
ソフトバンクショップ　Google Pixel Watch 取扱い店舗一覧（2023年2月現在）

地域 都道府県 店舗名 住所 デモ機

北海道 北海道 ソフトバンク環状永山 北海道旭川市永山九条４丁目６‐３ ○

北海道 ソフトバンクイオンモール旭川駅前 北海道旭川市宮下通７丁目２番５号　イオンモール旭川駅前３Ｆ

北海道 ソフトバンク旭川神楽 北海道旭川市神楽四条９丁目３‐３０ ○

北海道 ソフトバンク東光環状線 北海道旭川市東光十五条５丁目５‐２０ ○

北海道 ソフトバンク豊岡４条通 北海道旭川市豊岡四条３丁目６‐１３

北海道 ソフトバンク末広 北海道旭川市末広東一条３丁目１‐１６ ○

北海道 ソフトバンクイオンモール旭川西 北海道旭川市緑町２３丁目２１６１‐３　イオンモール旭川西３階 ○

北海道 ソフトバンクようてい倶知安 北海道虻田郡倶知安町南七条西１丁目１０‐２‐３

北海道 ソフトバンク伊達 北海道伊達市末永町６５番地

北海道 ソフトバンク音更木野 北海道河東郡音更町木野大通西１２丁目２番地７ ○

北海道 ソフトバンク岩見沢 北海道岩見沢市十条東３丁目１‐４五十嵐ビル１Ｆ ○

北海道 ソフトバンク釧路桂木 北海道釧路郡釧路町桂木４丁目２３ ○

北海道 ソフトバンク釧路昭和 北海道釧路市昭和中央４丁目９‐１３

北海道 ソフトバンク釧路文苑 北海道釧路市文苑２丁目４８‐６ ○

北海道 ソフトバンク恵庭バイパス 北海道恵庭市黄金南７丁目１８ー３

北海道 ソフトバンクフレスポ恵み野 北海道恵庭市恵み野里美２丁目１５　フレスポ恵み野３０２０区画

北海道 ソフトバンク江別 北海道江別市一番町１８‐１ ○

北海道 ソフトバンク野幌 北海道江別市野幌町４１‐５ ○

北海道 ソフトバンク根室 北海道根室市花咲町３丁目１７番地　ヒシサンホーマ内 ○

北海道 ソフトバンク厚別 北海道札幌市厚別区厚別西四条２丁目８‐７　トライアル厚別店内

北海道 ソフトバンク新さっぽろカテプリ 北海道札幌市厚別区厚別中央二条５丁目７カテプリ新さっぽろ　地下１階 ○

北海道 ソフトバンク厚別東 北海道札幌市厚別区厚別東五条８丁目１番１０号

北海道 ソフトバンク新発寒 北海道札幌市手稲区新発寒五条１丁目２番１号

北海道 ソフトバンク星置 北海道札幌市手稲区星置一条２丁目　ラッキー星置駅前店内 ○

北海道 ソフトバンク札幌西 北海道札幌市手稲区西宮の沢四条２丁目４番２７号 ○

北海道 ソフトバンク手稲 北海道札幌市手稲区前田六条１１丁目１番２２号 ○

北海道 ソフトバンク札幌清田 北海道札幌市清田区清田一条４丁目１‐３７ ○

北海道 ソフトバンク札幌美しが丘 北海道札幌市清田区美しが丘三条１丁目７‐２５

北海道 ソフトバンク平岡 北海道札幌市清田区平岡四条１丁目２　第５アジアビル１Ｆ ○

北海道 ソフトバンク琴似１条 北海道札幌市西区琴似一条７丁目３‐１６

北海道 ソフトバンク琴似 北海道札幌市西区琴似二条５丁目１‐２４エスペランザヴィラ１Ｆ ○

北海道 ソフトバンク西町 北海道札幌市西区西町南２丁目１ー１６Ｍ３４西町ビル１階 ○

北海道 ソフトバンク札幌西野 北海道札幌市西区西野三条２丁目１‐３６ ○

北海道 ソフトバンク札幌八軒 北海道札幌市西区八軒五条西４丁目１番３６号

北海道 ソフトバンク札幌大通 北海道札幌市中央区大通西１０丁目４‐１４　南大通ビル１Ｆ ○

北海道 ソフトバンク札幌中央 北海道札幌市中央区南三条西１丁目３‐４　河村ビル ○

北海道 ソフトバンク札幌山鼻 北海道札幌市中央区南十一条西１１丁目２‐１Ｍ３４札幌山鼻ビル１Ｆ ○

北海道 ソフトバンクアクロスプラザ南２２条 北海道札幌市中央区南二十二条西７丁目１番２６‐２号

北海道 ソフトバンク北五条通 北海道札幌市中央区北五条西１５丁目１‐１６ ○

北海道 ソフトバンク札幌駅アピア 北海道札幌市中央区北五条西３丁目　札幌駅南口広場地下街アピア内 ○

北海道 ソフトバンク札幌東 北海道札幌市東区東苗穂四条２丁目５

北海道 ソフトバンク札幌栄町 北海道札幌市東区北四十二条東１８丁目１‐３

北海道 ソフトバンク札幌北栄 北海道札幌市東区北四十八条東８丁目２番１５号

北海道 ソフトバンクアリオ札幌 北海道札幌市東区北七条東９丁目２‐２０ ○

北海道 ソフトバンク環状通 北海道札幌市東区北十四条東１４丁目２‐１　プラスパークＮ１４ ○
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北海道 ソフトバンク札幌元町 北海道札幌市東区北二十七条東１５丁目３９９番地６　ラポール元町第２ ○

北海道 ソフトバンク札幌澄川 北海道札幌市南区澄川二条２丁目４番２３号 ○

北海道 ソフトバンク札幌藤野 北海道札幌市南区石山二条９丁目７‐５４　アクロスプラザ札幌南 ○

北海道 ソフトバンク札幌川沿 北海道札幌市南区川沿十五条１丁目１‐６０

北海道 ソフトバンク菊水元町 北海道札幌市白石区菊水元町五条２丁目２‐１８ ○

北海道 ソフトバンク札幌菊水上町 北海道札幌市白石区菊水上町一条２丁目１００‐６ ○

北海道 ソフトバンクラソラ札幌 北海道札幌市白石区東札幌四条１丁目１番１号ラソラ札幌Ｂタウン１階

北海道 ソフトバンク南郷１０丁目 北海道札幌市白石区南郷通１０丁目南４‐５ ○

北海道 ソフトバンク札幌白石 北海道札幌市白石区本通５丁目南４‐１２　ＪＨＴビル２ ○

北海道 ソフトバンクＢＲＡＮＣＨ札幌月寒 北海道札幌市豊平区月寒東三条１１丁目１‐３５

北海道 ソフトバンク西岡 北海道札幌市豊平区西岡四条５丁目１‐３２Ｓ・Ｋビル１階

北海道 ソフトバンク美園 北海道札幌市豊平区美園三条２丁目１‐２８　ＭＤＧ美園ビル１Ｆ ○

北海道 ソフトバンク札幌平岸 北海道札幌市豊平区平岸二条１３丁目３‐１０

北海道 ソフトバンクあいの里 北海道札幌市北区あいの里一条５丁目２‐３　東光ストア‐あいの里店１階

北海道 ソフトバンク篠路 北海道札幌市北区篠路三条３丁目１‐２９

北海道 ソフトバンク新琴似 北海道札幌市北区新琴似一条６丁目４‐１０

北海道 ソフトバンク屯田 北海道札幌市北区屯田八条２丁目８番２０号 ○

北海道 ソフトバンク札幌新川 北海道札幌市北区北二十三条西１４丁目６番地４ ○

北海道 ソフトバンク室蘭 北海道室蘭市中島町１丁目２５‐９ ○

北海道 ソフトバンク長崎屋小樽 北海道小樽市稲穂２丁目２０‐１　長崎屋小樽店１Ｆ

北海道 ソフトバンクウイングベイ小樽 北海道小樽市築港１１番　ウイングベイ小樽３番街１Ｆ ○

北海道 ソフトバンク深川 北海道深川市五条９番４０号

北海道 ソフトバンク石狩手稲通 北海道石狩市花川南九条１丁目１１番地 ○

北海道 ソフトバンク千歳３６号 北海道千歳市錦町２丁目２０ ○

北海道 ソフトバンク千歳 北海道千歳市信濃４丁目１‐２

北海道 ソフトバンク帯広稲田 北海道帯広市西五条南３４丁目３０番地 ○

北海道 ソフトバンク帯広３８号 北海道帯広市西十一条南１丁目７ー１

北海道 ソフトバンク帯広白樺通 北海道帯広市西十七条南３丁目４番９号

北海道 ソフトバンク帯広西 北海道帯広市西二十一条南２丁目２７‐５ ○

北海道 ソフトバンク滝川 北海道滝川市新町３丁目１３‐８ ○

北海道 ソフトバンク稚内 北海道稚内市大黒５丁目４ー１０

北海道 ソフトバンク札内 北海道中川郡幕別町札内西町４０番１４ ○

北海道 ソフトバンク登別 北海道登別市新生町２丁目１３‐１６

北海道 ソフトバンク苫小牧桜木 北海道苫小牧市桜木町３丁目１７‐１９ ○

北海道 ソフトバンク苫小牧中央 北海道苫小牧市若草町３丁目１‐２

北海道 ソフトバンク明野新町 北海道苫小牧市明野新町２丁目２‐２５

北海道 ソフトバンク八雲 北海道二海郡八雲町東雲町２０‐５マックスバリュ八雲店内

北海道 ソフトバンクマックスバリュ静内 北海道日高郡新ひだか町静内木場町１丁目１番６９号

北海道 ソフトバンク函館昭和タウンプラザ 北海道函館市昭和１丁目２９‐２　ホクレンショップ内

北海道 ソフトバンク神山 北海道函館市神山２丁目６番１３号１階 ○

北海道 ソフトバンク八幡通 北海道函館市大川町８‐２６ ○

北海道 ソフトバンク函館湯の川 北海道函館市湯川町２丁目１８‐１１ ○

北海道 ソフトバンク函館美原 北海道函館市美原１丁目３７番１４号 ○

北海道 ソフトバンク函館本通 北海道函館市本通４丁目１７‐４

北海道 ソフトバンク美唄大通 北海道美唄市大通東一条南４丁目２‐２０

北海道 ソフトバンクフレスポ中標津 北海道標津郡中標津町東十六条南１１丁目１‐１

北海道 ソフトバンクふらの 北海道富良野市桂木町３‐３
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北海道 ソフトバンク北見駅前 北海道北見市大通西５丁目１４番

北海道 ソフトバンク北見三輪 北海道北見市東三輪４丁目１６‐１４３ ○

北海道 ソフトバンクインターヴィレッジ大曲 北海道北広島市大曲幸町６丁目１番地　インターヴィレッジ大曲店内１Ｆ ○

北海道 ソフトバンク北広島 北海道北広島市美沢１丁目１‐３ ○

北海道 ソフトバンクイオン上磯 北海道北斗市七重浜４丁目４４‐１イオン上磯店内

北海道 ソフトバンク函館北斗 北海道北斗市七重浜７丁目１０‐１０ ○

北海道 ソフトバンクイオン名寄 北海道名寄市字徳田８０‐１イオン名寄ショッピングセンター

北海道 ソフトバンク網走 北海道網走市駒場北６丁目１‐１９ ○

北海道 ソフトバンク紋別 北海道紋別市落石町４丁目１８番地１５

北海道 ソフトバンク余市 北海道余市郡余市町大川町８丁目４０‐１ ○

北海道 ソフトバンク留萌 北海道留萌市花園町３丁目１番５号

東北 岩手県 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

岩手県 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 ○

岩手県 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 ○

岩手県 ソフトバンク奥州水沢 岩手県奥州市水沢太日通り２丁目２‐３０ ○

岩手県 ソフトバンク花巻桜台 岩手県花巻市星が丘１丁目２８‐３ ○

岩手県 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 ○

岩手県 ソフトバンク久慈 岩手県久慈市長内町第３０地割１８番９ ○

岩手県 ソフトバンク宮古バイパス 岩手県宮古市長町１丁目５‐９ ○

岩手県 ソフトバンク紫波 岩手県紫波郡紫波町日詰西１丁目１‐１

岩手県 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

岩手県 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

岩手県 ソフトバンク盛岡上田 岩手県盛岡市上田４丁目１７番２７号

岩手県 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 ○

岩手県 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

岩手県 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 ○

岩手県 ソフトバンク盛岡南サンサ 岩手県盛岡市津志田西２丁目１７‐５０　盛岡南ショッピングセンターサンサ１階 ○

岩手県 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

岩手県 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 ○

岩手県 ソフトバンク北上江釣子インター 岩手県北上市北鬼柳１８地割１６１‐３ ○

岩手県 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 ○

宮城県 ソフトバンク涌谷 宮城県遠田郡涌谷町字下新田３‐１

宮城県 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 ○

宮城県 ソフトバンク角田 宮城県角田市角田字緑町２‐１ ○

宮城県 ソフトバンク岩沼 宮城県岩沼市相の原２丁目８‐１７ ○

宮城県 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

宮城県 ソフトバンクイオンモール新利府南館 宮城県宮城郡利府町新中道３丁目１‐１　イオンモール新利府南館１階

宮城県 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 ○

宮城県 ソフトバンク吉岡 宮城県黒川郡大和町吉岡字東車堰３６‐２

宮城県 ソフトバンク大河原 宮城県柴田郡大河原町字新東２４‐２６ ○

宮城県 ソフトバンク石巻蛇田 宮城県石巻市恵み野１丁目１‐１

宮城県 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

宮城県 ソフトバンク石巻中里 宮城県石巻市中里３丁目２‐１１

宮城県 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 ○

宮城県 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 ○

宮城県 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

宮城県 ソフトバンク中倉 宮城県仙台市若林区中倉３丁目１７‐５０ ○
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宮城県 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 ○

宮城県 ソフトバンク仙台一番町 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目８‐１４ ○

宮城県 ソフトバンク吉成 宮城県仙台市青葉区吉成台２丁目１番１４号

宮城県 ソフトバンク愛子 宮城県仙台市青葉区栗生７丁目１‐１ ○

宮城県 ソフトバンク仙台駅前 宮城県仙台市青葉区中央１丁目１０‐１　ヒューモスファイヴ２Ｆ ○

宮城県 ソフトバンク仙台クリスロード 宮城県仙台市青葉区中央２丁目６‐１２ ○

宮城県 ソフトバンク市名坂 宮城県仙台市泉区高玉町４‐１

宮城県 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） ○

宮城県 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

宮城県 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

宮城県 ソフトバンクＢＲＡＮＣＨ仙台長命ヶ丘 宮城県仙台市泉区長命ケ丘２丁目２１‐１

宮城県 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 ○

宮城県 ソフトバンク西多賀 宮城県仙台市太白区西多賀５丁目１５‐２３ ○

宮城県 ソフトバンク柳生 宮城県仙台市太白区西中田７丁目３５番１２号

宮城県 ソフトバンクザ・モール仙台長町 宮城県仙台市太白区長町７丁目２０‐１５　ザ・モール仙台長町ＰＡＲＴ２　１Ｆ ○

宮城県 ソフトバンクフレスポ富沢 宮城県仙台市太白区富沢西２丁目７番地の１１

宮城県 ソフトバンク下馬 宮城県多賀城市下馬５丁目２‐１ ○

宮城県 ソフトバンク多賀城 宮城県多賀城市高橋４丁目２‐３ ○

宮城県 ソフトバンク古川東 宮城県大崎市古川旭２丁目２‐３０ ○

宮城県 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

宮城県 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 ○

宮城県 ソフトバンク古川南 宮城県大崎市古川穂波６丁目１‐１１

宮城県 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 ○

宮城県 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 ○

宮城県 ソフトバンク矢本 宮城県東松島市矢本字町浦２０２‐１

宮城県 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 ○

宮城県 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 ○

宮城県 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 ○

宮城県 ソフトバンク名取 宮城県名取市手倉田字諏訪５３‐１

宮城県 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 ○

宮城県 ソフトバンク亘理 宮城県亘理郡亘理町字狐塚９６‐１ ○

山形県 ソフトバンク寒河江 山形県寒河江市高田２丁目４‐８

山形県 ソフトバンク山形西バイパス 山形県山形市あかねケ丘３丁目９‐２０ ○

山形県 ソフトバンクときめき通り 山形県山形市花楯１丁目１‐１８

山形県 ソフトバンク山形南 山形県山形市吉原１丁目１５‐２６ ○

山形県 ソフトバンク山形北 山形県山形市江俣２丁目１‐３８ ○

山形県 ソフトバンクヤマザワ松見町 山形県山形市松見町２１‐１０　ヤマザワ松見町店内 ○

山形県 ソフトバンク成沢 山形県山形市成沢西２丁目８‐９ ○

山形県 ソフトバンク酒田みずほ 山形県酒田市みずほ１丁目２１番１ ○

山形県 ソフトバンク酒田ゆたか 山形県酒田市ゆたか１丁目１５‐１ ○

山形県 ソフトバンク新庄イオンタウン 山形県新庄市五日町字清水川１３１１‐１　イオンタウン新庄内 ○

山形県 ソフトバンク村山 山形県村山市楯岡楯岡西８０３４‐３

山形県 ソフトバンク長井 山形県長井市館町南９‐７０ ○

山形県 ソフトバンク鶴岡ほなみ 山形県鶴岡市ほなみ町９‐２ ○

山形県 ソフトバンク鶴岡新斎町 山形県鶴岡市東新斎町１２番７号 ○

山形県 ソフトバンク天童中央 山形県天童市鍬ノ町２丁目２番３７号 ○

山形県 ソフトバンクイオンモール天童 山形県天童市芳賀タウン北４丁目１番１号　イオンモール天童１階 ○
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山形県 ソフトバンク東根 山形県東根市さくらんぼ駅前２丁目１５番１８号 ○

山形県 ソフトバンク三川 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端２９１‐３ ○

山形県 ソフトバンクイオンタウン南陽 山形県南陽市赤湯字川尻３０５０番 ○

山形県 ソフトバンク米沢中央 山形県米沢市金池３丁目２番１５号 ○

山形県 ソフトバンク米沢 山形県米沢市徳町８番７‐３号 ○

秋田県 ソフトバンクフレスポ横手 秋田県横手市安田字向田１７９‐１

秋田県 ソフトバンク横手 秋田県横手市条里１丁目６番２３号 ○

秋田県 ソフトバンク天王 秋田県潟上市天王字棒沼台２７２‐１６

秋田県 ソフトバンク秋田山王 秋田県秋田市旭北錦町２‐４６ ○

秋田県 ソフトバンクイオンモール秋田 秋田県秋田市御所野地蔵田１丁目１‐１　イオンモール秋田２Ｆ ○

秋田県 ソフトバンク広面 秋田県秋田市広面字樋ノ沖１０２‐２ ○

秋田県 ソフトバンク秋田仁井田 秋田県秋田市仁井田新田２丁目３４７‐１

秋田県 ソフトバンク土崎港 秋田県秋田市土崎港相染町字家ノ下３７番地１

秋田県 ソフトバンク新国道 秋田県秋田市八橋大畑１丁目４‐１８ ○

秋田県 ソフトバンク角館 秋田県仙北市角館町上菅沢４８７‐３

秋田県 ソフトバンク大館清水 秋田県大館市清水５丁目１　他７筆

秋田県 ソフトバンク大曲 秋田県大仙市福田町２１‐２３‐４

秋田県 ソフトバンクイオンモール大曲 秋田県大仙市和合字坪立１７７番地

秋田県 ソフトバンク湯沢 秋田県湯沢市材木町１丁目２‐２８

秋田県 ソフトバンク能代 秋田県能代市字寺向８８アクロス　能代ショッピングセンター

秋田県 ソフトバンクイオンタウン能代 秋田県能代市鰄渕字古屋布１番イオンタウン内

秋田県 ソフトバンク本荘 秋田県由利本荘市石脇字田頭１５２ ○

青森県 ソフトバンクイオンモールつがる柏 青森県つがる市柏稲盛幾世４１　イオンモールつがる柏内１Ｆ

青森県 ソフトバンクむつ 青森県むつ市中央２丁目９‐２０

青森県 ソフトバンク五所川原 青森県五所川原市中央１丁目１２６番

青森県 ソフトバンク弘前駅東 青森県弘前市大字城東中央３丁目１‐２４

青森県 ソフトバンク安原 青森県弘前市大字泉野１丁目４‐５

青森県 ソフトバンクイオンタウン弘前 青森県弘前市大字樋の口２丁目９‐６　イオンタウン弘前樋の口内 ○

青森県 ソフトバンク黒石 青森県黒石市弥生町２ ○

青森県 ソフトバンク三沢 青森県三沢市緑町３丁目３番１０号

青森県 ソフトバンク十和田 青森県十和田市東一番町７番１１号 ○

青森県 ソフトバンクイオンモール下田 青森県上北郡おいらせ町中野平４０‐１

青森県 ソフトバンクマエダガーラモール 青森県青森市三好２丁目３‐１９

青森県 ソフトバンク青森つくだ 青森県青森市中佃３丁目７‐１１

青森県 ソフトバンク青森中央 青森県青森市東大野１丁目７‐１１

青森県 ソフトバンクサンロード青森 青森県青森市緑３丁目９‐２　サンロード青森２Ｆ ○

青森県 ソフトバンクラピア前 青森県八戸市江陽１丁目１９‐８

青森県 ソフトバンク八戸根城 青森県八戸市根城９丁目５‐５

青森県 ソフトバンク八戸ピアドゥ 青森県八戸市沼館４丁目７‐１１１イトーヨーカドー八戸沼館１Ｆ

青森県 ソフトバンク湊高台 青森県八戸市湊高台１丁目１１‐２４

福島県 ソフトバンクいわき鹿島 福島県いわき市鹿島町走熊字西反町１番２ ○

福島県 ソフトバンクいわき小名浜 福島県いわき市小名浜花畑町４８‐１１ ○

福島県 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巳町７９番地　イオンモールいわき小名浜２階 ○

福島県 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 ○

福島県 ソフトバンク平谷川瀬 福島県いわき市平谷川瀬３‐２５‐６ ○

福島県 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 ○

福島県 ソフトバンク保原 福島県伊達市保原町字前田町３‐１ ○
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福島県 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

