2019 年 9 月 27 日午前 9 時現在
【ソフトバンクショップ】 ※ 店舗によって定休日や臨時休業の場合があります。営業状況はこちらでご確認をお願いします。
店名

所在地

電話番号

ソフトバンク千葉末広

千葉県 千葉市中央区 末広２丁目 １３‐５

043-300-7311

ソフトバンク千葉

千葉県 千葉市中央区 富士見２丁目 １１‐１

043-223-6226

ソフトバンク千葉駅前

千葉県 千葉市中央区 富士見２丁目 ４‐１３ 大昌ビル１階

043-301-6417

ソフトバンク千葉都町

千葉県 千葉市中央区 都町１丁目 ８‐１

043-214-1090

ソフトバンク新検見川

千葉県 千葉市花見川区 畑町 １３２２‐２

043-213-8877

ソフトバンク幕張

千葉県 千葉市花見川区 幕張町１丁目 １３１９‐２６

043-211-0050

ソフトバンク稲毛

千葉県 千葉市稲毛区 小仲台６丁目 １４‐７ ＦＹＳビル２ １Ｆ

043-206-7100

ソフトバンク千葉北

千葉県 千葉市稲毛区 長沼町 ３３０‐５０

043-307-5570

ソフトバンクラパーク千城台

千葉県 千葉市若葉区 千城台北３丁目 ２１‐１ ラパーク千城台１Ｆ

043-226-6020

ソフトバンク都賀

千葉県 千葉市若葉区 都賀２丁目 １８‐５ １Ｆ

043-214-7600

ソフトバンク千葉おゆみ野

千葉県 千葉市緑区 おゆみ野南１丁目 ２４‐１

043-300-4660

ソフトバンク土気あすみが丘

千葉県 千葉市緑区 あすみが丘東４丁目 １‐３

043-205-1920

ソフトバンク美浜ニューポート

千葉県 千葉市美浜区 新港 ３２‐６‐１０

043-203-8260

ソフトバンク稲毛海岸

千葉県 千葉市美浜区 高洲３丁目 １３‐１ マリンピア内１Ｆ

043-270-6699

ソフトバンクイオンモール幕張新都心

千葉県 千葉市美浜区 豊砂 １‐１ イオンモール幕張新都心グランドモール３Ｆ

043-306-7481

ソフトバンクプレナ幕張

千葉県 千葉市美浜区 ひび野２丁目 ４ プレナ幕張２Ｆ

043-351-8166

ソフトバンクイオンモール銚子

千葉県 銚子市 三崎町２丁目 ２６６０‐１ イオンモール銚子内

0479-20-1767

ソフトバンク市川

千葉県 市川市 市川１丁目 ９‐１

047-323-0088

ソフトバンク市川ニッケコルトンプラザ

千葉県 市川市 鬼高１丁目 １‐１ 市川ニッケコルトンプラザ ウエストモール２Ｆ

047-378-5656

ソフトバンク行徳

千葉県 市川市 行徳駅前２丁目 １３‐１８ 行徳駅前ビル１Ｆ

047-307-8818

ソフトバンク南行徳

千葉県 市川市 南行徳３丁目 ２‐８ 南行徳秀研ビル

047-300-3888

ソフトバンク妙典

千葉県 市川市 妙典５丁目 １３‐３５

047-701-2011

ソフトバンク本八幡

千葉県 市川市 八幡２丁目 ５‐８ ガレリアサーラ１０１号

047-302-2150

ソフトバンク本八幡駅前

千葉県 市川市 八幡３丁目 ３番２号グランドターミナルタワー本八幡

047-325-5020

ソフトバンク西船橋

千葉県 船橋市 葛飾町２丁目 ３８３‐１

047-495-5977

ソフトバンク習志野成田街道

千葉県 船橋市 習志野１丁目 １

047-496-0160

ソフトバンク北習志野

千葉県 船橋市 習志野台２丁目 ６‐１５ 習志野台塚田ビル

047-456-5201

ソフトバンクららぽーとＴＯＫＹＯーＢＡＹ

千葉県 船橋市 浜町２丁目 １‐１ ららぽーとＴＯＫＹＯ‐ＢＡＹ南館１階

047-495-7715

ソフトバンク船橋駅前

千葉県 船橋市 本町１丁目 ３１番２５号スミレビル１階Ａ号室

047-426-2244

ソフトバンク船橋北口

千葉県 船橋市 本町６丁目 ６‐１北翔ビル１Ｆ

