
都道府県 店舗名称 住所 URL
ソフトバンクイオンモール盛岡 岩⼿県 盛岡市 前潟４丁⽬ ７-１　イオンモール盛岡２Ｆ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H328/
ソフトバンクイオンタウン北上 岩⼿県 北上市 ⾥分４地割 ７７　イオンタウン北上内 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H307/
ソフトバンク盛岡南サンサ 岩⼿県 盛岡市 津志⽥⻄２丁⽬ １７-５０　盛岡南ショッピングセンターサンサ１階 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H311/
ソフトバンクイオンタウン釜⽯ 岩⼿県 釜⽯市 港町２丁⽬ １番１号 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H312/
ソフトバンク盛岡本宮 岩⼿県 盛岡市 本宮４丁⽬ ４０番２０号 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H323/
ソフトバンク花巻桜台 岩⼿県 花巻市 桜台２丁⽬ ２７-１４ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H306/
ソフトバンク奥州 岩⼿県 奥州市 ⽔沢佐倉河字東沖ノ⽬ ７０番４ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H319/
ソフトバンク紫波 岩⼿県 紫波郡紫波町 ⽇詰⻄１丁⽬ １-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/TG55/
ソフトバンク遠野 岩⼿県 遠野市 松崎町⽩岩１１地割 ２番１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H313/
ソフトバンク⼤船渡 岩⼿県 ⼤船渡市 ⼤船渡町字野々⽥ １０-３　キャッセン・モール＆パティオＣ棟 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H308/
ソフトバンク北上江釣⼦インター 岩⼿県 北上市 北⻤柳１８地割 １６１-３ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H302/
ソフトバンク中央通 岩⼿県 盛岡市 中央通１丁⽬ １１-１７　第⼆⼤通ビル１階 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H314/
ソフトバンク⽉が丘 岩⼿県 盛岡市 ⽉が丘１丁⽬ ２７-２８　オリエント３ビル１-Ｂ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H309/
ソフトバンク宮古バイパス 岩⼿県 宮古市 ⻑町１丁⽬ ５-９ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H304/
ソフトバンク⼀関インター 岩⼿県 ⼀関市 ⼭⽬字泥⽥ ６９-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/HA10/
ソフトバンク⽮⼱ 岩⼿県 紫波郡⽮⼱町 ⼤字南⽮幅第７地割 ４３２ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H326/
ソフトバンク久慈 岩⼿県 久慈市 ⻑内町第３０地割 １８番９ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H325/
ソフトバンク盛岡バイパス 岩⼿県 盛岡市 ⾼松２丁⽬ ３-１８ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H321/
ソフトバンク茶畑 岩⼿県 盛岡市 茶畑２丁⽬ １０-８　ササエイビル１Ｆ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H303/
ワイモバイル盛岡⽉が丘 岩⼿県盛岡市⽉が丘１丁⽬３０-２ https://www.ymobile.jp/shop/iwate/B00350996.html
ワイモバイル奥州⽔沢 岩⼿県奥州市⽔沢佐倉河字⽻⿊⽥４５-６ https://www.ymobile.jp/shop/iwate/B00035716.html
ワイモバイルイオンモール盛岡 岩⼿県盛岡市前潟４丁⽬７-１　イオンモール盛岡２Ｆ https://www.ymobile.jp/shop/iwate/B00352227.html
ソフトバンクイオンモール名取 宮城県 名取市 杜せきのした５丁⽬ ３-１　イオンモール名取３階 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H558/
ソフトバンク仙台駅前 宮城県 仙台市⻘葉区 中央１丁⽬ １０-１　ヒューモスファイヴ２Ｆ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/HA12/
ソフトバンクイオンタウン仙台泉⼤沢 宮城県 仙台市泉区 ⼤沢１丁⽬ ５-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/HA17/
ソフトバンクイオンモール富⾕ 宮城県 富⾕市 ⼤清⽔１丁⽬ ３３-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/HA06/
ソフトバンク仙台⼀番町 宮城県 仙台市⻘葉区 ⼀番町３丁⽬ ８-１４ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/HA00/
ソフトバンクザ・モール仙台⻑町 宮城県 仙台市太⽩区 ⻑町７丁⽬ ２０-１５　ザ・モール仙台⻑町ＰＡＲＴ２　１Ｆ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H573/
ソフトバンク仙台クリスロード 宮城県仙台市⻘葉区中央２丁⽬６１２ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H524/
ソフトバンクフレスポ富沢 宮城県 仙台市太⽩区 富⽥字京ノ北 ５４-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/HA25/
ソフトバンクＢＲＡＮＣＨ仙台⻑命ヶ丘 宮城県 仙台市泉区 ⻑命ケ丘２丁⽬ ２１-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/HA23/
ソフトバンク仙台港インター 宮城県 仙台市宮城野区 中野４丁⽬ １-７ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H537/
ソフトバンク岩沼 宮城県 岩沼市 相の原２丁⽬ ８-１７ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H561/
ソフトバンクイオンスタイル仙台卸町 宮城県 仙台市若林区 卸町１丁⽬ １番１号　イオンスタイル仙台卸町２階 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H538/
ソフトバンク泉パークタウン 宮城県 仙台市泉区 ⾼森４丁⽬ ２-５３９（ガレリアン仙台泉の杜内） https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H533/