福島県 ソフトバンク会津門田 福島県会津若松市西年貢１丁目１‐５ ○

福島県 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 ○

福島県 ソフトバンク喜多方 福島県喜多方市字西四ツ谷２９２‐１ ○

福島県 ソフトバンク安高通り 福島県郡山市開成３丁目９‐１２ ○

福島県 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 ○

福島県 ソフトバンク郡山駅東 福島県郡山市向河原町４‐４０

福島県 ソフトバンク小原田 福島県郡山市小原田３丁目８‐２０ ○

福島県 ソフトバンク新さくら通り 福島県郡山市堤３丁目１１番 ○

福島県 ソフトバンク郡山南 福島県郡山市南２丁目３８番地 ○

福島県 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

福島県 ソフトバンク八山田 福島県郡山市八山田西１丁目１２２

福島県 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

福島県 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

福島県 ソフトバンク矢吹 福島県西白河郡矢吹町八幡町４２５‐１ ○

福島県 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 ○

福島県 ソフトバンク原町 福島県南相馬市原町区日の出町２１‐１ ○

福島県 ソフトバンク二本松 福島県二本松市金色４０９‐３ ○

福島県 ソフトバンク新白河 福島県白河市新高山４２

福島県 ソフトバンク白河４号バイパス 福島県白河市立石１‐６ ○

福島県 ソフトバンク吉倉 福島県福島市吉倉字谷地８０ ○

福島県 ソフトバンク南福島 福島県福島市黒岩字田部屋２２‐１ ○

福島県 ソフトバンク福島北 福島県福島市笹谷字稲場３４‐８ ○

福島県 ソフトバンクヨークベニマル福島西 福島県福島市八島田字琵琶渕２９ ○

福島県 ソフトバンク福島本内 福島県福島市本内字南街道下５‐１

東京 東京都 ソフトバンク若葉台 東京都稲城市若葉台２丁目４‐２　フレスポ若葉台２階 ○

東京都 ソフトバンク矢野口 東京都稲城市矢野口６２９‐３　ｓｕｅｒｔｅ矢野口１階

東京都 ソフトバンク羽村 東京都羽村市羽東１丁目２３‐２９ ○

東京都 ソフトバンク小作 東京都羽村市小作台１丁目３‐７ ○

東京都 ソフトバンク亀有 東京都葛飾区亀有３丁目３２‐８　亀有３丁目ビル１階 ○

東京都 ソフトバンク新小岩 東京都葛飾区新小岩１丁目５０‐１　新小岩Ｓビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク青砥駅前 東京都葛飾区青戸３丁目３７‐１９ ○

東京都 ソフトバンク金町 東京都葛飾区東金町１丁目１０‐１１　金町後藤ビル

東京都 ソフトバンク京成立石 東京都葛飾区立石４丁目２６‐１３　１Ｆ・２Ｆ

東京都 ソフトバンク西葛西 東京都江戸川区西葛西６丁目１３‐７　第７山秀ビル２Ｆ ○

東京都 ソフトバンク船堀 東京都江戸川区船堀３丁目５‐７　ＴＯＫＩビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク葛西 東京都江戸川区東葛西６丁目１‐１２アビタシオン葛西１Ｆ ○

東京都 ソフトバンクアリオ葛西 東京都江戸川区東葛西９丁目３‐３　２階

東京都 ソフトバンク瑞江 東京都江戸川区東瑞江１丁目２６ー１５瑞江ジーエスビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク小岩昭和通り 東京都江戸川区南小岩７丁目２７ー２地場ビル１階

東京都 ソフトバンク平井駅南口 東京都江戸川区平井４丁目８‐８ ○

東京都 ソフトバンクカメイドクロック 東京都江東区亀戸６丁目３１‐６　カメイドクロック３Ｆ

東京都 ソフトバンク西大島 東京都江東区大島２丁目４１‐１６　文洋ビル１Ｆ

東京都 ソフトバンク東陽町イースト２１ 東京都江東区東陽６丁目３‐２　イースト２１タワー１Ｆ ○

東京都 ソフトバンクイオン南砂 東京都江東区南砂６丁目７‐１５イオンスタイル南砂

東京都 ソフトバンクららぽーと豊洲 東京都江東区豊洲２丁目４‐９　アーバンドックららぽーと豊洲　３Ｆ　３０２０‐１ ○

東京都 ソフトバンクアリオ北砂 東京都江東区北砂２丁目１７番地１号アリオ北砂２階 ○
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東京都 ソフトバンクイトーヨーカドー木場 東京都江東区木場１丁目５‐３０　イトーヨーカドー木場店

東京都 ソフトバンク門前仲町 東京都江東区門前仲町１丁目６‐１２　門前仲町ＭＡビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク有明ガーデン 東京都江東区有明２丁目１‐８　有明ガーデン商業棟　４階 ○

東京都 ソフトバンク品川 東京都港区港南２丁目２‐１６　谷田企画第一ビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク田町 東京都港区芝５丁目３３‐１　森永プラザビルＭ２Ｆ ○

東京都 ソフトバンク浜松町 東京都港区芝大門２丁目４‐４　中根ビル１Ｆ

東京都 ソフトバンク新橋 東京都港区西新橋１丁目１５‐５　内幸町ケイズビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク赤坂見附 東京都港区赤坂３丁目２‐８　ＶＯＲＴ赤坂見附Ⅱ ○

東京都 ソフトバンク麻布十番 東京都港区麻布十番２丁目２０‐１４　麻布十番ハウス１階

東京都 ソフトバンク六本木 東京都港区六本木４丁目９‐７　三菱ＵＦＪ銀行六本木支店ビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク日暮里 東京都荒川区西日暮里２丁目１９‐４　たちばなビル１・２Ｆ

東京都 ソフトバンク西日暮里 東京都荒川区西日暮里５丁目２４‐８　増田ビル１Ｆ

東京都 ソフトバンク町屋 東京都荒川区町屋２丁目２‐２０ ○

東京都 ソフトバンクＢｉＶｉ南千住 東京都荒川区南千住４丁目７‐１　ＢｉＶｉ１階 ○

東京都 ソフトバンク国分寺府中街道 東京都国分寺市東恋ヶ窪５丁目１４番４号

東京都 ソフトバンク国分寺北町 東京都国分寺市北町３丁目２９‐２ ○

東京都 ソフトバンク国分寺 東京都国分寺市本町４丁目１３‐５ ○

東京都 ソフトバンク国立 東京都国立市東１丁目７‐１０　レジディア国立１階

東京都 ソフトバンク国立富士見台 東京都国立市富士見台１丁目５‐６ ○

東京都 ソフトバンク狛江 東京都狛江市東和泉１丁目１１‐８　ＭｉＰａｌａｃｉｏ１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク三鷹 東京都三鷹市下連雀３丁目２７‐１３　正栄ビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク渋谷 東京都渋谷区宇田川町２７‐４　喜山ビル ○

東京都 ソフトバンク恵比寿 東京都渋谷区恵比寿西１丁目１‐２　しんみつビル ○

東京都 ソフトバンク広尾 東京都渋谷区広尾５丁目３‐１６

東京都 ソフトバンク笹塚 東京都渋谷区笹塚２丁目１４‐１５　ヴェルト笹塚ツインビル１　１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク渋谷宮益坂 東京都渋谷区渋谷１丁目８‐６　ＶＯＲＴ渋谷宮益坂１Ｆ

東京都 ソフトバンク表参道 東京都渋谷区神宮前１丁目１３‐９　アルテカプラザ１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク武蔵小金井 東京都小金井市本町６丁目１４‐４５ｎｏｎｏｗａ武蔵小金井１階 ○

東京都 ソフトバンク花小金井 東京都小平市花小金井南町１丁目２７‐２２　Ｒ・Ｙビルディングサウス１Ｆ

東京都 ソフトバンク小平小川町 東京都小平市小川町１丁目２１４１ ○

東京都 ソフトバンク小平天神町 東京都小平市天神町４丁目１１番１号

東京都 ソフトバンクモリタウン昭島 東京都昭島市田中町５６２‐１　モリタウン東館２Ｆ ○

東京都 ソフトバンク早稲田 東京都新宿区喜久井町２　アパ早稲田ビル１Ｆ

東京都 ソフトバンク高田馬場 東京都新宿区高田馬場２丁目１３‐２　Ｐｒｉｍｅｇａｔｅ１階 ○

東京都 ソフトバンク四谷三丁目 東京都新宿区四谷２丁目１４‐８

東京都 ソフトバンク落合駅前 東京都新宿区上落合２丁目２９‐１　山武落合ビル１Ｆ

東京都 ソフトバンク新宿東口中央通り 東京都新宿区新宿３丁目３４‐９　新宿三丁目ユウキビル

東京都 ソフトバンク神楽坂 東京都新宿区神楽坂６丁目４７　照井ビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク新宿西口 東京都新宿区西新宿１丁目１９‐５　新宿幸容ビル ○

東京都 ソフトバンク西新宿 東京都新宿区西新宿７丁目８‐１０　オークラヤビル ○

東京都 ソフトバンク大久保 東京都新宿区百人町１丁目１８‐１０　第二林ビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク阿佐ヶ谷 東京都杉並区阿佐谷南１丁目４７‐１２

東京都 ソフトバンク高円寺 東京都杉並区高円寺南４丁目７‐１０　高円寺ビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク荻窪 東京都杉並区上荻１丁目１７‐１　シンフォニーシティ荻窪１階 ○

東京都 ソフトバンクリトナード八幡山 東京都杉並区上高井戸１丁目１‐１１

東京都 ソフトバンク西荻窪 東京都杉並区西荻北３丁目２‐７グロリアス西荻窪１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク浜田山 東京都杉並区浜田山３丁目３１‐８　安藤ビル１Ｆ ○
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東京都 ソフトバンク方南町駅前 東京都杉並区方南２丁目２１‐３　アコード方南ビル１階 ○

東京都 ソフトバンク二子玉川ライズ 東京都世田谷区玉川２丁目２１‐１　オークモール１階 ○

東京都 ソフトバンク二子玉川 東京都世田谷区玉川３丁目１０‐７

東京都 ソフトバンク駒沢大学駅前 東京都世田谷区駒沢２丁目１‐５ ○

東京都 ソフトバンク経堂駅前 東京都世田谷区経堂１丁目２１番１８号原田ビル１階 ○

東京都 ソフトバンク千歳船橋 東京都世田谷区桜丘２丁目２９‐１１　岡田ビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク桜新町 東京都世田谷区桜新町１丁目１５‐２０　サンライク桜新町１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク明大前 東京都世田谷区松原２丁目４５‐２　レインボー５９１ビル２階２０５号室 ○

東京都 ソフトバンク下高井戸 東京都世田谷区松原３丁目４２‐２　宍戸第一ビル ○

東京都 ソフトバンク成城学園 東京都世田谷区成城２丁目４０‐５　ヴェルドミール成城１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク三軒茶屋茶沢通り 東京都世田谷区太子堂４丁目２９‐１　萩原ビル１階

東京都 ソフトバンク三軒茶屋 東京都世田谷区太子堂４丁目３‐２　三軒茶屋ビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク千歳烏山 東京都世田谷区南烏山４丁目１２‐５　並木ビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク下北沢 東京都世田谷区北沢２丁目１３‐７　片野ビル１Ｆ、２Ｆ

東京都 ソフトバンク用賀 東京都世田谷区用賀２丁目４１‐１１　平成ビル用賀

東京都 ソフトバンク清瀬 東京都清瀬市元町１丁目８‐３５　アマルフィ

東京都 ソフトバンク瑞穂Ｒ１６ 東京都西多摩郡瑞穂町大字駒形富士山４１０‐１

東京都 ソフトバンクひばりヶ丘 東京都西東京市住吉町３丁目１０‐２５　ＨＩＢＡＲＩＴＯＷＥＲ１階 ○

東京都 ソフトバンク田無アスタ 東京都西東京市田無町２丁目１‐１　アスタ２Ｆショッピングプラザ　田無アスタ

東京都 ソフトバンク保谷 東京都西東京市東町３丁目１３‐２

東京都 ソフトバンク河辺青梅街道 東京都青梅市師岡町３丁目１７‐１ ○

東京都 ソフトバンク市ヶ谷 東京都千代田区五番町５‐１　第８田中ビル１階 ○

東京都 ソフトバンク神田 東京都千代田区神田鍛冶町３丁目３‐４　サンクス神田駅前ビル

東京都 ソフトバンク飯田橋 東京都千代田区飯田橋４丁目６‐９　ＳＴビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク綾瀬 東京都足立区綾瀬３丁目５‐２０　柏芳ビル参号館１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク五反野 東京都足立区弘道１丁目１４‐１

東京都 ソフトバンク高野駅前 東京都足立区江北１丁目２０‐１７ ○

東京都 ソフトバンクアリオ西新井 東京都足立区西新井栄町１丁目２０番１号　アリオ西新井２階 ○

東京都 ソフトバンク竹ノ塚西口駅前 東京都足立区西竹の塚２丁目２‐３ ○

東京都 ソフトバンク北千住 東京都足立区千住２丁目２２‐３　ＹＫビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク竹ノ塚 東京都足立区竹の塚６丁目１２‐１１ ○

東京都 ソフトバンク保木間 東京都足立区保木間１丁目３３‐１７ ○

東京都 ソフトバンクグリナード永山 東京都多摩市永山１丁目４　グリナード永山１号館２階

東京都 ソフトバンク聖蹟桜ヶ丘オーパ 東京都多摩市関戸４丁目７２番地　聖蹟桜ヶ丘ＯＰＡ５Ｆ ○

東京都 ソフトバンクココリア多摩センター 東京都多摩市落合１丁目４６‐１　ココリア多摩センター２Ｆ

東京都 ソフトバンク田原町 東京都台東区寿４丁目１６‐６　寿ビル１Ｆ

東京都 ソフトバンク上野広小路 東京都台東区上野４丁目５番地５号１階 ○

東京都 ソフトバンク浅草ＲＯＸ 東京都台東区浅草１丁目２５‐１５　浅草ＲＯＸ　１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク上野浅草通り 東京都台東区東上野３丁目３４‐６

東京都 ソフトバンク蒲田 東京都大田区蒲田４丁目１‐１　エクセルダイア蒲田ネクスト１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク蒲田東口 東京都大田区蒲田５丁目４２‐１　プラチナコート蒲田１，２Ｆ

東京都 ソフトバンク大森西口 東京都大田区山王２丁目３‐５　カドヤＫ１５ビル１Ｆ

東京都 ソフトバンク蒲田東急プラザ 東京都大田区西蒲田７丁目６９‐１　蒲田東急プラザ７Ｆ ○

東京都 ソフトバンク大鳥居駅前 東京都大田区西糀谷３丁目３９‐５　江川第二ビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク梅屋敷 東京都大田区大森中２丁目２４‐２

東京都 ソフトバンク池上 東京都大田区池上４丁目３０‐８第４朝日ビル

東京都 ソフトバンク雑色水門通り 東京都大田区東六郷２丁目９‐１１ ○
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東京都 ソフトバンク雪が谷大塚駅前 東京都大田区南雪谷２丁目１７‐１０　山水ビル１Ｆ

東京都 ソフトバンク糀谷 東京都大田区萩中２丁目８‐１５ ○

東京都 ソフトバンク大岡山 東京都大田区北千束１丁目５１‐１

東京都 ソフトバンク銀座リペアカウンター 東京都中央区銀座５丁目７番８号

東京都 ソフトバンク銀座 東京都中央区銀座５丁目７番８号 ○

東京都 ソフトバンク晴海トリトン 東京都中央区晴海１丁目８‐１６　晴海トリトンスクエア２階 ○

東京都 ソフトバンク築地 東京都中央区築地２丁目１２‐１０　ビルネット築地ビル１Ｆ

東京都 ソフトバンク水天宮 東京都中央区日本橋人形町２丁目３５‐１４　東京海苔会館１階 ○

東京都 ソフトバンク八丁堀 東京都中央区八丁堀１丁目９番６号　吉半八重洲通りビル１階 ○

東京都 ソフトバンク鷺ノ宮北口 東京都中野区鷺宮３丁目１９‐７　グリーンビル１Ｆ

東京都 ソフトバンク中野坂上 東京都中野区中央２丁目３０‐２　益谷ハイツ１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク中野サンモール 東京都中野区中野５丁目６７‐１２　中野大海老ビル ○

東京都 ソフトバンク中野新橋 東京都中野区弥生町２丁目２１‐６　中野新橋ペガサスビル１０１号室 ○

東京都 ソフトバンク町田金井 東京都町田市金井２丁目７‐９

東京都 ソフトバンク町田駅前 東京都町田市原町田６丁目１１‐１１ ○

東京都 ソフトバンク町田ジョルナ 東京都町田市原町田６丁目６‐１４　町田ジョルナ１Ｆ

東京都 ソフトバンク桜美林東 東京都町田市根岸町１０１２‐９ ○

東京都 ソフトバンク町田小山 東京都町田市小山町６１５ ○

東京都 ソフトバンク南町田グランベリーパーク 東京都町田市鶴間３丁目４‐１

東京都 ソフトバンク成瀬 東京都町田市南成瀬４丁目２‐４ ○

東京都 ソフトバンク鶴川 東京都町田市能ヶ谷２丁目１２‐５４　メゾンナツウメ１階 ○

東京都 ソフトバンクホームズ仙川 東京都調布市若葉町２丁目１‐７　２Ｆ ○

東京都 ソフトバンク調布南口 東京都調布市小島町２丁目５６‐３　調布センタービル１階

東京都 ソフトバンクＢＲＡＮＣＨ調布 東京都調布市深大寺東町７丁目４７‐１ブランチ調布１階 ○

東京都 ソフトバンク調布 東京都調布市布田１丁目３３‐１‐１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク東久留米幸町 東京都東久留米市幸町５丁目５‐５　メゾンアイエス１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク東久留米前沢 東京都東久留米市前沢４丁目４‐５ ○

東京都 ソフトバンク久米川駅前 東京都東村山市栄町１丁目４‐２３　久米川ステーションヒルズ１Ｆ

東京都 ソフトバンク新秋津 東京都東村山市秋津町５丁目１３‐５

東京都 ソフトバンク東村山 東京都東村山市本町２丁目４‐８２ ○

東京都 ソフトバンク東大和向原 東京都東大和市向原２丁目１‐１ ○

東京都 ソフトバンク高幡不動駅前 東京都日野市高幡３‐１７ ○

東京都 ソフトバンク日野 東京都日野市新町１丁目２０番１

東京都 ソフトバンクイオンモール多摩平の森 東京都日野市多摩平２丁目４番地１　２Ｆ ○

東京都 ソフトバンク八王子みなみ野 東京都八王子市みなみ野１丁目２‐１　アクロスモール八王子みなみ野１階

東京都 ソフトバンク多摩ニュータウン 東京都八王子市松木３４‐１４　グランデビル１Ｆ

東京都 ソフトバンク西八王子 東京都八王子市千人町２丁目２０‐１デラパン西八王子駅前ビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク八王子 東京都八王子市中町５‐１０ ○