047-460-8228

ソフトバンク京成船橋駅前

千葉県 船橋市 本町４丁目 ３‐１９ 錦屋ビル１階

047-774-0170

ソフトバンク津田沼パルコ

千葉県 船橋市 前原西２丁目 １９‐１ 津田沼パルコＢ館４階

047-774-0020

ソフトバンク三咲

千葉県 船橋市 三咲５丁目 ３３‐５ つぼいやビルディング０００１号

047-447-8140

ソフトバンクイオンタウン館山

千葉県 館山市 八幡 ５４５‐１

0470-30-8288

ソフトバンクイオンモール木更津

千葉県 木更津市 築地 １‐４イオンモール木更津２Ｆ

0438-42-1042

ソフトバンク木更津

千葉県 木更津市 東太田１丁目 ９‐３１

0438-97-8181

ソフトバンク北小金

千葉県 松戸市 小金 一番地 ピコティ東館１階

047-312-1288

ソフトバンク松戸二十世紀が丘

千葉県 松戸市 二十世紀が丘丸山町 ８番

047-712-0085

ソフトバンク新八柱

千葉県 松戸市 日暮１丁目 １６‐２ Ｍ‐ＰＡＲＴ３ 日暮ビル１階

047-312-7500

ソフトバンク松戸東口

千葉県 松戸市 松戸 １１７８ イセウビル４階

047-360-7731

ソフトバンク松戸西口

千葉県 松戸市 松戸 １３０４番地３第３宝星ビル１階

047-709-3550

ソフトバンク新松戸

千葉県 松戸市 新松戸南１丁目 ３７７

047-309-5151

ソフトバンク五香

千葉県 松戸市 五香８丁目 ３４‐７

047-394-7988

ソフトバンク東松戸

千葉県 松戸市 東松戸４丁目 ２番地１３

047-312-9888

ソフトバンクイオンタウン野田七光台

千葉県 野田市 七光台 ４‐２

04-7127-5404

ソフトバンク野田中根

千葉県 野田市 花井 ２６２‐８

04-7121-1031
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ソフトバンク茂原

千葉県 茂原市 道表 １８‐５

0475-27-5710

ソフトバンクユアエルム成田

千葉県 成田市 公津の杜４丁目 ５‐３ ユアエルム成田１Ｆ

0476-29-6111

ソフトバンク成田

千葉県 成田市 ウイング土屋 ２６９

0476-22-8511

ソフトバンク佐倉臼井

千葉県 佐倉市 王子台４丁目 １３‐１５

043-460-1919

ソフトバンクイオンタウンユーカリが丘

千葉県 佐倉市 西ユーカリが丘６丁目 １２‐３イオンタウンユーカリが丘２階

043-460-5226

ソフトバンク佐倉

千葉県 佐倉市 寺崎北４丁目 １番地４

043-312-5340

ソフトバンク東金

千葉県 東金市 台方 ８０２‐１

0475-55-3308

ソフトバンク旭

千葉県 旭市 ニ ４６０ １階

0479-60-0155

ソフトバンク新習志野

千葉県 習志野市 茜浜２丁目 ２‐１ ミスターマックス新習志野ＳＣＢ棟１階１０４区画

047-408-0881

ソフトバンク津田沼

千葉県 習志野市 津田沼１丁目 ２‐２３ 津田沼駅前ビル１Ｆ

047-479-1185

ソフトバンクフォルテ津田沼

千葉県 習志野市 奏の杜２丁目 １‐１ 奏の杜フォルテ１Ｆ

047-489-5371

ソフトバンク柏西口駅前

千葉県 柏市 旭町１丁目 １‐１７ ＳＮビル１Ｆ

04-7141-1166

ソフトバンク柏

千葉県 柏市 柏２丁目 ２‐５ オアゾビル１・２階

04-7166-4266

ソフトバンク南柏

千葉県 柏市 豊四季 ９７５‐３

04-7170-5353

ソフトバンクららぽーと柏の葉

千葉県 柏市 若柴 １７５ ららぽーと柏の葉店内３Ｆ

04-7168-1770

ソフトバンクモラージュ柏

千葉県 柏市 大山台２丁目 ３‐１ モラージュ柏２階

04-7137-1018

ソフトバンク柏・沼南

