⽶米市  花畑  ２丁⽬目  １６-‐‑‒１８

0942-‐‑‒46-‐‑‒3223

奈奈良良県

兵庫県

和歌⼭山県

中国

四国

九州

⻑⾧長崎県
福岡県