東京都 ソフトバンクｉｉａｓ高尾 東京都八王子市東浅川町５５０‐１　ｉｉａｓ高尾２Ｆ ○

東京都 ソフトバンク八王子楢原 東京都八王子市楢原町４３３番５ ○

東京都 ソフトバンクフォレストモール南大沢 東京都八王子市南大沢２丁目２５　フォレストモール南大沢１階 ○

東京都 ソフトバンク京王八王子駅前 東京都八王子市明神町３丁目２０‐６　八王子ファーストスクエア　１Ｆ

東京都 ソフトバンクめじろ台 東京都八王子市椚田町５９２‐１１ ○

東京都 ソフトバンク高島平 東京都板橋区高島平８丁目４‐１２　ロイヤルステージ恵比寿１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク志村坂上 東京都板橋区小豆沢２丁目１７‐７キャッスルマンション志村坂上　１階 ○

東京都 ソフトバンク上板橋 東京都板橋区常盤台４丁目３１‐４ ○

東京都 ソフトバンク成増 東京都板橋区成増１丁目３１‐７　クリーンビル１Ｆ
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東京都 ソフトバンク大山 東京都板橋区大山町９‐４ ○

東京都 ソフトバンク板橋 東京都板橋区板橋１丁目４９‐３　ライオンズマンション板橋１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク蓮根 東京都板橋区蓮根３丁目１‐１　羽深ビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク旗の台 東京都品川区旗の台２丁目８‐１１ハイム中里１Ｆ

東京都 ソフトバンクパークシティ武蔵小山ザモール 東京都品川区小山３丁目１５‐１　パークシティ武蔵小山ザモール１Ｆ

東京都 ソフトバンク武蔵小山パルム 東京都品川区小山３丁目２１‐１３武蔵小山パルムＡ棟 ○

東京都 ソフトバンク目黒 東京都品川区上大崎２丁目１８ー１６　ヴェリテ目黒 ○

東京都 ソフトバンク五反田 東京都品川区西五反田２丁目９‐５　長田ビル１Ｆ

東京都 ソフトバンク阪急大井町ガーデン 東京都品川区大井１丁目５０‐５阪急大井町ガーデン２階 ○

東京都 ソフトバンク大崎ニューシティ 東京都品川区大崎１丁目６‐４　大崎ニューシティ２Ｆ

東京都 ソフトバンク中延 東京都品川区中延３丁目１３‐７　中勝ビル１階 ○

東京都 ソフトバンク大森 東京都品川区南大井６丁目２８‐１０ ○

東京都 ソフトバンク戸越銀座 東京都品川区平塚２丁目１７‐１０　セゾン８８　１Ｆ

東京都 ソフトバンク府中 東京都府中市宮町１丁目１００武蔵府中ル・シーニュ２階 ○

東京都 ソフトバンクＭＩＮＡＮＯ府中・分倍河原 東京都府中市片町３丁目２２‐２６　ＭＩＮＡＮＯ１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク武蔵村山 東京都武蔵村山市学園１丁目４‐１

東京都 ソフトバンク吉祥寺公園口駅前 東京都武蔵野市吉祥寺南町１丁目２‐１

東京都 ソフトバンク吉祥寺サンロード 東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目９‐８

東京都 ソフトバンクイトーヨーカドー武蔵境 東京都武蔵野市境南町２丁目３‐６　イトーヨーカドー武蔵境西館４階

東京都 ＳｏｆｔＢａｎｋ　ＡＡＦＥＳ　Ｙｏｋｏｔａ 東京都福生市横田基地内米軍横田基地ビルディング５７０ ○

東京都 ソフトバンク福生 東京都福生市大字福生７９８‐１１　ＳＡタワー１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク茗荷谷 東京都文京区小石川５丁目５‐６　羽鳥ビル１階 ○

東京都 ソフトバンク本郷三丁目 東京都文京区本郷７丁目２‐１２　ＰａｒｋＡｘｉｓ本郷の杜１０１

東京都 ソフトバンク駒込 東京都豊島区駒込１丁目４２‐２　ライオンズマンション駒込駅前１０１

東京都 ソフトバンク池袋西口 東京都豊島区西池袋１丁目１６‐１０　第２三笠ビル ○

東京都 ソフトバンク池袋西口アゼリア通り 東京都豊島区西池袋５丁目４‐７　池袋トーセイビル１階

東京都 ソフトバンク巣鴨 東京都豊島区巣鴨１丁目１８番８号　巣鴨東宝ビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク池袋東口駅前 東京都豊島区南池袋１丁目２６‐６Ｔｈｅ　ＳＨ　ｏｎｅ　１Ｆ、２Ｆ

東京都 ソフトバンク東長崎駅前 東京都豊島区南長崎５丁目２８‐７ ○

東京都 ソフトバンク大塚 東京都豊島区北大塚２丁目１６‐８　バロックコート大塚１０１号

東京都 ソフトバンク王子駅前 東京都北区王子２丁目３０‐３　ニッセイ王子ビル１階 ○

東京都 ソフトバンク十条 東京都北区上十条２丁目２４‐１３

東京都 ソフトバンク赤羽駅前 東京都北区赤羽１丁目１６‐２　ＴＮ‐１ｓｔビル１階 ○

東京都 ソフトバンク東十条 東京都北区東十条３丁目１２‐４　中村ビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク東京ソラマチ 東京都墨田区押上１丁目１‐２　東京スカイツリータウン・ソラマチ１階 ○

東京都 ソフトバンクアルカキット錦糸町 東京都墨田区錦糸２丁目２‐１　アルカキット錦糸町８階 ○

東京都 ソフトバンクオリナス錦糸町 東京都墨田区太平４丁目２‐１オリナス２Ｆ ○

東京都 ソフトバンク両国 東京都墨田区両国３丁目２１‐１４　両国有泉ビル１Ｆ

東京都 ソフトバンク自由が丘南口 東京都目黒区自由が丘１丁目８‐１　ミナミビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク中目黒 東京都目黒区上目黒１丁目２０‐５　和田ビル１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク学芸大学 東京都目黒区鷹番３丁目２０‐４　山崎ビル１Ｆ

東京都 ソフトバンク都立大学 東京都目黒区平町１丁目２５‐１４　右山ビル

東京都 ソフトバンク祐天寺 東京都目黒区祐天寺２丁目６‐１４　本郷ビル１Ｆ

東京都 ソフトバンク立川南 東京都立川市柴崎町３丁目６‐１　立川Ｎビル

東京都 ソフトバンク立川 東京都立川市曙町２丁目７‐１７　丸井・井上共同ビル　１Ｆ

東京都 ソフトバンクららぽーと立川立飛 東京都立川市泉町９３５‐１　ららぽーと立川立飛３０４０ ○

東京都 ソフトバンク江古田 東京都練馬区栄町３‐８　新日本パレス江古田
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東京都 ソフトバンク光が丘 東京都練馬区光が丘５丁目１‐１　ＩＭＡ３Ｆ ○

東京都 ソフトバンク上石神井 東京都練馬区上石神井１丁目５‐１２　湯山ビル１階 ○

東京都 ソフトバンク石神井公園 東京都練馬区石神井町３丁目２５‐１　きくやビル１階

東京都 ソフトバンク中村橋 東京都練馬区中村北４丁目２‐３ ○

東京都 ソフトバンク地下鉄赤塚 東京都練馬区田柄２丁目４９‐１０

東京都 ソフトバンク大泉学園 東京都練馬区東大泉１丁目３４‐１　笹仙ビル１Ｆ

東京都 ソフトバンク練馬 東京都練馬区豊玉北５丁目１７‐７　ネリマビル１Ｆ、Ｂ１Ｆ ○

東京都 ソフトバンク東武練馬 東京都練馬区北町２丁目２５‐１１　エトワール北町１階 ○

神奈川県 ソフトバンク愛川 神奈川県愛甲郡愛川町角田５８３‐１ ○

神奈川県 ソフトバンク綾瀬市役所通り 神奈川県綾瀬市早川城山１丁目３‐２２ ○

神奈川県 ソフトバンク伊勢原 神奈川県伊勢原市伊勢原２丁目２‐２２

神奈川県 ソフトバンク伊勢原Ｒ２４６ 神奈川県伊勢原市串橋３４９‐１６ ○

神奈川県 ソフトバンク久里浜 神奈川県横須賀市久里浜４丁目１３‐１１　ディアコート２

神奈川県 ソフトバンク北久里浜 神奈川県横須賀市根岸町２丁目３２‐１８

神奈川県 ソフトバンク横須賀モアーズシティ 神奈川県横須賀市若松町２丁目３０　横須賀モアーズシティ６階 ○

神奈川県 ソフトバンク三浦海岸Ｒ１３４ 神奈川県横須賀市長沢１丁目５‐２　マルトビル１階 ○

神奈川県 ＳｏｆｔＢａｎｋ　ＮＥＸ　Ｙｏｋｏｓｕｋａ 神奈川県横須賀市泊町１米軍横須賀基地内ビルディングＨ‐２０ ○

神奈川県 ソフトバンクコースカベイサイド横須賀 神奈川県横須賀市本町２丁目１‐１２　コースカベイサイドストアーズ横須賀店３Ｆ ○

神奈川県 ソフトバンク四季の森 神奈川県横浜市旭区上白根町８５３‐７

神奈川県 ソフトバンク鶴ヶ峰 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰１丁目１２‐６　鶴ヶ峰店舗１階 ○

神奈川県 ソフトバンク二俣川 神奈川県横浜市旭区二俣川１丁目４３‐２８ ○

神奈川県 ソフトバンク京急杉田 神奈川県横浜市磯子区杉田１丁目１７番１号　プララ杉田２Ｆ

神奈川県 ソフトバンクアピタ金沢文庫 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２丁目１‐１アピタ金沢文庫３Ｆ ○

神奈川県 ソフトバンクイオン金沢八景 神奈川県横浜市金沢区泥亀１丁目２７‐１　イオン金沢八景店１階 ○

神奈川県 ソフトバンク能見台 神奈川県横浜市金沢区能見台東１‐１ ○

神奈川県 ソフトバンク戸塚 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１０　ラピス１号ー２Ｆ

神奈川県 ソフトバンク戸塚西口トツカーナ 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６‐１ ○

神奈川県 ソフトバンク西武東戸塚 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３７‐１　オーロラモール西武東戸塚店３Ｆ ○

神奈川県 ソフトバンクイトーヨーカドー上永谷 神奈川県横浜市港南区丸山台１丁目１２　２Ｆ

神奈川県 ソフトバンク港南台バーズ 神奈川県横浜市港南区港南台３丁目１‐３港南台バーズ２Ｆ ○

神奈川県 ソフトバンク上大岡 神奈川県横浜市港南区上大岡西１丁目１１‐７ ○

神奈川県 ソフトバンク菊名 神奈川県横浜市港北区菊名６丁目３‐２３ ○

神奈川県 ソフトバンク綱島 神奈川県横浜市港北区綱島西２丁目７‐１８ ○

神奈川県 ソフトバンク　トレッサ横浜 神奈川県横浜市港北区師岡町７００番地　トレッサ横浜南棟２階【Ｂ202‐4番区画】 ○

神奈川県 ソフトバンク新横浜 神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目５‐１５　新横浜センタービル１Ｆ

神奈川県 ソフトバンク大倉山 神奈川県横浜市港北区大倉山２丁目２‐１０　好善１階

神奈川県 ソフトバンク日吉 神奈川県横浜市港北区日吉本町１丁目２１‐１　只見ビル１Ｆ・２Ｆ

神奈川県 ソフトバンク三ッ沢 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町６‐３　メゾンドバッカス１Ｆ

神奈川県 ソフトバンク東神奈川 神奈川県横浜市神奈川区富家町１‐１３　スカイハイツトーカイ２Ｆ

神奈川県 ソフトバンク三ツ境 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境１０８‐３　サンライズビル１階 ○

神奈川県 ソフトバンク横浜ランドマーク 神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目２‐１　横浜ランドマークプラザ１階

神奈川県 ソフトバンク横浜そごう 神奈川県横浜市西区高島２丁目１８‐１　横浜新都市ビル　そごう９階 ○

神奈川県 ソフトバンク横浜モアーズ 神奈川県横浜市西区南幸１丁目３‐１　甘糟西口ビル　横浜モアーズ４Ｆ ○

神奈川県 ソフトバンク横浜西口 神奈川県横浜市西区南幸１丁目５‐２９ ○

神奈川県 ソフトバンクあざみ野 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２丁目９‐７ ○

神奈川県 ソフトバンク青葉台 神奈川県横浜市青葉区榎が丘４‐７　アクティブ青葉台 ○

神奈川県 ソフトバンク市ヶ尾 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１１５０‐１　石原第６ビル

11 / 48 ページ



ソフトバンクショップ　Google Pixel Watch 取扱い店舗一覧（2023年2月現在）

神奈川県 ソフトバンクたまプラーザ 神奈川県横浜市青葉区美しが丘１丁目７　東急百貨店　たまプラーザ店１Ｆ ○

神奈川県 ソフトバンク立場 神奈川県横浜市泉区中田西１丁目７‐５　ウエストビレッジ１Ｆ ○

神奈川県 ソフトバンク伊勢佐木モール 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町１丁目３番地４ ○

神奈川県 ソフトバンク関内 神奈川県横浜市中区不老町１丁目１‐５　横浜東芝ビル１階

神奈川県 ソフトバンク本牧 神奈川県横浜市中区本牧宮原２‐２ ○

神奈川県 ソフトバンク鶴見市場 神奈川県横浜市鶴見区菅沢町８‐６ ○

神奈川県 ソフトバンク鶴見 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４丁目１５‐７ ○

神奈川県 ソフトバンク港北東急ＳＣ 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央５‐１　港北東急２階 ○

神奈川県 ソフトバンク富士見が丘 神奈川県横浜市都筑区高山１‐２３ ○

神奈川県 ソフトバンクららぽーと横浜 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５‐１ ○

神奈川県 ソフトバンクセンター北改札前 神奈川県横浜市都筑区中川中央１丁目１‐１　あいたいメイト ○

神奈川県 ソフトバンク北山田 神奈川県横浜市都筑区北山田１丁目９‐３　ＥＫＩＮＩＷＡ北山田　２Ｆ

神奈川県 ソフトバンク天王町 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町２丁目３６‐８　シレーナ．Ｓ１階

神奈川県 ソフトバンク中山 神奈川県横浜市緑区寺山町８６ ○

神奈川県 ソフトバンク長津田 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台１丁目６‐１６ ○

神奈川県 ソフトバンクららぽーと海老名 神奈川県海老名市扇町１３番１号４階（区画４２９００） ○

神奈川県 ソフトバンクビナウォーク海老名 神奈川県海老名市中央１丁目１８ー１　ビナウォーク６番館２階（Ｃ２０２Ｃ区画） ○

神奈川県 ソフトバンク大船 神奈川県鎌倉市大船１丁目９‐５大船島森ビル１Ｆ ○

神奈川県 ソフトバンク鎌倉 神奈川県鎌倉市由比ガ浜２丁目２‐４０ ○

神奈川県 ソフトバンクイオン茅ヶ崎中央 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎３丁目５‐１６　イオン茅ヶ崎中央１階

神奈川県 ソフトバンクラスカ茅ヶ崎 神奈川県茅ヶ崎市元町１‐１　ラスカ茅ヶ崎１階

神奈川県 ソフトバンク愛甲石田 神奈川県厚木市愛甲１丁目３‐２４

神奈川県 ソフトバンク厚木妻田 神奈川県厚木市妻田西１丁目２８‐５

神奈川県 ソフトバンク本厚木 神奈川県厚木市中町２丁目２‐８ ○

神奈川県 ソフトバンク厚木林 神奈川県厚木市林４丁目１２‐４８　杉田ビル１階 ○

神奈川県 ソフトバンク寒川駅前 神奈川県高座郡寒川町岡田１丁目１５‐７ ○

神奈川県 ソフトバンクイオンモール座間 神奈川県座間市広野台２丁目１０‐４　イオンモール座間３Ｆ ○

神奈川県 ソフトバンク座間 神奈川県座間市座間２丁目２１５　１Ｆ ○

神奈川県 ＳｏｆｔＢａｎｋ　ＡＡＦＥＳ　Ｚａｍａ 神奈川県座間市座間米軍基地 Receiving Section Bldg425(Main Exchange)

神奈川県 ソフトバンク小田原駅前 神奈川県小田原市栄町１丁目１４‐７ ○

神奈川県 ソフトバンク小田原飯泉橋 神奈川県小田原市中新田２９４‐１

神奈川県 ソフトバンクダイナシティ小田原 神奈川県小田原市中里２０８　ダイナシティウエスト４Ｆ ○

神奈川県 ソフトバンク秦野 神奈川県秦野市栄町１‐１３　花輪ビル１階 ○

神奈川県 ソフトバンク逗子 神奈川県逗子市逗子５丁目３‐４３ ○

神奈川県 ソフトバンク鷺沼 神奈川県川崎市宮前区小台１丁目１９‐５東急鷺沼ドエル７号室 ○

神奈川県 ソフトバンク宮前平 神奈川県川崎市宮前区小台２丁目６‐１０　宮前平ＯＦビル１Ｆ ○

神奈川県 ソフトバンク新川崎鹿島田 神奈川県川崎市幸区下平間１０８

神奈川県 ソフトバンクラゾーナ川崎プラザ 神奈川県川崎市幸区堀川町７２‐１　ラゾーナ川崎プラザ１階１　１２２２ ○

神奈川県 ソフトバンクノクティ溝の口 神奈川県川崎市高津区溝口１丁目４‐１　ノクティプラザ２ビル１Ｆ

神奈川県 ソフトバンク溝の口 神奈川県川崎市高津区溝口１丁目９番６号　丸屋ビル１Ｆ

神奈川県 ソフトバンク川崎 神奈川県川崎市川崎区駅前本町７‐５ ○

神奈川県 ソフトバンク川崎小田栄 神奈川県川崎市川崎区小田栄２丁目２‐１　イト‐ヨ‐カドー川崎店１Ｆ ○

神奈川県 ソフトバンク川崎大師 神奈川県川崎市川崎区大師駅前１丁目１４‐３　コーポいけがみ

神奈川県 ソフトバンク生田府中街道 神奈川県川崎市多摩区生田３丁目１９ー１ ○

神奈川県 ソフトバンク向ヶ丘遊園 神奈川県川崎市多摩区登戸２７０６‐５　白井ビル２Ｆ

神奈川県 ソフトバンク登戸駅前 神奈川県川崎市多摩区登戸３４１８‐５

神奈川県 ソフトバンクグランツリー武蔵小杉 神奈川県川崎市中原区新丸子東３丁目１１３５‐１　グランツリー武蔵小杉３Ｆ ○
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神奈川県 ソフトバンクららテラス武蔵小杉 神奈川県川崎市中原区新丸子東３丁目１３０２番ららテラス武蔵小杉４Ｆ ○

神奈川県 ソフトバンク武蔵新城 神奈川県川崎市中原区新城３丁目１‐１４　岡田ビル１階２階 ○

神奈川県 ソフトバンク元住吉 神奈川県川崎市中原区木月３丁目１７‐１

神奈川県 ソフトバンク新百合ヶ丘 神奈川県川崎市麻生区上麻生１丁目４‐１小田急新百合ヶ丘エルミロード６階 ○

神奈川県 ソフトバンク上溝 神奈川県相模原市中央区星が丘３丁目７‐２１ ○

神奈川県 ソフトバンク相模原Ｒ１６ 神奈川県相模原市中央区清新５丁目１１‐２２

神奈川県 ソフトバンク相模原田名 神奈川県相模原市中央区田名４１５３ ○

神奈川県 ソフトバンク淵野辺 神奈川県相模原市中央区由野台２丁目１‐４ ○

神奈川県 ソフトバンクボーノ相模大野 神奈川県相模原市南区相模大野３丁目３　ｂｏｎｏ相模大野サウスモール２階

神奈川県 ソフトバンクラクアル・オダサガ 神奈川県相模原市南区南台３丁目２０‐１　ラクアル・オダサガ２Ｆ ○

神奈川県 ソフトバンクミウィ橋本 神奈川県相模原市緑区橋本３丁目２８‐１　ミウィ橋本内１Ｆ　１０７‐２

神奈川県 ソフトバンクラ・フロール橋本 神奈川県相模原市緑区西橋本５丁目１‐１

神奈川県 ソフトバンクアリオ橋本 神奈川県相模原市緑区大山町１‐２２　アリオ橋本２階　区画２１０ ○

神奈川県 ソフトバンク足柄 神奈川県足柄上郡大井町金手４‐５ ○

神奈川県 ＳｏｆｔＢａｎｋ　ＮＥＸ　Ａｔｓｕｇｉ 神奈川県大和市下草柳厚木米海軍基地内　Ｂｌｄｇ958ＮＥＸ／Softbank

神奈川県 ソフトバンクイオンモール大和 神奈川県大和市下鶴間１丁目２‐１　イオンモール大和３Ｆ ○

神奈川県 ソフトバンク大和桜ヶ丘 神奈川県大和市上和田１７７３‐１ ○

神奈川県 ソフトバンク大和 神奈川県大和市中央４丁目２‐１ ○

神奈川県 ソフトバンク湘南台 神奈川県藤沢市湘南台１丁目９‐６　アイビル１階 ○

神奈川県 ソフトバンク湘南ライフタウン 神奈川県藤沢市石川１丁目２‐４

神奈川県 ソフトバンクテラスモール湘南 神奈川県藤沢市辻堂神台１丁目３‐１　テラスモール湘南３階 ○

神奈川県 ソフトバンク藤沢北口 神奈川県藤沢市藤沢４６２　ＭＥＦＵＬＬ藤沢２Ｆ

神奈川県 ソフトバンク藤沢南口 神奈川県藤沢市南藤沢２‐１‐３ダイヤモンドビル１Ｆ

神奈川県 ソフトバンクＯＳＣ湘南シティ 神奈川県平塚市代官町３３‐１　ＯＳＣ湘南シティ２階 ○

神奈川県 ソフトバンクららぽーと湘南平塚 神奈川県平塚市天沼１０‐１　ららぽーと湘南平塚３階３４０１０ ○

神奈川県 ソフトバンク平塚田村 神奈川県平塚市田村５丁目４‐２３

神奈川県 ソフトバンクラスカ平塚 神奈川県平塚市宝町１‐１ ○

神奈川県 ソフトバンク中央林間 神奈川県大和市中央林間八丁目２５‐８　ＬＡＰＬＡ中央林間１階 ○

埼玉県 ソフトバンク浦和 埼玉県さいたま市浦和区高砂２丁目１‐２０　日建高砂ビル１Ｆ

埼玉県 ソフトバンク岩槻 埼玉県さいたま市岩槻区仲町１丁目１‐２５　藤田ビル１Ｆ

埼玉県 ソフトバンク大宮大和田 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸２６７‐３　八幡グランテージ１Ｆ１０２ ○