千葉県 柏市 大井 ５７１‐４

04-7190-1300

ソフトバンクセブンパークアリオ柏

千葉県 柏市 大島田１丁目 ６番地１ セブンパークアリオ柏２階

04-7192-7878

ソフトバンク姉崎

千葉県 市原市 姉崎 ８７２‐１

0436-60-1199

ソフトバンク市原平成通り

千葉県 市原市 五井東３丁目 ４８‐５

0436-26-2311

ソフトバンクユニモちはら台

千葉県 市原市 ちはら台西３丁目 ４ ユニモちはら台２階

0436-76-0050

ソフトバンクアリオ市原

千葉県 市原市 更級４丁目 ３‐２ アリオ市原１階

0436-26-2081

ソフトバンク南流山

千葉県 流山市 大字木 ３８６番地

04-7140-6001

ソフトバンク流山おおたかの森

千葉県 流山市 おおたかの森南１丁目 ５番地の１ 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ １Ｆ

04-7156-6711

ソフトバンク八千代

千葉県 八千代市 萱田町 ６６０‐４

047-481-6781
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ソフトバンクユアエルム八千代台

千葉県 八千代市 八千代台東１丁目 １‐１０ ユアエルム八千代台２階

047-480-6363

ソフトバンク勝田台Ｒ１６

千葉県 八千代市 勝田台南３丁目 ３４２４‐４

047-480-1380

ソフトバンクイオンモール八千代緑が丘

千葉県 八千代市 緑が丘２丁目 １番３

047-459-5250

ソフトバンク我孫子

千葉県 我孫子市 本町２丁目 ２‐９ シティプラザ１Ｆ

04-7186-4343

ソフトバンク鎌ヶ谷

千葉県 鎌ケ谷市 富岡１丁目 １‐３ ショッピングプラザ鎌ヶ谷１Ｆ

047-441-6678

ソフトバンク新鎌ヶ谷

千葉県 鎌ケ谷市 新鎌ケ谷２丁目 １４‐２２

047-498-8950

ソフトバンク君津

千葉県 君津市 南子安８丁目 ２‐４０

0439-50-9877

ソフトバンクイオンモール富津

千葉県 富津市 青木１丁目 ５番地１

0439-88-0620

ソフトバンク新浦安

千葉県 浦安市 入船１丁目 ４‐１ イオン新浦安２Ｆ

047-306-2828

ソフトバンク浦安

千葉県 浦安市 北栄３丁目 ２‐７

047-305-7768

ソフトバンク四街道

千葉県 四街道市 大日 ４６６‐３２

043-304-2311

ソフトバンク袖ヶ浦

千葉県 袖ケ浦市 蔵波台７丁目 １４‐１

0438-60-8311

ソフトバンクイオン八街

千葉県 八街市 文違 ３０１ イオン八街１Ｆ Ｃ‐４区画

043-440-0311

ソフトバンクイオンモール千葉ニュータウン

千葉県 印西市 中央北３丁目 ２イオンモール千葉ニュータウン２階

0476-40-7950

ソフトバンクジョイフル本田千葉ニュータウン

千葉県 印西市 牧の原２丁目 １番地

0476-36-5581

ソフトバンク白井

千葉県 白井市 根 ４４６

047-498-2111

ソフトバンク富里

千葉県 富里市 七栄 ５７７‐１

0476-90-0236

ソフトバンク八日市場

千葉県 匝瑳市 八日市場イ １８２‐１

0479-70-0018

ソフトバンク佐原

千葉県 香取市 佐原ロ ２０２３‐４

0478-52-0040

ソフトバンクＭＥＧＡドン・キホーテ成東

千葉県 山武市 成東 １８０８‐１

0475-82-0026

ソフトバンク大網白里

千葉県 大網白里市 みやこ野２丁目 ４‐１

0475-70-1065
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【ワイモバイルショップ】 * 店舗によって定休日や臨時休業の場合があります。営業状況はこちらでご確認をお願いします。
店名