ソフトバンク⽯巻蛇⽥ 宮城県 ⽯巻市 恵み野１丁⽬ １-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H519/
ソフトバンクイオンタウン佐沼 宮城県 登⽶市 南⽅町新島前 ４６-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H509/
ソフトバンク⽯巻中⾥ 宮城県 ⽯巻市 中⾥３丁⽬ ２-１１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H545/
ソフトバンク中倉 宮城県 仙台市若林区 中倉３丁⽬ １７-５０ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H503/
ソフトバンク仙台泉 宮城県 仙台市泉区 泉中央１丁⽬ １２-４ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H514/
ソフトバンク仙台六丁の⽬ 宮城県 仙台市若林区 六丁の⽬東町 １-１７ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H576/
ソフトバンクイオンタウン塩釜 宮城県 塩竈市 海岸通 １５番１００号　イオンタウン塩釜２Ｆ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H571/
ソフトバンク古川東 宮城県 ⼤崎市 古川旭２丁⽬ ２-３０ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H550/
ソフトバンク⼤河原 宮城県 柴⽥郡⼤河原町 字新東 ２４-２６ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H508/
ソフトバンク利府 宮城県 宮城郡利府町 菅⾕字新産野原 ２８-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H521/
ソフトバンク愛⼦ 宮城県 仙台市⻘葉区 栗⽣７丁⽬ １-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H536/
ソフトバンク⻄多賀 宮城県 仙台市太⽩区 ⻄多賀５丁⽬ １５-２３ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H511/
ソフトバンク南光台 宮城県 仙台市泉区 南光台３丁⽬ １６-１４ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H578/
ソフトバンク吉成 宮城県 仙台市⻘葉区 吉成台２丁⽬ １番１４号 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H546/
ソフトバンク多賀城 宮城県 多賀城市 ⾼橋４丁⽬ ２-３ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H570/
ソフトバンク⽩⽯バイパス 宮城県 ⽩⽯市 ⼤平森合字森合沖 ８３-１　アムザ⽩⽯内 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H501/
ソフトバンク⾓⽥ 宮城県 ⾓⽥市 ⾓⽥字緑町 ２-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H507/
ソフトバンク古川バイパス 宮城県 ⼤崎市 古川若葉町１丁⽬ ５-３ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H520/
ソフトバンク柳⽣ 宮城県 仙台市太⽩区 ⻄中⽥７丁⽬ ３５番１２号 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H516/
ソフトバンク亘理 宮城県 亘理郡亘理町 字狐塚 ９６-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H504/
ソフトバンク⽯巻⼤街道 宮城県 ⽯巻市 中浦１丁⽬ １ー３ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H510/
ソフトバンク⿅島台 宮城県 ⼤崎市 ⿅島台⽊間塚字⼩⾕地 ２５９-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H517/
ソフトバンク富⾕ 宮城県 富⾕市 明⽯台６丁⽬ １-２０　明⽯台ショッピングセンター内 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H531/
ソフトバンク気仙沼 宮城県 気仙沼市 ⽥中前４丁⽬ ３番５ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H528/
ソフトバンク名取 宮城県 名取市 ⼿倉⽥字諏訪 ５３-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/HA20/
ソフトバンクイオンタウン古川 宮城県 ⼤崎市 古川沢⽥字筒場浦 １５ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H581/
ソフトバンク古川南 宮城県 ⼤崎市 古川穂波６丁⽬ １-１１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H579/
ソフトバンク涌⾕ 宮城県 遠⽥郡涌⾕町 字下新⽥ ３-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H566/
ソフトバンク市名坂 宮城県 仙台市泉区 市名坂字⿊⽊川原 ２８-２ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H563/
ソフトバンク⼩鶴 宮城県 仙台市宮城野区 ⼩鶴３丁⽬ ９番１５号 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H560/
ソフトバンク築館 宮城県 栗原市 築館宮野中央１丁⽬ ４-８ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H559/
ソフトバンク吉岡 宮城県 ⿊川郡⼤和町 吉岡字東⾞堰 ３６-２ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H548/
ソフトバンク⽮本 宮城県 東松島市 ⽮本字町浦 ２０２-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H518/
ソフトバンク下⾺ 宮城県 多賀城市 下⾺５丁⽬ ２-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H542/
ワイモバイルヨークタウン市名坂 宮城県仙台市泉区市名坂字中道１００-９ https://www.ymobile.jp/shop/miyagi/B00180278.html
ワイモバイルヨークベニマル南吉成 宮城県仙台市⻘葉区南吉成３丁⽬１番２１ https://www.ymobile.jp/shop/miyagi/B00207017.html
ワイモバイル仙台⼀番町 宮城県仙台市⻘葉区⼀番町３丁⽬１１-１１　鈴⽊ＢＬＤＧ　１Ｆ https://www.ymobile.jp/shop/miyagi/B00024804.html
ワイモバイルイオンタウン仙台泉⼤沢 宮城県仙台市泉区⼤沢１丁⽬５-１　１Ｆ https://www.ymobile.jp/shop/miyagi/B00034078.html