埼玉県 ソフトバンク東大宮駅前 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５丁目３０‐１５　カナエビル１Ｆ ○

埼玉県 ソフトバンクコクーンシティ 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４丁目２６７‐２　２階

埼玉県 ソフトバンク大宮西口 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２丁目３　ＤＯＭショッピングセンター１階 ○

埼玉県 ソフトバンクさいたま中央 埼玉県さいたま市大宮区上小町５７‐２ ○

埼玉県 ソフトバンク大宮 埼玉県さいたま市大宮区大門町１丁目２３ー１ ○

埼玉県 ソフトバンク北浦和 埼玉県さいたま市中央区新中里５丁目１‐８ ○

埼玉県 ソフトバンクイオンモール与野 埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目２‐９　１Ｆ

埼玉県 ソフトバンク武蔵浦和 埼玉県さいたま市南区沼影１丁目１０‐１　ラムザタワー２Ｆ

埼玉県 ソフトバンク南浦和駅前 埼玉県さいたま市南区南浦和３丁目６‐４ ○

埼玉県 ソフトバンクさいたま宮原 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目８５３‐８

埼玉県 ソフトバンク宮原 埼玉県さいたま市北区宮原町２丁目２２‐１ ○

埼玉県 ソフトバンク浦和中尾 埼玉県さいたま市緑区大字中尾１０４‐１２ ○

埼玉県 ソフトバンクイオンモール浦和美園 埼玉県さいたま市緑区美園５丁目５０番地１　２Ｆ ○

埼玉県 ソフトバンクふじみ野 埼玉県ふじみ野市ふじみ野４丁目９‐９ ○

埼玉県 ソフトバンクイオンタウンふじみ野 埼玉県ふじみ野市福岡２丁目１番６号　２階　２０７　区画　イオンタウン ○

埼玉県 ソフトバンクイオンモール羽生 埼玉県羽生市川崎２丁目２８１‐３ ○
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埼玉県 ソフトバンク羽生 埼玉県羽生市大字下岩瀬５６４‐６

埼玉県 ソフトバンクイオンレイクタウン 埼玉県越谷市レイクタウン３丁目１ー１　イオンレイクタウンＭｏｒｉ ○

埼玉県 ソフトバンク新越谷 埼玉県越谷市新越谷１丁目５７番地３ ○

埼玉県 ソフトバンクせんげん台 埼玉県越谷市千間台東１丁目１‐３ ○

埼玉県 ソフトバンク南越谷 埼玉県越谷市南越谷１丁目２０‐１０　大樹生命南越谷ビル１Ｆ ○

埼玉県 ソフトバンク北越谷 埼玉県越谷市北越谷２丁目４１‐１８ ○

埼玉県 ソフトバンクベニバナウォーク桶川 埼玉県桶川市大字下日出谷東二丁目１５番１　ベニバナウォーク桶川２階 ○

埼玉県 ソフトバンク加須 埼玉県加須市北小浜１４３‐１ ○

埼玉県 ソフトバンク吉川 埼玉県吉川市栄町７００番地

埼玉県 ソフトバンク久喜 埼玉県久喜市久喜中央１丁目１５‐６０ ○

埼玉県 ソフトバンクアリオ鷲宮 埼玉県久喜市久本寺字谷田７‐１ ○

埼玉県 ソフトバンクモラージュ菖蒲 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５番地１　２Ｆ

埼玉県 ソフトバンク久喜青葉 埼玉県久喜市青葉３丁目２‐３ ○

埼玉県 ソフトバンク狭山 埼玉県狭山市中央１丁目４９‐２６　ビアンカ狭山 ○

埼玉県 ソフトバンクニットーモール熊谷 埼玉県熊谷市銀座２丁目２４５番地　ニットーモール１階

埼玉県 ソフトバンク熊谷中央 埼玉県熊谷市中央１丁目２１１

埼玉県 ソフトバンク戸田 埼玉県戸田市上戸田３丁目２６‐１７　榎喜ビル１Ｆ

埼玉県 ソフトバンクイオンモール北戸田 埼玉県戸田市美女木東１丁目３‐１　ソフトバンクショップ ○

埼玉県 ソフトバンク幸手 埼玉県幸手市中２丁目１２‐３７ ○

埼玉県 ソフトバンク行田 埼玉県行田市佐間２丁目１‐４１

埼玉県 ソフトバンクエルミこうのすショッピングモール 埼玉県鴻巣市本町１丁目１‐２　ｅｌｕｍｉこうのすショッピングモール２Ｆ ○

埼玉県 ソフトバンク坂戸にっさい 埼玉県坂戸市にっさい花みず木４丁目１０‐１ ○

埼玉県 ソフトバンク若葉 埼玉県坂戸市千代田３丁目２２‐２ ○

埼玉県 ソフトバンク坂戸 埼玉県坂戸市大字坂戸１４７４‐１

埼玉県 ソフトバンク三郷インター 埼玉県三郷市ピアラシティ１丁目２番地１ ○

埼玉県 ソフトバンクららぽーと新三郷 埼玉県三郷市新三郷ららシティ３丁目１‐１　ららぽ‐と新三郷１Ｆ ○

埼玉県 ソフトバンク三郷中央 埼玉県三郷市中央３丁目４８‐７ ○

埼玉県 ソフトバンク志木 埼玉県志木市本町５丁目２３‐１０ ○

埼玉県 ソフトバンクイオンタウン上里 埼玉県児玉郡上里町大字金久保字蓮山３５９‐１ ○

埼玉県 ソフトバンクＵＮＩＣＵＳ上里 埼玉県児玉郡上里町大字七本木２２７２‐１　ウニクス上里２Ｆ ○

埼玉県 ソフトバンクイオンモール春日部 埼玉県春日部市下柳４２０‐１

埼玉県 ソフトバンク春日部ユリノキ通り 埼玉県春日部市谷原３丁目１６‐３

埼玉県 ソフトバンク春日部 埼玉県春日部市中央２丁目５‐１３

埼玉県 ソフトバンク小手指 埼玉県所沢市小手指町１丁目４５‐１　田中マンション１階 ○

埼玉県 ソフトバンク東所沢 埼玉県所沢市東所沢和田２丁目３２‐１ ○

埼玉県 ソフトバンク所沢プロぺ通り 埼玉県所沢市日吉町８‐４　マスダ写真館１Ｆ ○

埼玉県 ソフトバンク新所沢パルコ 埼玉県所沢市緑町１丁目２‐１　新所沢パルコＬＥＴ’Ｓ館１Ｆ ○

埼玉県 ソフトバンクイオンモール上尾 埼玉県上尾市愛宕３丁目８番１号 ○

埼玉県 ソフトバンク上尾 埼玉県上尾市春日１丁目１８‐５ ○

埼玉県 ソフトバンクアリオ上尾 埼玉県上尾市大字壱丁目３６７番地　アリオ上尾１階 ○

埼玉県 ソフトバンク新座 埼玉県新座市野火止７丁目８‐２６ ○

埼玉県 ソフトバンク深谷 埼玉県深谷市上柴町東４丁目１６番地１２ ○

埼玉県 ソフトバンククレアモール川越 埼玉県川越市新富町１丁目１７‐５　Ｇ＆Ｆ新富ビル１階 ○

埼玉県 ソフトバンク２５４川越北 埼玉県川越市大字石田２２６‐２ ○

埼玉県 ソフトバンク川越新河岸 埼玉県川越市大字藤間１７‐２

埼玉県 ソフトバンクアトレ川越 埼玉県川越市脇田町１０５番地 ○

埼玉県 ソフトバンクララガーデン川口 埼玉県川口市宮町１８‐９‐１２７０ ○
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埼玉県 ソフトバンク東川口 埼玉県川口市戸塚東１丁目１‐１　ハートランドビル１階 ○

埼玉県 ソフトバンク蕨 埼玉県川口市芝新町５‐１

埼玉県 ソフトバンク川口東口 埼玉県川口市川口１丁目１‐１　キュポ・ラ本館専門店Ａ３０５ ○

埼玉県 ソフトバンクイオンモール川口前川 埼玉県川口市前川１丁目１‐１１　イオンモール川口前川２Ｆ ○

埼玉県 ソフトバンクイオンモール川口 埼玉県川口市大字安行領根岸３１８０番地 ○

埼玉県 ソフトバンク南鳩ヶ谷 埼玉県川口市南鳩ヶ谷５丁目４‐７ ○

埼玉県 ソフトバンクアリオ川口 埼玉県川口市並木元町１番７９号　アリオ川口３Ｆ ○

埼玉県 ソフトバンク草加松原 埼玉県草加市栄町２丁目８‐２１　メデテリアンブルー１階 ○

埼玉県 ソフトバンク草加花栗 埼玉県草加市花栗４丁目９番５号 ○

埼玉県 ソフトバンク草加駅前 埼玉県草加市高砂２丁目２０‐２０ ○

埼玉県 ソフトバンク寄居 埼玉県大里郡寄居町大字寄居１５５５‐１

埼玉県 ソフトバンク秩父 埼玉県秩父市上宮地町３０番２号 ○

埼玉県 ソフトバンク朝霞三原 埼玉県朝霞市三原５丁目１０‐２６ ○

埼玉県 ソフトバンク朝霞台駅前 埼玉県朝霞市浜崎１丁目１‐３１　アドバンス２Ｆ‐Ｄ ○

埼玉県 ソフトバンク鶴ヶ島 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折１１４８‐１

埼玉県 ソフトバンクピオニウォーク東松山 埼玉県東松山市あずま町４丁目３　ピオニウォーク東松山内１Ｆ ○

埼玉県 ソフトバンク東松山 埼玉県東松山市新宿町１７番地１ ○

埼玉県 ソフトバンクアクロスプラザ三芳 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字北新埜８５５‐４０３ ○

埼玉県 ソフトバンク入間中央 埼玉県入間市大字上藤沢３７６‐３ ○

埼玉県 ソフトバンク武蔵藤沢 埼玉県入間市東藤沢２丁目１‐１１ ○

埼玉県 ソフトバンク入間 埼玉県入間市豊岡１丁目３‐２５ ○

埼玉県 ソフトバンク八潮 埼玉県八潮市大瀬１丁目６番地２ ○

埼玉県 ソフトバンク飯能 埼玉県飯能市大字岩沢３２１番地１ ○

埼玉県 ソフトバンクららぽーと富士見 埼玉県富士見市山室１丁目１３１３　ららぽーと富士見３Ｆ ○

埼玉県 ソフトバンクみずほ台 埼玉県富士見市東みずほ台２丁目９‐２０

埼玉県 ソフトバンク東武動物公園 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地１丁目６番３号

埼玉県 ソフトバンク蓮田伊奈栄 埼玉県北足立郡伊奈町栄３丁目１４６番 ○

埼玉県 ソフトバンクＵＮＩＣＵＳ伊奈 埼玉県北足立郡伊奈町学園２丁目１８８ー１ウニクス伊奈１階Ｂ１‐２ ○

埼玉県 ソフトバンク北本 埼玉県北本市本宿８丁目４１‐１

埼玉県 ソフトバンク本庄 埼玉県本庄市早稲田の杜２丁目１番７７号 ○

埼玉県 ソフトバンク蓮田白岡 埼玉県蓮田市西新宿５丁目１１５番地 ○

埼玉県 ソフトバンク和光 埼玉県和光市本町９‐３８ ○

千葉県 ソフトバンク旭 千葉県旭市ニ４６０　１階

千葉県 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 ○

千葉県 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

千葉県 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

千葉県 ソフトバンク浦安 千葉県浦安市北栄３丁目２‐７

千葉県 ソフトバンク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３階

千葉県 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

千葉県 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 ○

千葉県 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 ○

千葉県 ソフトバンクイオンタウン館山 千葉県館山市八幡５４５‐１

千葉県 ソフトバンク君津 千葉県君津市南子安８丁目２‐４０ ○

千葉県 ソフトバンク佐原 千葉県香取市佐原ロ２０２３‐４

千葉県 ソフトバンク佐倉臼井 千葉県佐倉市王子台４丁目１３‐１５ ○

千葉県 ソフトバンク佐倉 千葉県佐倉市寺崎北４丁目１番地４ ○

千葉県 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 ○
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千葉県 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 ○

千葉県 ソフトバンク四街道 千葉県四街道市大日４６６‐３２　エコタウン四街道１Ｆ ○

千葉県 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 ○

千葉県 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 ○

千葉県 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 ○

千葉県 ソフトバンク姉崎 千葉県市原市姉崎８７２‐１

千葉県 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 ○

千葉県 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

千葉県 ソフトバンク市川 千葉県市川市市川１丁目９‐１

千葉県 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

千葉県 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 ○

千葉県 ソフトバンク妙典 千葉県市川市妙典５丁目１３‐３５ ○

千葉県 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 ○

千葉県 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

千葉県 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 ○

千葉県 ソフトバンク五香 千葉県松戸市五香８丁目３４‐７

千葉県 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 ○

千葉県 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 ○

千葉県 ソフトバンク新松戸 千葉県松戸市新松戸南１丁目３７７ ○

千葉県 ソフトバンク東松戸 千葉県松戸市東松戸３丁目５‐１８　ＬＥ・ＺＩＮＤＥ１Ｆ ○

千葉県 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 ○

千葉県 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 ○

千葉県 ソフトバンクテラスモール松戸 千葉県松戸市八ケ崎２丁目８‐１　テラスモール松戸３階 ○

千葉県 ソフトバンクイオンモール成田 千葉県成田市ウイング土屋２４　イオンモール成田２Ｆ ○

千葉県 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

千葉県 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

千葉県 ソフトバンク千葉北 千葉県千葉市稲毛区長沼町３３０‐５０ ○

千葉県 ソフトバンク新検見川 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘５丁目３５‐９

千葉県 ソフトバンクイコアス千城台 千葉県千葉市若葉区千城台北３丁目２１‐１　イコアス千城台１Ｆ ○

千葉県 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 ○

千葉県 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 ○

千葉県 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

千葉県 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 ○

千葉県 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 ○

千葉県 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

千葉県 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 ○

千葉県 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 ○

千葉県 ソフトバンク西船橋 千葉県船橋市葛飾町２丁目３８３‐１ ○

千葉県 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

千葉県 ソフトバンク北習志野 千葉県船橋市習志野台２丁目６‐１７ ○

千葉県 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 ○

千葉県 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 ○

千葉県 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 ○

千葉県 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 ○

千葉県 ソフトバンク八日市場 千葉県匝瑳市八日市場イ字大堺７２４‐１ ○

千葉県 ソフトバンク袖ヶ浦 千葉県袖ケ浦市蔵波台７丁目１４‐１ ○

千葉県 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ー１　イオンモール銚子内 ○
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千葉県 ソフトバンク東金 千葉県東金市台方８０２‐１ ○

千葉県 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 ○

千葉県 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 ○

千葉県 ソフトバンク柏・沼南 千葉県柏市大井５７１‐４ ○

千葉県 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

千葉県 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 ○

千葉県 ソフトバンク柏東口駅前 千葉県柏市柏２丁目２‐５　オアゾビル１・２階 ○

千葉県 ソフトバンク南柏 千葉県柏市豊四季９７５‐３ ○

千葉県 ソフトバンク白井 千葉県白井市根４４６

千葉県 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 ○

千葉県 ソフトバンク八千代 千葉県八千代市萱田町６６０‐４ ○

千葉県 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 ○

千葉県 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 ○

千葉県 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 ○

千葉県 ソフトバンク富里 千葉県富里市七栄５７７‐１ ○

千葉県 ソフトバンク茂原 千葉県茂原市道表１８‐５ ○

千葉県 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 ○

千葉県 ソフトバンク木更津 千葉県木更津市東太田１丁目９‐３１

千葉県 ソフトバンク野田中根 千葉県野田市花井２６２‐８

千葉県 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 ○

千葉県 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 ○

千葉県 ソフトバンク南流山 千葉県流山市大字木３８６番地 ○

茨城県 ソフトバンクみらい平 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘２丁目２３‐１ ○

茨城県 ソフトバンクイオンモールつくば 茨城県つくば市稲岡６６‐１　イオンモールつくば　２Ｆ

茨城県 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６‐１１ ○

茨城県 ソフトバンクつくば梅園 茨城県つくば市東２丁目３０番６ ○

茨城県 ソフトバンクファッションクルーズひたちなか 茨城県ひたちなか市新光町３５

茨城県 ソフトバンクひたちなか 茨城県ひたちなか市大字馬渡３８５７‐２ ○

茨城県 ソフトバンク稲敷 茨城県稲敷市江戸崎甲４８３６　江戸崎ショッピングセンターパンプ１階

茨城県 ソフトバンク境 茨城県猿島郡境町２９‐８‐３ ○

茨城県 ソフトバンクイオン下妻 茨城県下妻市堀篭９７２‐１　イオン下妻ショッピングセンター１Ｆ ○

茨城県 ソフトバンクひたち野うしく 茨城県牛久市ひたち野東４丁目２６‐１ ○

茨城県 ソフトバンク結城 茨城県結城市新福寺５丁目３‐８ ○

茨城県 ソフトバンク総和 茨城県古河市下辺見２８５０ ○

茨城県 ソフトバンク古河 茨城県古河市上辺見３７３‐１ ○

茨城県 ソフトバンクベイシアスーパーモール高萩 茨城県高萩市大字下手綱字ヤワコ田１０５８　ベイシア高萩モール内 ○

茨城県 ソフトバンクヨークタウン坂東 茨城県坂東市辺田１１０４ー１　ヨークタウン坂東Ｊ棟 ○

茨城県 ソフトバンク鹿嶋中央 茨城県鹿嶋市大字鉢形本内９７５‐１ ○

茨城県 ソフトバンク取手 茨城県取手市寺田遠藤前５００１‐３ ○

茨城県 ソフトバンク守谷 茨城県守谷市松ケ丘１丁目４‐２　松ヶ丘ビル１Ｆ ○

茨城県 ソフトバンク神栖 茨城県神栖市大野原３丁目１０‐１ ○

茨城県 ソフトバンク水戸 茨城県水戸市元吉田町１０５６‐１ ○

茨城県 ソフトバンク水戸赤塚 茨城県水戸市大塚町１８５２‐１３ ○

茨城県 ソフトバンクイオンモール水戸内原 茨城県水戸市内原２丁目１イオンモール水戸内原 ○

茨城県 ソフトバンク石岡 茨城県石岡市東大橋３１９０‐１ ○

茨城県 ソフトバンク下館 茨城県筑西市玉戸山ヶ島１０１８ー３５　玉戸モール内 ○

茨城県 ソフトバンク潮来 茨城県潮来市須賀２９５０‐３
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茨城県 ソフトバンクイオンモール土浦 茨城県土浦市上高津３６７番地（Ｔ２３２‐１区画） ○

茨城県 ソフトバンク土浦 茨城県土浦市真鍋新町１９‐１１ ○

茨城県 ソフトバンク神立 茨城県土浦市中神立町２６‐２３

茨城県 ソフトバンクイオンタウン水戸南 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡３４８０‐１０１