所在地

電話番号

ワイモバイルアリオ蘇我

千葉県千葉市中央区川崎町５２‐７

043-308-3712

ワイモバイルラパーク千城台

千葉県千葉市若葉区千城台北３丁目２１‐１ ラパーク千城台内１Ｆ

043-236-2212

ワイモバイル都賀

千葉県千葉市若葉区都賀２丁目１８‐５ １Ｆ

043-214-8778

ワイモバイル土気あすみが丘

千葉県千葉市緑区あすみが丘東５丁目１番地８

043-295-5531

ワイモバイルミスターマックスおゆみ野

千葉県千葉市緑区おゆみ野中央２丁目３‐１ ミスターマックスおゆみ野ショッピングセンターＣ

043-292-5380

ワイモバイルイオンモール幕張新都心

千葉県千葉市美浜区豊砂１‐１ イオンモール幕張新都心グランドモール３Ｆ

043-306-7481

ワイモバイル行徳

千葉県市川市行徳駅前２丁目７‐１２ サンライズビル１階

047-397-5544

ワイモバイル市川

千葉県市川市市川１丁目６‐７ ＩＫビル１Ｆ

047-321-0131

ワイモバイル市川ニッケコルトンプラザ

千葉県市川市鬼高１丁目１‐１ 市川ニッケコルトンプラザ２階

070-6420-1216

ワイモバイル西船橋

千葉県船橋市印内町６７２‐１ ＬＥＯ弐拾参番館１０１店舗

047-437-5711

ワイモバイルららぽーとＴＯＫＹＯ‐ＢＡＹ

千葉県船橋市浜町２丁目１‐１ ららぽーとＴＯＫＹＯ‐ＢＡＹ北館１Ｆ

047-421-7684

ワイモバイルイオンモール木更津

千葉県木更津市築地１‐４ イオンモール木更津

0438-30-7691

ワイモバイル新八柱

千葉県松戸市日暮１丁目１６‐２ Ｍ‐ＰＡＲＴ３日暮ビル１階

047-312-7500

ワイモバイル新松戸

千葉県松戸市新松戸３丁目 275

070-6970-0116

ワイモバイル五香

千葉県松戸市常盤平５丁目２１‐１０

047-394-5533

ワイモバイルイオンタウン野田七光台

千葉県野田市七光台４‐２

04-7127-5393

ワイモバイルイオンタウン成田富里

千葉県成田市東町１３３ イオンタウン成田富里２階

070-5459-9116

ワイモバイルイオンモール成田

千葉県成田市ウイング土屋 24

0476-20-3115

ワイモバイルイオンタウンユーカリが丘

千葉県佐倉市西ユーカリが丘６丁目１２‐３ イオンタウンユーカリが丘２階

043-312-1864

ワイモバイル佐倉臼井

千葉県佐倉市王子台４丁目１３‐１５

043-460-1919

ワイモバイル東金

千葉県東金市台方７７２‐２

0475-55-3308

ワイモバイル津田沼

千葉県習志野市津田沼１丁目２‐１６

047-470-1655

ワイモバイルモラージュ柏

千葉県柏市大山台２丁目３ モラージュ柏２Ｆ

04-7131-9701
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ワイモバイル柏

千葉県柏市柏１丁目１‐１１ ファミリ柏２Ｆ

070-6641-0116

ワイモバイルセブンパークアリオ柏

千葉県柏市大島田１丁目６‐１

04-7191-1030

ワイモバイルアリオ市原

千葉県市原市更級４丁目３‐２ アリオ市原１Ｆ １４２区画

0436-21-2192

ワイモバイルユニモちはら台

千葉県市原市ちはら台西３丁目４ ユニモちはら台１Ｆ

0436-74-6872

ワイモバイルフルルガーデン八千代

千葉県八千代市村上１‐４‐１ フルルガーデン八千代２Ｆ

047-483-5751

ワイモバイルあびこショッピングプラザ

千葉県我孫子市我孫子４丁目１１‐１ あびこショッピングプラザ３Ｆ

070-6563-2116

ワイモバイルアクロスモール新鎌ヶ谷

千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷２丁目１２‐１ アクロスモール新鎌ヶ谷２Ｆ

0474-41-5813

ワイモバイル四街道

千葉県四街道市大日４１８‐３ アズマエステートビル１Ｆ

043-421-1700

ワイモバイルイオンモール千葉ニュータウン

千葉県印西市中央北３丁目２ イオンモール千葉ニュータウン３階

0476-40-1135
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【その他】
提供場所

所在地

富津市役所

千葉県富津市下飯野２４４３番地

鋸南町役場

千葉県安房郡鋸南町下佐久間 3458 番地

君津市役所

千葉県君津市久保 2 丁目 13 番 1 号

上総地域交流センター

千葉県君津市久留里市場 192-5

イオンタウン君津

千葉県君津市中野５丁目１７－１

清和公民館

千葉県君津市西粟倉 57

多古町町役場

千葉県香取郡多古町多古 584
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