ワイモバイル仙台 宮城県仙台市⻘葉区中央１丁⽬８-３１　正札堂ビル１０６号 https://www.ymobile.jp/shop/miyagi/B00024791.html
ワイモバイル仙台駅前 宮城県仙台市⻘葉区中央１丁⽬１０-１　ヒューモスファイヴ２Ｆ https://www.ymobile.jp/shop/miyagi/B00039155.html
ワイモバイルララガーデン⻑町 宮城県仙台市太⽩区⻑町７丁⽬２０-５　ララガーデン⻑町２Ｆ https://www.ymobile.jp/shop/miyagi/B00352987.html
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ソフトバンクイオンモールいわき⼩名浜 福島県 いわき市 ⼩名浜字⾠⺒町 ７９番地　イオンモールいわき⼩名浜２階 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/HA19/
ソフトバンク会津若松 福島県 会津若松市 町北町⼤字上荒久⽥字村北 １２２ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H604/
ソフトバンク南福島 福島県 福島市 ⿊岩字⽥部屋 ２２-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H618/
ソフトバンク福島北 福島県 福島市 笹⾕字稲場 ３４-８ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H625/
ソフトバンク郡⼭フェスタ 福島県 郡⼭市 ⽇和⽥町字⼩原 １番地ショッピングモールフェスタ２Ｆ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/HA14/
ソフトバンク会津⾨⽥ 福島県 会津若松市 ⻄年貢１丁⽬ １-５ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H624/
ソフトバンクイオンタウン須賀川 福島県 須賀川市 古河 １０５　１階　Ｂ棟　Ｂ１５区画 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H608/
ソフトバンク吉倉 福島県 福島市 吉倉字⾕地 ８０ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H609/
ソフトバンク保原 福島県 伊達市 保原町字前⽥町 ３-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H632/
ソフトバンク喜多⽅ 福島県 喜多⽅市 字⻄四ツ⾕ ２９２-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H605/
ソフトバンク会津ばんげ 福島県 河沼郡会津坂下町 字舘ノ下 ４１-４ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H626/
ソフトバンクいわき平 福島県 いわき市 内郷御台境町新町前 １０-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H601/
ソフトバンク郡⼭富⽥ 福島県 郡⼭市 名郷⽥２丁⽬ １番地　秀和８７ビル https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H606/
ソフトバンク⼋⼭⽥ 福島県 郡⼭市 ⼋⼭⽥７丁⽬ ９８ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H615/
ソフトバンク原町 福島県 南相⾺市 原町区東町１丁⽬ ８９番地 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H620/
ソフトバンク郡⼭駅東 福島県 郡⼭市 向河原町 ４-４０ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H600/
ソフトバンク⼆本松 福島県 ⼆本松市 ⾦⾊ ４０９-３ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H603/
ソフトバンク平⾕川瀬 福島県 いわき市 平⾕川瀬 ３-２５-６ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H617/
ソフトバンク新⽩河 福島県 ⽩河市 新⾼⼭ ４２ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H616/
ソフトバンク郡⼭南 福島県 郡⼭市 南２丁⽬ ３８番地 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/HA24/
ソフトバンクいわき⿅島 福島県 いわき市 ⿅島町⾛熊字⻄反町 １番２ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/HA15/
ソフトバンクベガイオン相⾺ 福島県 相⾺市 ⾺場野字⾬⽥ １３３-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/HA09/
ソフトバンク新さくら通り 福島県 郡⼭市 堤３丁⽬ １１番 https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H655/
ソフトバンク⽮吹 福島県 ⻄⽩河郡⽮吹町 ⼋幡町 ４２５-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H652/
ソフトバンク⽩河４号バイパス 福島県 ⽩河市 ⽴⽯ １-６ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H649/
ソフトバンクオリエントパーク安積 福島県 郡⼭市 久留⽶５丁⽬ ２０３-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H644/
ソフトバンク安⾼通り 福島県 郡⼭市 開成３丁⽬ ９-１２ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H643/
ソフトバンクいわき⼩名浜 福島県 いわき市 ⼩名浜岡⼩名字沖 ６-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H641/
ソフトバンク信夫ヶ丘 福島県 福島市 本内字南街道下 ５-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H639/
ソフトバンクいわき神⾕ 福島県 いわき市 平中神⾕字苅萱 ２２-１ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H638/
ソフトバンク野⽥ 福島県 福島市 野⽥町１丁⽬ １０-３５ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H630/
ソフトバンク⼩原⽥ 福島県 郡⼭市 ⼩原⽥３丁⽬ ８-２０ https://www.softbank.jp/shop/search/detail/H621/
ワイモバイルヨークベニマル福島⻄ 福島県福島市⼋島⽥字琵琶渕２９　ヨークベニマル福島⻄内 https://www.ymobile.jp/shop/fukushima/B00368098.html
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