茨城県 ソフトバンク東海 茨城県那珂郡東海村大字舟石川６０７‐４２ ○

茨城県 ソフトバンク那珂 茨城県那珂市菅谷２２３３‐２ ○

茨城県 ソフトバンク日立多賀 茨城県日立市千石町３丁目１１‐２９

茨城県 ソフトバンク日立 茨城県日立市弁天町２丁目１‐１ ○

茨城県 ソフトバンク鉾田 茨城県鉾田市新鉾田１丁目２‐２ ○

茨城県 ソフトバンク竜ヶ崎 茨城県龍ケ崎市久保台２丁目１‐１９ ○

群馬県 ソフトバンクみどり 群馬県みどり市笠懸町阿左美１６６０‐１ ○

群馬県 ソフトバンク安中 群馬県安中市原市６２１‐１ ○

群馬県 ソフトバンク伊勢崎 群馬県伊勢崎市宮子町３４２１‐１３ ○

群馬県 ソフトバンクスマーク伊勢崎 群馬県伊勢崎市西小保方町３４６‐３　ＳＭＡＲＫ伊勢崎２Ｆ ○

群馬県 ソフトバンク伊勢崎中央 群馬県伊勢崎市中央町２２‐５ ○

群馬県 ソフトバンク館林 群馬県館林市本町４丁目７０４番１ ○

群馬県 ソフトバンク桐生 群馬県桐生市相生町１丁目３１９‐１３ ○

群馬県 ソフトバンク高崎 群馬県高崎市高関町３４５

群馬県 ソフトバンク高崎豊岡 群馬県高崎市上豊岡町８７６‐１

群馬県 ソフトバンク高崎中居 群馬県高崎市中居町４丁目２２‐１ ○

群馬県 ソフトバンクイオンモール高崎 群馬県高崎市棟高町１４００番地　イオンモール高崎３階

群馬県 ソフトバンク群馬県央 群馬県高崎市棟高町１８６８‐１１０ ○

群馬県 ソフトバンク渋川 群馬県渋川市渋川１８１３‐２３

群馬県 ソフトバンク沼田 群馬県沼田市下久屋町字下原１０７５‐７

群馬県 ソフトバンク前橋関根 群馬県前橋市関根町１丁目１５‐３ ○

群馬県 ソフトバンク新前橋フォレストモール 群馬県前橋市古市町１８０‐１ ○

群馬県 ソフトバンク前橋三俣 群馬県前橋市三俣町３丁目３３‐３５ ○

群馬県 ソフトバンク前橋みなみモール 群馬県前橋市新堀町１０４７

群馬県 ソフトバンクけやきウォーク前橋 群馬県前橋市文京町２丁目１‐１　けやきウォーク前橋１ ○

群馬県 ソフトバンク新田 群馬県太田市新田市野井町５９７‐１ ○

群馬県 ソフトバンク太田中央 群馬県太田市西本町５６‐１ ○

群馬県 ソフトバンクイオンモール太田 群馬県太田市石原町８１　イオンモール太田２Ｆ

群馬県 ソフトバンク太田 群馬県太田市飯塚町２０５７

群馬県 ソフトバンクフレスポ藤岡 群馬県藤岡市森４５２‐７　Ｇ棟 ○

群馬県 ソフトバンク富岡 群馬県富岡市富岡１８９６番１

群馬県 ソフトバンク群馬大泉 群馬県邑楽郡大泉町東小泉２丁目３５‐２８ ○

山梨県 ソフトバンクラザウォーク甲斐双葉 山梨県甲斐市志田字柿木６４５‐１

山梨県 ソフトバンクアルプス通り 山梨県甲斐市西八幡３６２９‐１５ ○

山梨県 ソフトバンク甲府西 山梨県甲府市下飯田３丁目８‐２９ ○

山梨県 ソフトバンク甲府向町 山梨県甲府市向町（字蛭田）１５２番地１

山梨県 ソフトバンク山梨市駅前 山梨県山梨市上神内川１５１１

山梨県 ソフトバンク甲府昭和 山梨県中巨摩郡昭和町西条１８‐１ ○

山梨県 ソフトバンクイオンモール甲府昭和 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１５０５‐１　１Ｆ ○

山梨県 ソフトバンク石和 山梨県笛吹市石和町窪中島１１８‐１ ○

山梨県 ソフトバンク都留 山梨県都留市田野倉１１３‐１

山梨県 ソフトバンク韮崎 山梨県韮崎市藤井町南下條２２９‐１　オギノ韮崎ショッピングセンター内

山梨県 ソフトバンク富士吉田 山梨県富士吉田市下吉田６丁目２０‐１０ ○
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新潟県 ソフトバンク燕吉田 新潟県燕市吉田法花堂１８８３‐１　法花堂Ｙビル１‐Ａ

新潟県 ソフトバンクプラント見附 新潟県見附市上新田町７２５‐１　スーパーセンタープラント５

新潟県 ソフトバンク県央 新潟県三条市須頃２丁目３１ ○

新潟県 ソフトバンク三条中央 新潟県三条市東裏館２丁目１５‐５ ○

新潟県 ソフトバンク十日町 新潟県十日町市高田町６丁目７４０‐５ ○

新潟県 ソフトバンク上越モール 新潟県上越市とよば２３９番の１　上越モール内 ○

新潟県 ソフトバンク上越 新潟県上越市下門前１７５２ ○

新潟県 ソフトバンク上越謙信公大通 新潟県上越市新光町２丁目１０‐１０ ○

新潟県 ソフトバンクアピタ新潟亀田 新潟県新潟市江南区鵜ノ子４丁目４６６番地　アピタ新潟亀田店内 ○

新潟県 ソフトバンク新津 新潟県新潟市秋葉区古田１丁目６‐１１ ○

新潟県 ソフトバンク亀貝 新潟県新潟市西区亀貝１４０１番地 ○

新潟県 ソフトバンク新潟大学前 新潟県新潟市西区坂井字村上７１７‐１ ○

新潟県 ソフトバンク新潟小新 新潟県新潟市西区小新４丁目８‐４７　グランディオス白鳥 ○

新潟県 ソフトバンク新潟弁天インター 新潟県新潟市中央区紫竹山５丁目１番２１号 ○

新潟県 ソフトバンクデッキー４０１ 新潟県新潟市中央区上近江４丁目１２‐２０

新潟県 ソフトバンク古町 新潟県新潟市中央区東堀前通６番町１０５８‐１ ○

新潟県 ソフトバンク新潟河渡 新潟県新潟市東区河渡庚２４７‐１ ○

新潟県 ソフトバンクイオン新潟東 新潟県新潟市東区大形本町３丁目１‐２　３Ｆ ○

新潟県 ソフトバンクイオン白根 新潟県新潟市南区能登４０９‐２

新潟県 ソフトバンク豊栄 新潟県新潟市北区かぶとやま２丁目１‐６２　ベイシア豊栄内 ○

新潟県 ソフトバンクイオンモール新発田 新潟県新発田市住吉町５丁目１１番地５号　イオンモール新発田内

新潟県 ソフトバンク新発田 新潟県新発田市新栄町３丁目１番１７号 ○

新潟県 ソフトバンク村上 新潟県村上市新町１１‐２４

新潟県 ソフトバンクアクロスプラザ長岡 新潟県長岡市沖田１丁目６番

新潟県 ソフトバンク長岡 新潟県長岡市七日町字川原３０２

新潟県 ソフトバンクリバーサイド千秋 新潟県長岡市千秋２丁目２７８ ○

新潟県 ソフトバンクイオン六日町 新潟県南魚沼市余川３１００ ○

新潟県 ソフトバンク柏崎 新潟県柏崎市松美２丁目２‐３１ ○

長崎県 ＳｏｆｔＢａｎｋ　ＮＥＸ　Ｓａｓｅｂｏ 長崎県佐世保市平瀬町米軍基地内ビルディング３１１　ＮＥＸ／ＳｏｆｔＢａｎｋ ○

長野県 ソフトバンク安曇野 長野県安曇野市穂高２５７７‐２

長野県 ソフトバンク伊那 長野県伊那市西町５１３９‐３ ○

長野県 ソフトバンク塩尻 長野県塩尻市大字広丘野村１７４８番地４ ○

長野県 ソフトバンクレイクウォーク岡谷 長野県岡谷市銀座１丁目１‐５　レイクウォーク岡谷２階

長野県 ソフトバンク茅野 長野県茅野市ちの横内２８１３‐２ ○

長野県 ソフトバンク佐久平 長野県佐久市岩村田１３０７‐１３ ○

長野県 ソフトバンクイオンモール佐久平 長野県佐久市佐久平駅南１１‐１０ ○

長野県 ソフトバンク小諸 長野県小諸市丙水押４０４‐１

長野県 ソフトバンク松本西 長野県松本市宮田２‐１ ○

長野県 ソフトバンクＭＩＤＯＲＩ松本 長野県松本市深志１丁目１‐１　松本ステーションビル３Ｆ ○

長野県 ソフトバンク松本村井 長野県松本市村井町南１丁目２８‐１

長野県 ソフトバンクイオンモール松本 長野県松本市中央４丁目９‐５１　イオンモール松本３階　晴庭 ○

長野県 ソフトバンク上田 長野県上田市材木町２丁目２‐１ ○

長野県 ソフトバンクＡｒｉｏ上田 長野県上田市天神３丁目５‐１ ○

長野県 ソフトバンク諏訪 長野県諏訪市大字四賀１５５７番地

長野県 ソフトバンク須坂 長野県須坂市大字塩川町５１２‐５　ホワイトレジデンス１Ｆ ○

長野県 ソフトバンク千曲 長野県千曲市大字屋代２０７２‐３ ○

長野県 ソフトバンク中野バイパス 長野県中野市大字新井４１２‐４ ○

19 / 48 ページ



ソフトバンクショップ　Google Pixel Watch 取扱い店舗一覧（2023年2月現在）

長野県 ソフトバンク長野北 長野県長野市稲田２丁目５５番１７号 ○

長野県 ソフトバンク長野南バイパス 長野県長野市稲里町中央１丁目３‐４５ ○

長野県 ソフトバンク長野中央 長野県長野市大字稲葉上千田沖３２９‐３ ○

長野県 ソフトバンク北尾張部 長野県長野市大字北尾張部３９８‐４ ○

長野県 ソフトバンク平林 長野県長野市平林２丁目１５‐２６

長野県 ソフトバンク座光寺 長野県飯田市座光寺４７４１‐１

長野県 ソフトバンク飯田 長野県飯田市鼎一色６５‐１ ○

栃木県 ソフトバンク氏家 栃木県さくら市卯の里２丁目２６‐３　卯の里貸店舗１号室

栃木県 ソフトバンクインターパーク宇都宮 栃木県宇都宮市インターパーク２丁目１４番地１０ ○

栃木県 ソフトバンク宇都宮テクノポリス 栃木県宇都宮市ゆいの杜５丁目８‐１２ ○

栃木県 ソフトバンク宇都宮東 栃木県宇都宮市元今泉３丁目１０‐２５ ○

栃木県 ソフトバンク宇都宮宮環細谷 栃木県宇都宮市細谷町７３３‐１ ○

栃木県 ソフトバンク宇都宮西川田 栃木県宇都宮市西川田町８５０‐１ ○

栃木県 ソフトバンクＴＳＵＴＡＹＡ宇都宮竹林 栃木県宇都宮市竹林町５４９‐１

栃木県 ソフトバンク宇都宮鶴田 栃木県宇都宮市鶴田１丁目９番７号 ○

栃木県 ソフトバンクベルモール宇都宮 栃木県宇都宮市陽東６丁目２‐１　ベルモール２Ｆ ○

栃木県 ソフトバンク小金井駅東 栃木県下野市駅東４丁目５番２２ ○

栃木県 ソフトバンクサンテラス佐野 栃木県佐野市高萩町５０９‐３ ○

栃木県 ソフトバンク佐野堀米 栃木県佐野市堀米町１６０８‐２ ○

栃木県 ソフトバンク鹿沼 栃木県鹿沼市西茂呂１丁目４‐１ ○

栃木県 ソフトバンク小山 栃木県小山市城北６丁目４番地３ ○

栃木県 ソフトバンク小山城南 栃木県小山市東城南１丁目３１‐８ ○

栃木県 ソフトバンク真岡 栃木県真岡市下高間木１丁目１３‐３

栃木県 ソフトバンク足利 栃木県足利市山川町６４８‐１ ○

栃木県 ソフトバンク足利コムファースト 栃木県足利市朝倉町２４５番地５コムファーストショッピングセンター専門店街２階 ○

栃木県 ソフトバンク大田原浅香 栃木県大田原市浅香１丁目４‐２４ ○

栃木県 ソフトバンク栃木 栃木県栃木市大町２９‐２２ ○

栃木県 ソフトバンクヨークタウン大平 栃木県栃木市大平町下皆川２１００番地１

栃木県 ソフトバンク黒磯厚崎 栃木県那須塩原市上厚崎３６８‐８ ○

栃木県 ソフトバンクイオン今市 栃木県日光市豊田７９‐１　イオン今市店内

栃木県 ソフトバンク矢板 栃木県矢板市末広町４１‐１１ ○

東海 愛知県 ソフトバンク甚目寺 愛知県あま市坂牧坂塩５５‐１ ○

愛知県 ソフトバンク七宝 愛知県あま市七宝町桂城之堀３０‐３

愛知県 ソフトバンク美和 愛知県あま市丹波南屋敷２４‐１ ○

愛知県 ソフトバンクアイ・モール三好 愛知県みよし市三好町青木８８　アイ・モール三好２Ｆ

愛知県 ソフトバンク三好ヶ丘 愛知県みよし市福谷町竹ヶ花１０‐６ ○

愛知県 ソフトバンク愛西佐屋 愛知県愛西市西保町同所新田１４‐１ ○

愛知県 ソフトバンク東郷 愛知県愛知郡東郷町清水１丁目２番地４ ○

愛知県 ソフトバンク安城高棚 愛知県安城市高棚町中島１６０‐２ ○

愛知県 ソフトバンク安城桜井 愛知県安城市桜井町新田２５‐１ ○

愛知県 ソフトバンク安城住吉 愛知県安城市住吉町３丁目９２６‐１５

愛知県 ソフトバンク新安城 愛知県安城市東栄町３丁目５‐３ ○

愛知県 ソフトバンク安城 愛知県安城市南町１５丁目２４ ○

愛知県 ソフトバンク東刈谷 愛知県安城市緑町２丁目１８‐３ ○

愛知県 ソフトバンク一宮妙興寺 愛知県一宮市花池３丁目１２‐３ ○

愛知県 ソフトバンク一宮開明 愛知県一宮市開明字南井保里２２‐２ ○

愛知県 ソフトバンク一宮今伊勢 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字五輪野４０番地 ○
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愛知県 ソフトバンク尾西中島 愛知県一宮市小信中島字郷東１６‐１ ○

愛知県 ソフトバンク一宮バイパス 愛知県一宮市浅野字土井ノ内１１０番 ○

愛知県 ソフトバンク一宮富士 愛知県一宮市富士２丁目２‐１ ○

愛知県 ソフトバンクイオンモール木曽川 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池２５‐１　イオンモール木曽川内３３２区画 ○

愛知県 ソフトバンクアピタ木曽川 愛知県一宮市木曽川町黒田八ノ通り５１番地の４　アピタ木曽川店１階 ○

愛知県 ソフトバンク稲沢駅南 愛知県稲沢市駅前４丁目１番地１ ○

愛知県 ソフトバンク稲沢警察署前 愛知県稲沢市西町３丁目１６３‐８

愛知県 ソフトバンクリーフウォーク稲沢 愛知県稲沢市長野７丁目１‐２　リーフウォーク稲沢１６４ ○

愛知県 ソフトバンク稲沢平和 愛知県稲沢市平和町下起南２５６

愛知県 ソフトバンク岡崎ウィングタウン 愛知県岡崎市羽根町字小豆坂３番地　ウィングタウン内 ○

愛知県 ソフトバンク岡崎南 愛知県岡崎市若松東１丁目９番地２０

愛知県 ソフトバンク岡崎上里 愛知県岡崎市上里２丁目１‐７ ○

愛知県 ソフトバンク岡崎北 愛知県岡崎市石神町５‐２ ○

愛知県 ソフトバンク岡崎矢作 愛知県岡崎市東大友町字松花６２‐１

愛知県 ソフトバンク岡崎東 愛知県岡崎市洞町字西浦２４‐１ ○

愛知県 ソフトバンクイオンタウン岡崎美合 愛知県岡崎市美合町字つむぎ南１番１　イオンタウン岡崎美合１階

愛知県 ソフトバンク岡崎上和田 愛知県岡崎市法性寺町字猿待１６‐３．　オーレンジ岡崎ビル１Ｆ

愛知県 ソフトバンク岡崎六ッ美 愛知県岡崎市牧御堂町字郷中１６‐７ ○

愛知県 ソフトバンク蟹江 愛知県海部郡蟹江町本町５丁目６３番３

愛知県 ソフトバンク三ヶ根 愛知県額田郡幸田町大字深溝字山脇２３‐１

愛知県 ソフトバンクカメリアガーデン幸田 愛知県額田郡幸田町大字相見字沖原６

愛知県 ソフトバンク蒲郡 愛知県蒲郡市神明町６番６号　キャッスルハイツ蒲郡神明１Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク愛教大前 愛知県刈谷市井ケ谷町桜島６０‐１ ○

愛知県 ソフトバンク刈谷 愛知県刈谷市高倉町２丁目７０８番地 ○

愛知県 ソフトバンク刈谷国１ 愛知県刈谷市今川町井田８１‐１ ○

愛知県 ソフトバンクアピタ刈谷 愛知県刈谷市南桜町２丁目５６番地１‐２Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク岩倉 愛知県岩倉市大地町小森２８‐１ ○

愛知県 ソフトバンク犬山羽黒 愛知県犬山市大字羽黒新田字上島４０番１ ○

愛知県 ソフトバンク犬山キャスタ 愛知県犬山市天神町１丁目１ ○

愛知県 ソフトバンク江南中央 愛知県江南市古知野町桃源１０番地 ○

愛知県 ソフトバンク江南団地前 愛知県江南市前飛保町寺町９４‐２ ○

愛知県 ソフトバンク高浜 愛知県高浜市神明町２丁目２‐１７ ○

愛知県 ソフトバンク高蔵寺 愛知県春日井市気噴町北１丁目１７８ ○

愛知県 ソフトバンク春日井高山 愛知県春日井市高山町３丁目１０‐１２ ○

愛知県 ソフトバンク春日井篠木 愛知県春日井市篠木町７丁目５‐１ ○

愛知県 ソフトバンク春日井 愛知県春日井市若草通３丁目５７　メインビル１Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク春日井神領 愛知県春日井市大留町７丁目１１‐６ ○

愛知県 ソフトバンク高蔵寺ニュータウン 愛知県春日井市中央台２丁目４番８ ○

愛知県 ソフトバンク春日井西 愛知県春日井市町屋町３５９８‐１ ○

愛知県 ソフトバンクイーアス春日井 愛知県春日井市六軒屋町字東丘２２　イーアス春日井２Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク小牧 愛知県小牧市間々本町１２３　ＢＢ　ｋｏｍａｋｉ１Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク小牧郷中 愛知県小牧市郷中１丁目２０

愛知県 ソフトバンクＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ桃花台 愛知県小牧市古雅１丁目１　ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ桃花台２Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク小牧田県 愛知県小牧市田県町９９ ○

愛知県 ソフトバンクイオンモール常滑 愛知県常滑市りんくう町２丁目２０番３　イオンモール常滑 ○

愛知県 ソフトバンク常滑中央 愛知県常滑市字社辺７‐１ ○

愛知県 ソフトバンクカインズ常滑 愛知県常滑市虹の丘３丁目１５２番地　カインズ常滑内
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愛知県 ソフトバンク新城けいさつ前 愛知県新城市城北３丁目１‐２１ ○

愛知県 ソフトバンク瀬戸中央 愛知県瀬戸市共栄通２丁目２ ○

愛知県 ソフトバンク瀬戸西 愛知県瀬戸市西原町１丁目６８ ○

愛知県 ソフトバンクヨシヅヤ清洲 愛知県清須市西市場５丁目５‐３　ヨシヅヤ清洲店１Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク西枇杷島 愛知県清須市西枇杷島町二見１１‐１ ○

愛知県 ソフトバンク豊山 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字神戸１１５

愛知県 ソフトバンクエアポートウォーク名古屋 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先１番８号　エアポートウォーク名古屋１Ｆ ○

愛知県 ソフトバンクＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ吉良 愛知県西尾市吉良町吉田天笠桂１６ー３　ピアゴ吉良店１階 ○

愛知県 ソフトバンク西尾国森 愛知県西尾市国森町百々２３‐２

愛知県 ソフトバンク西尾徳次 愛知県西尾市徳次町下十五夜４８番地２ ○

愛知県 ソフトバンク西尾米津 愛知県西尾市米津町宮浦１５‐１ ○

愛知県 ソフトバンク大府 愛知県大府市月見町３丁目１５

愛知県 ソフトバンク共和 愛知県大府市東新町２丁目１９４ ○

愛知県 ソフトバンクリソラ大府 愛知県大府市柊山町１丁目９８　リソラ大府ショッピングテラス ○

愛知県 ソフトバンクイオンモール扶桑 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚５‐１　イオンモール扶桑２Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク扶桑 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字長畑５４０ ○

愛知県 ソフトバンク阿久比駅前 愛知県知多郡阿久比町大字阿久比字駅前１丁目１４ ○

愛知県 ソフトバンクイオンモール東浦 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３‐２　イオンモール東浦２Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク東浦 愛知県知多郡東浦町大字緒川字八郎兵衛１８‐２ ○

愛知県 ソフトバンク武豊 愛知県知多郡武豊町字祠峯２丁目５３ ○

愛知県 ソフトバンク知多中部 愛知県知多市新知東町２丁目２６‐３２

愛知県 ソフトバンク知多 愛知県知多市清水が丘１丁目１０４‐１

愛知県 ソフトバンクギャラリエアピタ知立 愛知県知立市長篠町１８番地の１ギャラリエアピタ知立店内 ○

愛知県 ソフトバンク知立 愛知県知立市鳥居１丁目１６番地１ ○

愛知県 ソフトバンク長久手 愛知県長久手市蟹原１０２　アーバングリーン１階 ○

愛知県 ソフトバンクイオンモール長久手 愛知県長久手市勝入塚５０１番地　イオンモール長久手　３階 ○

愛知県 ソフトバンク津島 愛知県津島市今市場町４丁目９　サンガーデン１Ｆ

愛知県 ソフトバンク田原 愛知県田原市東赤石４丁目１１ ○

愛知県 ソフトバンク東海南加木屋 愛知県東海市加木屋町中平地７０‐２ ○

愛知県 ソフトバンクアピタ東海荒尾 愛知県東海市荒尾町山王前６０番地　アピタ東海荒尾　内１階 ○

愛知県 ソフトバンク富木島 愛知県東海市富木島町伏見３丁目９番３

愛知県 ソフトバンク日進 愛知県日進市栄２丁目１４０４ ○

愛知県 ソフトバンク香久山 愛知県日進市香久山３丁目１６０４ ○

愛知県 ソフトバンクプライムツリー赤池 愛知県日進市赤池町箕ノ手１番 ○

愛知県 ソフトバンク日進竹の山 愛知県日進市竹の山２丁目４１３番地

愛知県 ソフトバンク半田亀崎 愛知県半田市新居町５丁目１１１番地 ○

愛知県 ソフトバンク半田 愛知県半田市星崎町３丁目３９‐５２ ○

愛知県 ソフトバンク尾張旭印場 愛知県尾張旭市東印場町４丁目５‐６

愛知県 ソフトバンク三郷西 愛知県尾張旭市北山町北新田１９番３　ＭＪビル１Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク碧南 愛知県碧南市荒子町５丁目５２ ○

愛知県 ソフトバンク豊橋南 愛知県豊橋市向草間町字北新切１０９‐１ ○

愛知県 ソフトバンク豊橋佐藤 愛知県豊橋市佐藤４丁目１‐７ ○

愛知県 ソフトバンク豊橋曙 愛知県豊橋市曙町字南松原１２０番地１ ○

愛知県 ソフトバンク豊橋新栄 愛知県豊橋市新栄町字南小向８１‐４

愛知県 ソフトバンク豊橋大清水 愛知県豊橋市大清水町字大清水３‐８９６ ○

愛知県 ソフトバンク豊橋岩田 愛知県豊橋市中岩田３丁目３‐１５ ○

愛知県 ソフトバンク豊橋藤沢 愛知県豊橋市柱六番町１３１‐１ ○
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愛知県 ソフトバンク豊橋東田 愛知県豊橋市東田町字東前山１０‐１ ○

愛知県 ソフトバンク豊橋西 愛知県豊橋市東脇１丁目７‐１

愛知県 ソフトバンク豊川中央 愛知県豊川市久保町社地１０‐１

愛知県 ソフトバンク豊川西 愛知県豊川市御油町行力１８番地１

愛知県 ソフトバンク豊川南 愛知県豊川市正岡町西深田３４５‐１ ○

愛知県 ソフトバンク豊川 愛知県豊川市中央通５丁目８ ○

愛知県 ソフトバンク豊川インター 愛知県豊川市東曙町２６７ ○

愛知県 ソフトバンク豊川八幡 愛知県豊川市野口町新屋敷７９‐１ ○

愛知県 ソフトバンクイオンスタイル豊田 愛知県豊田市広路町１丁目１番 ○

愛知県 ソフトバンクメグリア本店 愛知県豊田市山之手８丁目９２番地　メグリア本店 ○

愛知県 ソフトバンク豊田高橋 愛知県豊田市上野町５丁目８‐７

愛知県 ソフトバンク豊田浄水駅前 愛知県豊田市浄水町伊保原４２７ ○

愛知県 ソフトバンク豊田梅坪 愛知県豊田市東梅坪町２丁目６‐５

愛知県 ソフトバンク豊田上郷 愛知県豊田市桝塚西町南小畔１６‐８

愛知県 ソフトバンク豊明 愛知県豊明市三崎町中ノ坪２６‐１４ ○

愛知県 ソフトバンク豊明前後 愛知県豊明市前後町三ツ谷１３５３‐６

愛知県 ソフトバンク西春 愛知県北名古屋市九之坪竹田１１３‐１

愛知県 ソフトバンク師勝 愛知県北名古屋市鹿田合田７８‐１　センタースクエア師勝 ○

愛知県 ソフトバンク築地口 愛知県名古屋市港区港栄４丁目３‐２５ ○

愛知県 ソフトバンクららぽーと名古屋みなとアクルス 愛知県名古屋市港区港明２丁目３‐２ららぽーと名古屋みなとアクルス３Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク南陽 愛知県名古屋市港区七反野１丁目６０５番地

愛知県 ソフトバンク当知 愛知県名古屋市港区甚兵衛通１丁目２５‐１ ○

愛知県 ソフトバンクイオンモール名古屋茶屋 愛知県名古屋市港区西茶屋２丁目１１イオンモール名古屋茶屋１Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク守山吉根 愛知県名古屋市守山区吉根１丁目２０９

愛知県 ソフトバンク守山幸心 愛知県名古屋市守山区幸心２丁目４２０番地 ○

愛知県 ソフトバンク守山城下 愛知県名古屋市守山区新城２５‐２０ ○

愛知県 ソフトバンク守山 愛知県名古屋市守山区川村町３６２ ○

愛知県 ソフトバンクなごや大森 愛知県名古屋市守山区大森４丁目１６１０ ○

愛知県 ソフトバンク四軒家 愛知県名古屋市守山区白山４丁目２０１番地

愛知県 ソフトバンクイオン八事 愛知県名古屋市昭和区広路町字石坂２‐１　イオン八事１Ｆ

愛知県 ソフトバンクカインズ名古屋堀田 愛知県名古屋市瑞穂区新開町２４‐５５　カインズホーム名古屋堀田店内

愛知県 ソフトバンク桜山 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通１丁目３４　サンマリーノ１Ｆ

愛知県 ソフトバンクイオンタウン名西 愛知県名古屋市西区香呑町６丁目４９番地１　イオンタウン名西　２階 ○

愛知県 ソフトバンク康生通 愛知県名古屋市西区児玉２丁目２６‐２３　アーバンハイツ児玉 ○

愛知県 ソフトバンク則武新町 愛知県名古屋市西区則武新町３丁目１‐１７イオンモールNagoyaNoritakeGarden

愛知県 ソフトバンク小田井 愛知県名古屋市西区中小田井２丁目１９５　フローラタウン１Ｆ

愛知県 ソフトバンクｍｏｚｏワンダーシティ上小田井 愛知県名古屋市西区二方町４０‐４５３　ｍｏｚｏワンダーシティ４Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク猪子石 愛知県名古屋市千種区宮根台１丁目５‐２ ○

愛知県 ソフトバンク本山 愛知県名古屋市千種区四谷通１丁目１８‐１ ○

愛知県 ソフトバンク池下 愛知県名古屋市千種区春岡１丁目２番１９号　　伊藤ビル１Ｆ ○

愛知県 ソフトバンクイオンタウン千種 愛知県名古屋市千種区千種２丁目１６番１３号 ○

愛知県 ソフトバンク吹上 愛知県名古屋市千種区千種通６丁目２５　センチュリースクエア千種１階 ○

愛知県 ソフトバンク古出来 愛知県名古屋市千種区北千種１丁目１‐６ ○

愛知県 ソフトバンク栄 愛知県名古屋市中区栄３丁目４‐１５　鏡栄ビル１Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク名古屋リペアカウンター 愛知県名古屋市中区錦３丁目２５‐１１　日生村瀬ビル１Ｆ

愛知県 ソフトバンク名古屋 愛知県名古屋市中区錦３丁目２５‐１１　日生村瀬ビル１Ｆ ○

愛知県 ソフトバンクアスナル金山 愛知県名古屋市中区金山１丁目１７‐１ ○
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愛知県 ソフトバンク大須 愛知県名古屋市中区大須４丁目２番５８号　大和ビル１Ｆ

愛知県 ソフトバンク高畑 愛知県名古屋市中川区高畑４丁目１３６　アトレＨＡＹＡＳＨＩ１Ｆ

愛知県 ソフトバンクアズタウン 愛知県名古屋市中川区新家１丁目１９１７番地 ○

愛知県 ソフトバンク太平通 愛知県名古屋市中川区太平通５丁目５

愛知県 ソフトバンク中川昭和橋通 愛知県名古屋市中川区中島新町４丁目１０７ ○

愛知県 ソフトバンク中川八熊通 愛知県名古屋市中川区八熊通５丁目５２

愛知県 ソフトバンク岩塚本通 愛知県名古屋市中村区岩塚本通４丁目１

愛知県 ソフトバンク本陣 愛知県名古屋市中村区十王町６‐１７　第１三鈴ビル１Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク中村公園 愛知県名古屋市中村区鳥居西通１丁目３３

愛知県 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２５番９号　第一堀内ビル１Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク名古屋サンロード 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目７番２５号

愛知県 ソフトバンク植田北 愛知県名古屋市天白区一本松１丁目１２０２ ○

愛知県 ソフトバンク島田橋 愛知県名古屋市天白区元八事１丁目１２６番地 ○

愛知県 ソフトバンク原 愛知県名古屋市天白区原２丁目５０８番地　リバーサイドヒルズ１Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク平針 愛知県名古屋市天白区向が丘３丁目１１０７ ○

愛知県 ソフトバンク天白 愛知県名古屋市天白区植田南２丁目９０１　グランパフィオ ○

愛知県 ソフトバンク大曽根赤塚 愛知県名古屋市東区赤塚町３‐１５　たつみビル１階

愛知県 ソフトバンク車道 愛知県名古屋市東区筒井３丁目３０‐１２ ○

愛知県 ソフトバンクイオンモールナゴヤドーム前 愛知県名古屋市東区矢田南４丁目１０２番３号 ○

愛知県 ソフトバンクイオンモール新瑞橋 愛知県名古屋市南区菊住１丁目７‐１０　イオンモール新瑞橋３Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク柴田 愛知県名古屋市南区柴田本通２丁目１３ ○

愛知県 ソフトバンク笠寺 愛知県名古屋市南区前浜通３丁目２７ ○

愛知県 ソフトバンクイオンタウン熱田千年 愛知県名古屋市熱田区千年１丁目１６‐３０ ○

愛知県 ソフトバンクイオンモール熱田 愛知県名古屋市熱田区六野１丁目２‐１１　イオンモール熱田３Ｆ ○

愛知県 ソフトバンク黒川 愛知県名古屋市北区萩野通１丁目２‐２ ○

愛知県 ソフトバンク上飯田 愛知県名古屋市北区平安２丁目３番３２号　第２諏訪ビル

愛知県 ソフトバンク高針 愛知県名古屋市名東区新宿２丁目５‐３　エムエスビル１階

愛知県 ソフトバンク名東文教台 愛知県名古屋市名東区文教台２丁目１０１　エンペランス文教台１階

愛知県 ソフトバンク藤ヶ丘 愛知県名古屋市名東区明が丘１２２　はとビル１Ｆ

愛知県 ソフトバンク野並 愛知県名古屋市緑区古鳴海１丁目２３番 ○

愛知県 ソフトバンク滝ノ水 愛知県名古屋市緑区大形山３０９番１ ○

愛知県 ソフトバンク大高インター 愛知県名古屋市緑区大高町字定納山１‐２０１３‐１ ○

愛知県 ソフトバンク緑徳重 愛知県名古屋市緑区鶴が沢１丁目２２０２ ○

愛知県 ソフトバンク桶狭間 愛知県名古屋市緑区緑花台７０７ ○

愛知県 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 ○

愛知県 ソフトバンク弥富十四山 愛知県弥富市鍋平２丁目６０‐１ ○

愛知県 ソフトバンクららぽーと愛知東郷 愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業６２街区１、３ ○

岐阜県 ソフトバンク岐南 岐阜県羽島郡岐南町八剣１丁目１９ ○

岐阜県 ソフトバンクバロー羽島インター 岐阜県羽島市江吉良町２９３９ ○

岐阜県 ソフトバンク岐阜羽島 岐阜県羽島市足近町７丁目６１７

岐阜県 ソフトバンク下呂 岐阜県下呂市萩原町花池字川原１６４‐１　バロー萩原店内

岐阜県 ソフトバンクラスパ御嵩 岐阜県可児郡御嵩町上恵土字西畑１０５２‐１ ○

岐阜県 ソフトバンク可児 岐阜県可児市下恵土５６３５‐１ ○

岐阜県 ソフトバンク可児中恵土 岐阜県可児市中恵土字助太郎２３５９番地１０７‐２ ○

岐阜県 ソフトバンク海津 岐阜県海津市海津町高須町１１６６‐１ ○

岐阜県 ソフトバンクイオンタウン各務原鵜沼 岐阜県各務原市鵜沼西町３丁目３０９ ○

岐阜県 ソフトバンク各務原インター 岐阜県各務原市小佐野町１丁目３７番地
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岐阜県 ソフトバンクイオンタウン各務原 岐阜県各務原市蘇原花園町１丁目３６ ○

岐阜県 ソフトバンク各務原中央 岐阜県各務原市蘇原東島町４丁目３７ ○

岐阜県 ソフトバンクイオンモール各務原 岐阜県各務原市那加萱場町３丁目８　イオンモール各務原店　３階　３０４１区画 ○

岐阜県 ソフトバンク関旭ヶ丘 岐阜県関市旭ケ丘２丁目９番地１５号 ○

岐阜県 ソフトバンク関マーゴ 岐阜県関市倉知５１６　マーゴスポーツ館２階 ○

岐阜県 ソフトバンク岐阜芥見 岐阜県岐阜市芥見３丁目１７２ ○

岐阜県 ソフトバンク西鏡島 岐阜県岐阜市鏡島南１丁目７番４６号

岐阜県 ソフトバンク岐阜オーキッドパーク 岐阜県岐阜市香蘭１丁目１２オーキッドパーク東棟２階 ○

岐阜県 ソフトバンクマーサ２１ 岐阜県岐阜市正木中１丁目２‐１　マーサ２１　２Ｆ ○

岐阜県 ソフトバンクバロー長良 岐阜県岐阜市長良東２丁目４５　バロー長良店内 ○

岐阜県 ソフトバンク岐阜西 岐阜県岐阜市北島７丁目３‐４ ○

岐阜県 ソフトバンクカラフルタウン岐阜 岐阜県岐阜市柳津町丸野３丁目３‐６　カラフルタウン岐阜２Ｆ（２１５区画）

岐阜県 ソフトバンク岐阜茜部 岐阜県岐阜市六条江東１丁目２番８号 ○

岐阜県 ソフトバンク郡上八幡 岐阜県郡上市八幡町五町１丁目３番１

岐阜県 ソフトバンクエディオン恵那 岐阜県恵那市長島町中野１丁目７番地３ ○

岐阜県 ソフトバンク高山 岐阜県高山市天満町１丁目５‐８ ○

岐阜県 ソフトバンク高富 岐阜県山県市高富１１９１ ○

岐阜県 ソフトバンク瑞穂 岐阜県瑞穂市馬場小城町１丁目９３ ○

岐阜県 ソフトバンク瑞浪 岐阜県瑞浪市穂並１丁目９０ ○

岐阜県 ソフトバンク多治見インター 岐阜県多治見市光ケ丘３丁目５２　スーパーマーケットバロー光ヶ丘店　内 ○

岐阜県 ソフトバンク多治見 岐阜県多治見市十九田町１丁目５９ ○

岐阜県 ソフトバンク多治見南 岐阜県多治見市前畑町３丁目２５‐１ ○

岐阜県 ソフトバンク大垣インター南 岐阜県大垣市横曽根３丁目８９ ○

岐阜県 ソフトバンク大垣中央 岐阜県大垣市外野１丁目３２‐１ ○

岐阜県 ソフトバンクイオンモール大垣 岐阜県大垣市外野２丁目１００　イオンモール大垣１Ｆ ○

岐阜県 ソフトバンク久瀬川 岐阜県大垣市久瀬川町２丁目９‐３ ○

岐阜県 ソフトバンク大垣西 岐阜県大垣市熊野町４丁目１２２

岐阜県 ソフトバンクイオンタウン大垣 岐阜県大垣市三塚町丹瀬４６３‐１　イオンタウン大垣内

岐阜県 ソフトバンクアクアウォーク大垣 岐阜県大垣市林町６丁目８０‐２１ ○

岐阜県 ソフトバンク中津川 岐阜県中津川市中津川２９５１‐１３ ○

岐阜県 ソフトバンク土岐 岐阜県土岐市泉梅ノ木町１丁目７

岐阜県 ソフトバンクイオンモール土岐 岐阜県土岐市土岐津町土岐口１３７２番の１　イオンモール土岐１階 ○

岐阜県 ソフトバンク美濃加茂 岐阜県美濃加茂市太田町４３７９番地

岐阜県 ソフトバンクＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ美濃加茂 岐阜県美濃加茂市野笹町２丁目５‐６５

岐阜県 ソフトバンク美濃 岐阜県美濃市段町１０９‐２ ○

岐阜県 ソフトバンク垂井 岐阜県不破郡垂井町表佐４９１５‐１

岐阜県 ソフトバンク北方 岐阜県本巣郡北方町平成２丁目１８

岐阜県 ソフトバンクモレラ岐阜 岐阜県本巣市三橋１１００　モレラ岐阜１２０９‐２ ○

岐阜県 ソフトバンクイオンタウン本巣 岐阜県本巣市政田字下西浦１９８６番　１階　１０１区画 ○

岐阜県 ソフトバンク揖斐大野 岐阜県揖斐郡大野町大字黒野２７‐２

三重県 ソフトバンクいなべ 三重県いなべ市員弁町笠田新田４８‐１

三重県 ソフトバンク伊賀上野 三重県伊賀市小田町２５１ ○

三重県 ソフトバンク伊勢御薗 三重県伊勢市御薗町長屋２１７５ ○

三重県 ソフトバンクイオンタウン伊勢ララパーク 三重県伊勢市小木町曽祢５３８　イオンタウン伊勢ララパーク２Ｆ ○

三重県 ソフトバンク伊勢度会橋 三重県伊勢市中須町丸池６２２‐１

三重県 ソフトバンクイオンモール東員 三重県員弁郡東員町大字長深字築田５１０ー１イオンモール東員１Ｆ ○

三重県 ソフトバンク亀山 三重県亀山市東御幸町２２２亀山ショッピングセンターエコータウン内
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三重県 ソフトバンクイオンモール桑名 三重県桑名市新西方１丁目２２　イオンモール桑名３階 ○

三重県 ソフトバンク桑名大山田 三重県桑名市新西方２丁目１番地 ○

三重県 ソフトバンク桑名 三重県桑名市大字江場７１６‐１ ○

三重県 ソフトバンク桑名サンシパーク 三重県桑名市大字大仲新田新井水下９８‐１　桑名サンシパーク内 ○

三重県 ソフトバンク桑名駅前 三重県桑名市有楽町２７　アヅマヤビル１Ｆ

三重県 ソフトバンクイオンタウン菰野 三重県三重郡菰野町大字宿野字神明田３５７　イオンタウン菰野 ○

三重県 ソフトバンクトナリエ四日市 三重県四日市市安島１丁目３‐３１　トナリエ四日市２Ｆ

三重県 ソフトバンク四日市生桑 三重県四日市市生桑町２３８‐７ ○

三重県 ソフトバンク四日市川島 三重県四日市市川島新町４３番地３

三重県 ソフトバンク日永 三重県四日市市日永西２丁目２１‐７ ○

三重県 ソフトバンクイオンタウン四日市泊 三重県四日市市泊小柳町４番５‐１号　イオンタウン四日市泊１階 ○

三重県 ソフトバンク四日市北 三重県四日市市富州原町２６‐３ ○

三重県 ソフトバンク四日市羽津 三重県四日市市別名４丁目８０６ ○

三重県 ソフトバンク鵜方 三重県志摩市阿児町鵜方３０１６ ○

三重県 ソフトバンク松阪嬉野 三重県松阪市嬉野中川新町４丁目２５３

三重県 ソフトバンク松阪中央 三重県松阪市大塚町１１‐４

三重県 ソフトバンクアドバンスモール松阪 三重県松阪市田村町字蔵持２３５‐１ ○

三重県 ソフトバンク多気クリスタルタウン 三重県多気郡多気町仁田７５０　マックスバリュ多気クリスタルタウン内

三重県 ソフトバンクイオンモール明和 三重県多気郡明和町大字中村１２２３　イオンモール明和店２階 ○

三重県 ソフトバンク津駅西 三重県津市一身田上津部田１２１‐１

三重県 ソフトバンク河芸 三重県津市河芸町上野６９７‐５

三重県 ソフトバンクイオンタウン津城山 三重県津市久居小野辺町１１３０‐７イオンタウン津城山内

三重県 ソフトバンク久居 三重県津市久居北口町４９７‐３ ○

三重県 ソフトバンクイオンタウン芸濃 三重県津市芸濃町椋本一ツ谷３０８３

三重県 ソフトバンクイオンモール津南 三重県津市高茶屋小森町１４５番地　イオンモール津南３階

三重県 ソフトバンク津北 三重県津市島崎町３６番地 ○

三重県 ソフトバンク尾鷲 三重県尾鷲市野地町１２‐４３

三重県 ソフトバンク名張中央 三重県名張市鴻之台１番町１８１ ○

三重県 ソフトバンク鈴鹿 三重県鈴鹿市算所町１２５８‐１ ○

三重県 ソフトバンクイオンモール鈴鹿 三重県鈴鹿市庄野羽山４丁目１‐２　イオンモール鈴鹿１Ｆ ○

三重県 ソフトバンクマックスバリュ鈴鹿中央 三重県鈴鹿市西條町３６４‐１ ○

三重県 ソフトバンクイオンタウン鈴鹿玉垣 三重県鈴鹿市南玉垣町字玉垣５５２０番１０６ ○

三重県 ソフトバンク白子 三重県鈴鹿市白子３丁目８‐１ ○

三重県 ソフトバンク鈴鹿サーキット通り 三重県鈴鹿市野村町２７７ ○

静岡県 ソフトバンク伊東川奈 静岡県伊東市川奈１２５７‐１１７ ○

静岡県 ソフトバンク大仁 静岡県伊豆の国市田京２７３‐１０ ○

静岡県 ソフトバンク下田 静岡県下田市一丁目１‐５　ホワイトビル１Ｆ ○

静岡県 ソフトバンク掛川大池 静岡県掛川市大池５８８‐３

静岡県 ソフトバンク掛川 静岡県掛川市中央３丁目２４番 ○

静岡県 ソフトバンク菊川 静岡県菊川市加茂６１０５ ○

静岡県 ソフトバンク湖西 静岡県湖西市古見９７６‐５　１階 ○

静岡県 ソフトバンク浜岡 静岡県御前崎市池新田５８２６‐２１

静岡県 ソフトバンク御殿場 静岡県御殿場市東田中２丁目１‐１１ ○

静岡県 ソフトバンク御殿場中央 静岡県御殿場市茱萸沢１３８５ ○

静岡県 ソフトバンク三島徳倉 静岡県三島市徳倉８９６‐３ ○

静岡県 ソフトバンク清水町 静岡県駿東郡清水町久米田６１‐１ ○

静岡県 ソフトバンク沼津原 静岡県沼津市原１５４３‐１
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静岡県 ソフトバンク沼津香貫 静岡県沼津市三園町２‐７

静岡県 ソフトバンク沼津 静岡県沼津市若葉町１４番１６号　美菜里杏弐番館 ○

静岡県 ソフトバンクららぽーと沼津 静岡県沼津市東椎路字東荒３０１番地３ ○

静岡県 ソフトバンク焼津南 静岡県焼津市三右衛門新田１番地３　Ｔ・アベニュウ ○

静岡県 ソフトバンク大井川 静岡県焼津市宗高１５２９‐１

静岡県 ソフトバンク焼津 静岡県焼津市焼津１丁目４番２２号 ○

静岡県 ソフトバンク榛原 静岡県榛原郡吉田町住吉１３５９‐２ ○

静岡県 ソフトバンク裾野南 静岡県裾野市伊豆島田８２５‐２ ○

静岡県 ソフトバンク昭府 静岡県静岡市葵区昭府１丁目１８ー１ ○

静岡県 ソフトバンク静岡瀬名 静岡県静岡市葵区瀬名川３丁目２１‐６ ○

静岡県 ソフトバンク静岡 静岡県静岡市葵区伝馬町３‐１　深尾ビル１階

静岡県 ソフトバンクＡＯＫＩ静岡千代田 静岡県静岡市葵区東千代田２丁目１‐２２ＡＯＫＩ静岡千代田店１階

静岡県 ソフトバンク静岡本通 静岡県静岡市葵区本通１０丁目２９

静岡県 ソフトバンク静岡下川原 静岡県静岡市駿河区下川原南２１番３０号 ○

静岡県 ソフトバンクテレビ静岡前 静岡県静岡市駿河区聖一色２０４‐７

静岡県 ソフトバンク静岡南 静岡県静岡市駿河区中田４丁目２‐６ ○

静岡県 ソフトバンクベイドリーム清水 静岡県静岡市清水区駒越北町８番１号　ベイドリーム清水　１２５２区画 ○

静岡県 ソフトバンク清水大曲 静岡県静岡市清水区元城町７‐３１ ○

静岡県 ソフトバンク清水辻 静岡県静岡市清水区辻２丁目１２‐２０ ○

静岡県 ソフトバンク清水 静岡県静岡市清水区有東坂２丁目２６８‐１ ○

静岡県 ソフトバンク袋井 静岡県袋井市堀越３丁目１９‐１３　オーレンジ袋井ビル１Ｆ ○

静岡県 ソフトバンク函南 静岡県田方郡函南町間宮３５３‐３ ○

静岡県 ソフトバンク島田 静岡県島田市中央町１０‐２

静岡県 ソフトバンク島田南 静岡県島田市南１丁目４‐２３

静岡県 ソフトバンク藤枝東 静岡県藤枝市水守２丁目３番地の４ ○

静岡県 ソフトバンク藤枝北 静岡県藤枝市青木２丁目１８‐５ ○

静岡県 ソフトバンク藤枝 静岡県藤枝市田沼１丁目１９番５号 ○

静岡県 ソフトバンク磐田上岡田 静岡県磐田市上岡田８５６‐９１ ○

静岡県 ソフトバンク磐田豊田 静岡県磐田市森下１２‐６ ○

静岡県 ソフトバンクイオンタウン磐田 静岡県磐田市西貝塚横須賀道北３６９０　イオンタウン磐田ショッピングセンター ○

静岡県 ソフトバンク浜松志都呂 静岡県浜松市西区志都呂２丁目３６‐１

静岡県 ソフトバンク浜松入野 静岡県浜松市西区入野町字彦尾前７８３番地１ ○

静岡県 ソフトバンクイオンタウン浜松葵 静岡県浜松市中区葵西３丁目２５‐１ ○

静岡県 ソフトバンク浜松中央 静岡県浜松市中区曳馬６丁目２０‐１ ○

静岡県 ソフトバンク浜松南 静岡県浜松市中区森田町２０５‐１ ○

静岡県 ソフトバンクＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ浜松泉町 静岡県浜松市中区泉１丁目６番１号ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ浜松泉町店

静岡県 ソフトバンク浜松東 静岡県浜松市中区船越町５４‐１０

静岡県 ソフトバンク浜松富塚 静岡県浜松市中区富塚町２０６１番１

静岡県 ソフトバンク浜松笠井 静岡県浜松市東区笠井町１２１０

静岡県 ソフトバンクイオンモール浜松市野 静岡県浜松市東区天王町字諏訪　１９８１‐３　イオンモール浜松市野　２Ｆ ○

静岡県 ソフトバンク浜松都盛 静岡県浜松市南区都盛町２０９‐１ ○

静岡県 ソフトバンクプレ葉ウォーク浜北 静岡県浜松市浜北区貴布祢１２００　２階 ○

静岡県 ソフトバンクサンストリート浜北 静岡県浜松市浜北区平口２８６１　サンストリート浜北内 ○

静岡県 ソフトバンク浜松三方原 静岡県浜松市北区三方原町１１１４‐１

静岡県 ソフトバンク富士宮ひばりが丘 静岡県富士宮市ひばりが丘８８７番地 ○

静岡県 ソフトバンクイオンモール富士宮 静岡県富士宮市浅間町１‐８　イオンモール富士宮内１Ｆ ○

静岡県 ソフトバンク富士駅南 静岡県富士市横割本町１１‐２１ ○
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静岡県 ソフトバンク富士市役所前 静岡県富士市錦町１丁目１６‐３１ ○

静岡県 ソフトバンク西焼津 静岡県焼津市西焼津２‐１

静岡県 ソフトバンク静岡見瀬 静岡県静岡市駿河区見瀬１０２‐１

静岡県 ソフトバンクららぽーと磐田 静岡県磐田市高見丘１２００番地　ららぽーと磐田２Ｆ　２６３０‐１

静岡県 ソフトバンク浜松高丘 静岡県浜松市中区高丘東２丁目８‐１

静岡県 ソフトバンク富士厚原 静岡県富士市厚原７４ー７ ○

北陸 石川県 ソフトバンクイオンモールかほく 石川県かほく市内日角タ‐２５　イオンかほく（２Ｆ） ○

石川県 ソフトバンクイオンタウン羽咋 石川県羽咋市石野町イ７　イオンタウンショッピングセンター内 ○

石川県 ソフトバンク加賀 石川県加賀市小菅波町２丁目３６ ○

石川県 ソフトバンク杜の里 石川県金沢市もりの里２丁目１６５番 ○

石川県 ソフトバンク笠舞 石川県金沢市笠舞１丁目１１‐３０　シルクハウス１Ｆ ○

石川県 ソフトバンク金沢県庁前 石川県金沢市戸水１丁目４３９ ○

石川県 ソフトバンクイオンタウン金沢示野 石川県金沢市戸板西２丁目７番地

石川県 ソフトバンク金沢おこばた 石川県金沢市大河端西２丁目３１‐４７

石川県 ソフトバンクアピタ金沢 石川県金沢市中村町１０番２０号

石川県 ソフトバンク入江 石川県金沢市入江２丁目１８０ ○

石川県 ソフトバンク御経塚 石川県金沢市八日市３丁目５７９ ○

石川県 ソフトバンクイオン金沢 石川県金沢市福久２丁目５８番地　イオン金沢内１Ｆ ○

石川県 ソフトバンク北安江 石川県金沢市北安江４丁目１０‐３２ ○

石川県 ソフトバンク金沢ベイ 石川県金沢市無量寺４丁目５６番地　アピタタウン金沢ベイＡ棟ー１ ○

石川県 ソフトバンク鳴和 石川県金沢市鳴和１丁目１３‐１ ○

石川県 ソフトバンク有松 石川県金沢市有松３丁目６‐３０

石川県 ソフトバンクベイモール七尾 石川県七尾市小島町大開地１番７８ ○

石川県 ソフトバンクイオンモール新小松 石川県小松市清六町３１５番地　イオンモール新小松３階 ○

石川県 ソフトバンク小松有明 石川県小松市有明町９５‐２ ○

石川県 ソフトバンクプラント‐３川北 石川県能美郡川北町字朝日６３　プラント３川北店内

石川県 ソフトバンクイオンモール白山 石川県白山市横江町土地区画整理事業施行地区内１街区イオンモール白山３Ｆ

石川県 ソフトバンクアピタ松任 石川県白山市幸明町２８０アピタ松任１Ｆ

石川県 ソフトバンクラスパ白山 石川県白山市倉光５丁目１４番 ○

石川県 ソフトバンク金沢工大前 石川県野々市市高橋町３０４ ○

石川県 ソフトバンクアクロスプラザ野々市 石川県野々市市三納１丁目１４４番地　アクロスプラザ内

石川県 ソフトバンク野々市中央 石川県野々市市若松町２２‐７ ○

富山県 ソフトバンクプラント‐３滑川 富山県滑川市上島４６０‐１ ○

富山県 ソフトバンク魚津 富山県魚津市上村木４１３　アップルヒル内

富山県 ソフトバンク高岡駅南 富山県高岡市駅南３丁目３‐１　ＣＵＢＥ駅南１Ｆ ○

富山県 ソフトバンク高岡横田本町 富山県高岡市横田本町８番８号

富山県 ソフトバンクイオンモール高岡 富山県高岡市下伏間江３８３　イオンモール高岡２Ｆ ○

富山県 ソフトバンク戸出 富山県高岡市戸出町４丁目１６７８

富山県 ソフトバンク高岡野村 富山県高岡市野村８７９‐１　タイヨービル１階

富山県 ソフトバンクメルシー黒部 富山県黒部市新牧野３１１　メルシー黒部１Ｆ

富山県 ソフトバンク小杉 富山県射水市三ケ２４６７

富山県 ソフトバンクイータウン射水 富山県射水市本開発字代官免１００ ○

富山県 ソフトバンク小矢部 富山県小矢部市石動町１３番８号

富山県 ソフトバンクイオンモールとなみ 富山県砺波市中神１丁目１７４　イオンモールとなみ内２Ｆ ○

富山県 ソフトバンク氷見 富山県氷見市窪６９０ ○

富山県 ソフトバンク窪本町 富山県富山市窪本町２番３５号 ○

富山県 ソフトバンク呉羽 富山県富山市呉羽町７１５３‐１ ○
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富山県 ソフトバンク新庄 富山県富山市荒川３丁目２‐１４

富山県 ソフトバンク黒瀬北町 富山県富山市黒瀬北町２丁目３番地の２ ○

富山県 ソフトバンクアピタ富山 富山県富山市上袋１００番６８　アピタ富山１Ｆ ○

富山県 ソフトバンク山室 富山県富山市太田８０‐８ ○

富山県 ソフトバンクファボーレ 富山県富山市婦中町下轡田１６５‐１　ファボーレ２Ｆ

富山県 ソフトバンク富山豊田 富山県富山市豊田町２丁目１０‐４０

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 ○

福井県 ソフトバンク武生 福井県越前市新町３‐３‐８

福井県 ソフトバンクモーテ丸岡 福井県坂井市丸岡町一本田中２９‐２‐１ ○

福井県 ソフトバンク春江 福井県坂井市春江町江留下高道１２５番地

福井県 ソフトバンク鯖江 福井県鯖江市神中町２丁目６０１‐２

福井県 ソフトバンク鯖江中央 福井県鯖江市糺町３２‐６‐５

福井県 ソフトバンクＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ敦賀 福井県敦賀市中央町１丁目５‐５

福井県 ソフトバンク福井工大前 福井県福井市光陽３丁目１‐２６

福井県 ソフトバンク江守中 福井県福井市江守中２丁目１４０９

福井県 ソフトバンク御幸 福井県福井市勝見３丁目１７‐１０ ○

福井県 ソフトバンクアピタ福井大和田 福井県福井市大和田２丁目１２３０番地　アピタ福井大和田内 ○

福井県 ソフトバンク二の宮 福井県福井市二の宮２丁目３‐８ ○

福井県 ソフトバンク福井運動公園 福井県福井市福２丁目１９１１ ○

関西 京都府 ソフトバンク宇治小倉 京都府宇治市小倉町久保１１９‐４ ○

京都府 ソフトバンク宇治槇島 京都府宇治市槇島町本屋敷１０２‐６ ○

京都府 ソフトバンク亀岡 京都府亀岡市篠町野条馬場３５‐１ ○

京都府 ソフトバンク千代川 京都府亀岡市千代川町高野林西ノ畑１５番２ ○

京都府 ソフトバンク久御山 京都府久世郡久御山町佐山西ノ口１１‐１

京都府 ソフトバンクイオンモール久御山 京都府久世郡久御山町森南大内１５６‐１　イオンモール久御山２Ｆ

京都府 ソフトバンク京丹後マイン 京都府京丹後市峰山町新町１６０６ー１　ショッピングセンターマイン１Ｆ ○

京都府 ソフトバンク三山木 京都府京田辺市三山木中央６丁目４番地６

京都府 ソフトバンク京田辺 京都府京田辺市田辺中央６丁目３‐６番地　ユニバーシティ丸光

京都府 ソフトバンク常盤 京都府京都市右京区常盤西町１８　グランドールトキ１Ｆ ○

京都府 ソフトバンク四条外大前 京都府京都市右京区西院笠目町２１ ○

京都府 ソフトバンク西院 京都府京都市右京区西院三蔵町１４番地　プラムビル１Ｆ

京都府 ソフトバンクイオンモール京都五条 京都府京都市右京区西院追分町２５‐１　イオンモール京都五条３Ｆ ○

京都府 ソフトバンク四条寺町 京都府京都市下京区四条通寺町西入奈良物町３７７‐２

京都府 ソフトバンク四条烏丸 京都府京都市下京区四条通室町西入月鉾町６１‐３ ○

京都府 ソフトバンク修学院 京都府京都市左京区一乗寺清水町１３‐１

京都府 ソフトバンク洛北阪急スクエア 京都府京都市左京区高野西開町３６ ○

京都府 ソフトバンク百万遍 京都府京都市左京区田中関田町２‐７鴨東ロイヤルハイツ１Ｆ

京都府 ソフトバンク山科東野 京都府京都市山科区東野片下リ町２２‐１　ときわぎビル１Ｆ ○

京都府 ソフトバンクイオンタウン山科椥辻 京都府京都市山科区椥辻草海道町１５イオンタウン山科椥辻２Ｆ ○

京都府 ソフトバンク桂 京都府京都市西京区桂南巽町１２７　Ｋｏｔａｎｉｈｏｍｅビル１Ｆ ○

京都府 ソフトバンク五条桂 京都府京都市西京区上桂北村町２１６

京都府 ソフトバンク烏丸御池 京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５７７‐２

京都府 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 ○

京都府 ソフトバンク二条 京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町３番地　ＪＲ二条駅ＮＫビル１Ｆ ○

京都府 ソフトバンク円町 京都府京都市中京区西ノ京南上合町３５　シンフォニー太子道１Ｆ

京都府 ソフトバンク吉祥院 京都府京都市南区吉祥院中河原里南町７ ○

京都府 ソフトバンクイオンモール京都桂川 京都府京都市南区久世高田町３７６番１　イオンモール京都桂川２階 ○
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京都府 ソフトバンク伏見久我 京都府京都市伏見区久我東町８‐３６ ○

京都府 ソフトバンク深草 京都府京都市伏見区深草野田町１４

京都府 ソフトバンクＭＯＭＯテラス六地蔵 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下３２　ＭＯＭＯテラス２Ｆ ○

京都府 ソフトバンク伏見桃山 京都府京都市伏見区両替町４丁目２９１‐１　辻熊ビル

京都府 ソフトバンク北野 京都府京都市北区衣笠天神森町１５　プレオーレ衣笠１Ｆ ○

京都府 ソフトバンク北大路烏丸 京都府京都市北区小山上総町１２ ○

京都府 ソフトバンク向日町 京都府向日市寺戸町西ノ段１１‐１

京都府 ソフトバンク洛西口 京都府向日市物集女町クヅ子２‐４　柴田ビル１Ｆ ○

京都府 ソフトバンク城陽 京都府城陽市長池北清水１１２‐６ ○

京都府 ソフトバンク城陽久津川 京都府城陽市平川古宮８ ○

京都府 ソフトバンク長岡天神 京都府長岡京市開田４丁目１‐１　ほりいけビル

京都府 ソフトバンク松井山手 京都府八幡市欽明台西３１‐５ ○

京都府 ソフトバンク八幡市役所前 京都府八幡市八幡三本橋１８‐４８ ○

京都府 ソフトバンク舞鶴 京都府舞鶴市字円満寺１３８ ○

京都府 ソフトバンク福知山 京都府福知山市字堀２５９３　サンライズビル１Ｆ

京都府 ソフトバンクガーデンモール木津川 京都府木津川市州見台１丁目１番地１‐１ガーデンモール木津川１階 ○

滋賀県 ソフトバンク近江八幡 滋賀県近江八幡市白鳥町１１９‐１ ○

滋賀県 ソフトバンク栗東 滋賀県栗東市苅原１０８‐１０ ○

滋賀県 ソフトバンク甲西 滋賀県湖南市針２２７ ○

滋賀県 ソフトバンク水口 滋賀県甲賀市水口町東名坂２９０番地 ○

滋賀県 ソフトバンク安曇川 滋賀県高島市安曇川町西万木５５ ○

滋賀県 ソフトバンクピエリ守山 滋賀県守山市今浜町２６２０‐５ ○

滋賀県 ソフトバンク守山 滋賀県守山市播磨田町字平成の里３１０３番地 ○

滋賀県 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 ○

滋賀県 ソフトバンク草津エイスクエア 滋賀県草津市西渋川１丁目２３番地１１０号　ＳＡＲＡ東館＆パーキング ○

滋賀県 ソフトバンク草津木川 滋賀県草津市木川町３１４‐１

滋賀県 ソフトバンク南草津駅前 滋賀県草津市野路１丁目１４‐３８　サンマール南草津１０４号 ○

滋賀県 ソフトバンクフォレオ大津一里山 滋賀県大津市一里山７丁目１‐１　フォレオ大津一里山２Ｆ ○

滋賀県 ソフトバンクＢＲＡＮＣＨ大津京 滋賀県大津市二本松１番１号ＢＲＡＮＣＨ大津京内１Ｆ

滋賀県 ソフトバンク石山 滋賀県大津市別保３丁目１１‐３２ ○

滋賀県 ソフトバンク堅田 滋賀県大津市本堅田４丁目１６‐１５ ○

滋賀県 ソフトバンク長浜 滋賀県長浜市八幡東町６９‐１０

滋賀県 ソフトバンク八日市 滋賀県東近江市外町１３８０‐１　プラシード緑町２　１階 ○

滋賀県 ソフトバンク能登川 滋賀県東近江市林町６２４ ○

滋賀県 ソフトバンク彦根 滋賀県彦根市戸賀町９２ ○

滋賀県 ソフトバンク彦根大堀８号線 滋賀県彦根市大堀町９７７‐２ ○

滋賀県 ソフトバンクアル・プラザ野洲 滋賀県野洲市小篠原１０００　アル・プラザ野洲１Ｆ ○

大阪府 ソフトバンク茨木鮎川 大阪府茨木市鮎川４丁目１‐２６ ○

大阪府 ソフトバンク阪急茨木 大阪府茨木市双葉町７番１‐１０１号 ○

大阪府 ソフトバンク南茨木 大阪府茨木市沢良宜西１丁目４‐７　ルミエ‐ル南茨木１Ｆ

大阪府 ソフトバンクＪＲ茨木駅前 大阪府茨木市中穂積１丁目１‐５９　茨木中穂積ビル１Ｆ ○

大阪府 ソフトバンク摂津富田 大阪府茨木市東太田１丁目６‐６４　サクセス東太田 ○

大阪府 ソフトバンク羽曳野 大阪府羽曳野市伊賀４丁目５‐９

大阪府 ソフトバンクはびきの古市 大阪府羽曳野市栄町５‐１７

大阪府 ソフトバンク千代田駅前 大阪府河内長野市楠町東１５７３‐２　ディオ河内長野店内

大阪府 ソフトバンク河内長野 大阪府河内長野市本多町１‐４５ ○

大阪府 ソフトバンク貝塚Ｒ２６ 大阪府貝塚市王子９２１ ○
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大阪府 ソフトバンク岸和田春木 大阪府岸和田市磯上町１丁目１６‐２７ ○

大阪府 ソフトバンク岸和田Ｒ２６ 大阪府岸和田市小松里町２５３３番地 ○

大阪府 ソフトバンク東岸和田 大阪府岸和田市土生町５丁目３‐２６ ○

大阪府 ソフトバンク岸和田中央 大阪府岸和田市北町１８番１号　コープ岸和田 ○

大阪府 ソフトバンク交野 大阪府交野市私部西１丁目６‐５‐１０２　リベルテ交野１Ｆ ○

大阪府 ソフトバンク高槻西口 大阪府高槻市芥川町２丁目１４‐２１ ○

大阪府 ソフトバンク阪急高槻 大阪府高槻市高槻町１６‐５　高槻天神温泉ビル１Ｆ ○

大阪府 ソフトバンク高槻市役所前 大阪府高槻市城西町４‐５４ ○

大阪府 ソフトバンク高槻東 大阪府高槻市緑町１９‐１　１Ｆ ○

大阪府 ソフトバンク尾崎駅前 大阪府阪南市下出３４‐２ ○

大阪府 ソフトバンク堺東一条通 大阪府堺市堺区一条通１０番５号

大阪府 ソフトバンク三国ヶ丘 大阪府堺市堺区向陵中町４丁３‐３１ ○

大阪府 ソフトバンク堺プラットプラット 大阪府堺市堺区戎島町３丁２２番地１

大阪府 ソフトバンクイオンモール堺鉄砲町 大阪府堺市堺区鉄砲町１番地　イオンモール堺鉄砲町３階 ○

大阪府 ソフトバンク上野芝泉北１号線 大阪府堺市堺区緑ヶ丘南町３丁２‐２３

大阪府 ソフトバンク鳳上 大阪府堺市西区上６７０‐１９ ○

大阪府 ソフトバンク石津川 大阪府堺市西区浜寺石津町西３丁２‐９　ロイヤルイシズ

大阪府 ソフトバンク深井駅前 大阪府堺市中区深井沢町３２７１番地 ○

大阪府 ソフトバンク堺福田 大阪府堺市中区福田１３０８

大阪府 ソフトバンク初芝 大阪府堺市東区日置荘西町１丁２１‐２

大阪府 ソフトバンク光明池 大阪府堺市南区鴨谷台２丁２‐１サンピア２Ｆ ○

大阪府 ソフトバンクトナリエ栂・美木多 大阪府堺市南区原山台２丁２　トナリエ栂・美木多　１Ｆ

大阪府 ソフトバンクジョイパーク泉ヶ丘 大阪府堺市南区三原台１丁１‐３　ＪＯＹＰＡＲＫ泉ヶ丘　２Ｆ ○

大阪府 ソフトバンクららぽーと堺 大阪府堺市美原区黒山２２‐１　３Ｆ　３３０８

大阪府 ソフトバンクコーナン中もず 大阪府堺市北区中百舌鳥町３丁４２５番地２　コーナン中百舌鳥店内 ○

大阪府 ソフトバンク南花田 大阪府堺市北区南花田町８０‐１

大阪府 ソフトバンク北花田 大阪府堺市北区北花田町１丁５‐１　森田ビル１Ｆ ○

大阪府 ソフトバンクイオンモール四條畷 大阪府四條畷市砂４丁目３番２号　イオンモール四條畷１階 ○

大阪府 ソフトバンク守口駅前 大阪府守口市寺内町２丁目７‐２９ ○

大阪府 ソフトバンクイオンモール大日 大阪府守口市大日東町１‐１８　４Ｆ ○

大阪府 ソフトバンク松原 大阪府松原市上田４丁目３‐２５ ○

大阪府 ソフトバンクセブンパーク天美 大阪府松原市天美東３丁目５００　セブンパーク天美３階

大阪府 ソフトバンク香里園 大阪府寝屋川市香里南之町３６番３４　ブランズタワー香里園ロジュマン１０４ ○

大阪府 ソフトバンクビバモール寝屋川 大阪府寝屋川市寝屋南２丁目２２‐２　ビバモール寝屋川モール棟 ○

大阪府 ソフトバンク寝屋川市駅前 大阪府寝屋川市八坂町１５‐１５ ○

大阪府 ソフトバンク亥の子谷 大阪府吹田市岸部北５丁目２１‐５３ ○

大阪府 ソフトバンクららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 大阪府吹田市千里万博公園２‐１　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ１Ｆ（10551区画） ○

大阪府 ソフトバンクＪＲ吹田 大阪府吹田市朝日町１番　サンクス１番館

大阪府 ソフトバンク南千里 大阪府吹田市津雲台１丁目１番地４　リーザス南千里１１２号

大阪府 ソフトバンク江坂西 大阪府吹田市豊津町１０‐６　エクセル江坂ビル１階

大阪府 ソフトバンク千里丘 大阪府摂津市千里丘２丁目１２‐４３ ○

大阪府 ソフトバンク羽倉崎 大阪府泉佐野市羽倉崎２丁目１‐１６

大阪府 ソフトバンクいこらもーる泉佐野 大阪府泉佐野市下瓦屋２丁目２‐７７　いこらもーる泉佐野２Ｆ ○

大阪府 ソフトバンク泉佐野 大阪府泉佐野市市場西３丁目６番３号 ○

大阪府 ソフトバンクイオンモール日根野 大阪府泉佐野市日根野２４９６‐１　イオン日根野ショッピングセンター２Ｆ ○

大阪府 ソフトバンク泉大津アルザ通 大阪府泉大津市池浦町１丁目４‐１７川勝ビル１階 ○

大阪府 ソフトバンク熊取 大阪府泉南郡熊取町紺屋２丁目２３‐１１
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大阪府 ソフトバンクイオンモールりんくう泉南 大阪府泉南市りんくう南浜３‐１２　１階　１６１区画 ○

大阪府 ソフトバンク泉南 大阪府泉南市樽井２丁目３４‐１５ ○

大阪府 ソフトバンク忠岡南 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南１丁目１７‐１ ○

大阪府 ソフトバンク金剛Ｒ３１０ 大阪府大阪狭山市茱萸木２丁目３６９‐１

大阪府 ソフトバンクあべのキューズモール 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目６番１号　あべのﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸｷｭｰｽﾞﾓｰﾙＢ１ＦＱ ○

大阪府 ソフトバンク昭和町 大阪府大阪市阿倍野区昭和町１丁目８‐２６　パレロイヤルビル１階 ○

大阪府 ソフトバンク西田辺 大阪府大阪市阿倍野区昭和町５丁目１‐３０　アーバン昭和町ビル１Ｆ

大阪府 ソフトバンク旭清水 大阪府大阪市旭区清水３丁目２８‐１８

大阪府 ソフトバンク千林駅前 大阪府大阪市旭区千林２丁目１５‐２５

大阪府 ソフトバンクみなと通り 大阪府大阪市港区三先１丁目１‐１６ ○

大阪府 ソフトバンク千鳥橋 大阪府大阪市此花区四貫島１丁目１番３　１階１０１号 ○

大阪府 ソフトバンクあびこ 大阪府大阪市住吉区我孫子東２丁目１番２号　あびこ家具１階 ○

大阪府 ソフトバンク長居駅前 大阪府大阪市住吉区長居４丁目１‐１

大阪府 ソフトバンク住之江 大阪府大阪市住之江区新北島１丁目２‐１　オスカードリーム１Ｆ ○

大阪府 ソフトバンク北加賀屋 大阪府大阪市住之江区北加賀屋２丁目３‐２３ ○

大阪府 ソフトバンク今福西 大阪府大阪市城東区今福西２丁目１３‐１０ ○

大阪府 ソフトバンク深江橋 大阪府大阪市城東区諏訪３丁目１‐２０

大阪府 ソフトバンク関目 大阪府大阪市城東区成育５丁目１９番９号　粋交苑マンション１０８号 ○

大阪府 ソフトバンク生野本通り 大阪府大阪市生野区生野西４丁目２２‐１３

大阪府 ソフトバンク生野 大阪府大阪市生野区巽北４丁目３‐３２ ○

大阪府 ソフトバンク九条 大阪府大阪市西区九条１丁目１５‐２６ ○

大阪府 ソフトバンクイオンモール大阪ドームシティ 大阪府大阪市西区千代崎３丁目１３‐１　イオンモール大阪ドームシティ２Ｆ

大阪府 ソフトバンク西長堀 大阪府大阪市西区南堀江４丁目３‐３ ○

大阪府 ソフトバンク天下茶屋 大阪府大阪市西成区潮路１丁目６‐８ ○

大阪府 ソフトバンク西淀 大阪府大阪市西淀川区大和田２丁目１‐１　レスポワール１Ｆ

大阪府 ソフトバンクＪＲ塚本 大阪府大阪市西淀川区柏里３丁目１‐３８ ○

大阪府 ソフトバンク千島ガーデンモール 大阪府大阪市大正区千島１丁目２３‐１１５ ○

大阪府 ソフトバンクもりのみやキューズモールＢＡＳＥ 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央２丁目１番７０号　１階 ○

大阪府 ソフトバンクなんばウォーク 大阪府大阪市中央区千日前１丁目なんばウォ‐ク５‐６

大阪府 ソフトバンククリスタ長堀 大阪府大阪市中央区南船場４丁目長堀地下街７号 ○

大阪府 ソフトバンクなんばスカイオ 大阪府大阪市中央区難波５丁目１‐６０　なんばスカイオ２Ｆ

大阪府 ソフトバンク本町 大阪府大阪市中央区本町３丁目１‐２ ○

大阪府 ソフトバンク鶴見安田 大阪府大阪市鶴見区安田４丁目１番５３号

大阪府 ソフトバンクイオンモール鶴見緑地 大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目１７‐１　イオン鶴見緑地４Ｆ ○

大阪府 ソフトバンク玉造 大阪府大阪市天王寺区玉造元町２‐２９幸田マンション１Ｆ

大阪府 ソフトバンク上本町 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目３‐３１　うえほんまちハイハイタウン１０１号 ○

大阪府 ソフトバンクビエラ桃谷 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝１丁目８番３１号 ○

大阪府 ソフトバンクあべちか 大阪府大阪市天王寺区堀越町アベノ地下街７号

大阪府 ソフトバンク都島 大阪府大阪市都島区善源寺町１丁目５番４７号 ○

大阪府 ソフトバンク京阪京橋 大阪府大阪市都島区東野田町１丁目２‐１ ○

大阪府 ソフトバンク京橋 大阪府大阪市都島区東野田町２丁目９‐１６　第一京橋ビル１Ｆ

大阪府 ソフトバンク杭全 大阪府大阪市東住吉区杭全６丁目１２‐１０　シャーメゾン白鷺 ○

大阪府 ソフトバンク長居公園東 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田２丁目２３‐１ ○

大阪府 ソフトバンク針中野 大阪府大阪市東住吉区鷹合２丁目１‐１１

大阪府 ソフトバンク緑橋 大阪府大阪市東成区中本３丁目１７‐６　Ｓ‐ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ緑橋Ｓｅｒｉｏ１０１

大阪府 ソフトバンク淡路駅前 大阪府大阪市東淀川区淡路４丁目１９番１８号ＡＸＩＳアルテハイム淡路１０２号室

大阪府 ソフトバンク南江口 大阪府大阪市東淀川区南江口２丁目７‐３３　シャルム江口１Ｆ
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大阪府 ソフトバンク上新庄 大阪府大阪市東淀川区豊新４丁目３‐２１

大阪府 ソフトバンク野田阪神 大阪府大阪市福島区海老江５丁目１‐１０

大阪府 ソフトバンク福島 大阪府大阪市福島区福島４丁目５‐５４ ○

大阪府 ソフトバンク喜連瓜破 大阪府大阪市平野区瓜破２丁目１‐４

大阪府 ソフトバンク長吉出戸 大阪府大阪市平野区長吉出戸１丁目１１‐６６　木村ビル

大阪府 ソフトバンク長吉長原 大阪府大阪市平野区長吉長原東３丁目１‐４　レシオ１階

大阪府 ソフトバンクＪＲ平野 大阪府大阪市平野区平野元町８‐１１ ○

大阪府 ソフトバンクグランフロント大阪 大阪府大阪市北区大深町3番1号　ｸﾞﾗﾝﾌﾛﾝﾄ大阪ﾅﾚｯｼﾞｷｬﾋﾟﾀﾙ2階 0219K‐0222K番 ○

大阪府 ソフトバンク南森町 大阪府大阪市北区天神橋２丁目北２‐６　大和南森町ビル１階

大阪府 ソフトバンク扇町 大阪府大阪市北区天神橋４丁目７‐１３　イトーピア扇町ビル ○

大阪府 ソフトバンク天神橋 大阪府大阪市北区天神橋５丁目８‐２８

大阪府 ソフトバンク梅田中央 大阪府大阪市北区梅田１丁目８‐１７　大阪第一生命ビルＢ１ ○

大阪府 ソフトバンク新大阪北 大阪府大阪市淀川区宮原４丁目４‐２　新大阪グランドハイツ２号棟 ○

大阪府 ソフトバンク阪急三国 大阪府大阪市淀川区三国本町３丁目３６‐１３

大阪府 ソフトバンク十三駅前 大阪府大阪市淀川区十三本町１丁目９‐２１ ○

大阪府 ソフトバンク西中島南方 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目１１番２６号　新大阪センタービル１Ｆ

大阪府 ソフトバンク東三国 大阪府大阪市淀川区東三国２丁目３４番４

大阪府 ソフトバンク日本橋 大阪府大阪市浪速区日本橋４丁目１２番５

大阪府 ソフトバンク住道南 大阪府大東市栄和町１３‐１１　サンビュー

大阪府 ソフトバンク住道 大阪府大東市氷野１丁目８‐３２ ○

大阪府 ソフトバンク池田ＩＫＥＤＩＡ 大阪府池田市呉服町１‐１　サンシティ池田西館２Ｆ ○

大阪府 ソフトバンク東大阪花園 大阪府東大阪市吉田下島２‐１９ ○

大阪府 ソフトバンク高井田 大阪府東大阪市高井田本通７丁目１‐３１

大阪府 ソフトバンク鴻池新田 大阪府東大阪市鴻池本町１‐２７　鴻池第２ビル１Ｆ

大阪府 ソフトバンク若江 大阪府東大阪市若江東町４丁目２‐１ ○

大阪府 ソフトバンク小阪 大阪府東大阪市小阪１丁目８‐４ ○

大阪府 ソフトバンク中環意岐部 大阪府東大阪市新家３丁目４‐１５ ○

大阪府 ソフトバンク近大前 大阪府東大阪市西上小阪１３‐１０

大阪府 ソフトバンク新石切 大阪府東大阪市西石切町３丁目６‐１８

大阪府 ソフトバンク布施 大阪府東大阪市長堂３丁目１　ポッポアベニュー１‐２８

大阪府 ソフトバンクイオンタウン東大阪 大阪府東大阪市東鴻池町１丁目６ー３０　イオンタウン東大阪１Ｆ

大阪府 ソフトバンク藤井寺 大阪府藤井寺市春日丘１丁目８‐１７ ○

大阪府 ソフトバンク河内国分 大阪府柏原市国分西１丁目１‐３　ウィンズヒル谷口１階

大阪府 ソフトバンク柏原本郷 大阪府柏原市本郷５丁目８‐２９ ○

大阪府 ソフトバンク八尾南 大阪府八尾市永畑町２丁目２‐１５

大阪府 ソフトバンクアリオ八尾 大阪府八尾市光町２丁目３番 ○

大阪府 ソフトバンク志紀駅前 大阪府八尾市志紀町１丁目５‐３　グランディエビス１階 ○

大阪府 ソフトバンク八尾 大阪府八尾市荘内町２丁目１‐４３　ピアパーク荘内１Ｆ ○

大阪府 ソフトバンクＪＲ久宝寺 大阪府八尾市龍華町２丁目１‐２０‐１０４ ○

大阪府 ソフトバンク富田林エコール・ロゼ 大阪府富田林市向陽台３丁目１番１号　エコール・ロゼ３階

大阪府 ソフトバンク富田林 大阪府富田林市昭和町１丁目６４６‐１

大阪府 ソフトバンク庄内駅前 大阪府豊中市庄内西町３丁目１‐５　サンパティオ１Ｆ

大阪府 ソフトバンク千里中央 大阪府豊中市新千里東町１丁目３せんちゅうパル３Ｆ ○

大阪府 ソフトバンク服部 大阪府豊中市服部元町２丁目１３番１号 ○

大阪府 ソフトバンク豊中中央 大阪府豊中市北桜塚１丁目１‐１ ○

大阪府 ソフトバンク豊中駅前 大阪府豊中市本町１丁目９‐１０‐１０４号　マストメゾン

大阪府 ソフトバンクイオンタウン豊中緑丘 大阪府豊中市緑丘４丁目１　イオンタウン豊中緑丘 ○
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大阪府 ソフトバンク蛍池 大阪府豊中市螢池東町２丁目２‐１８　朝日生命蛍池ビル１Ｆ

大阪府 ソフトバンク枚方ビオルネ 大阪府枚方市岡本町７‐１　ビオルネ１Ｆ ○

大阪府 ソフトバンク枚方宮之阪 大阪府枚方市禁野本町１丁目１６‐１０　京都中央信用金庫１Ｆ ○

大阪府 ソフトバンク枚方東香里 大阪府枚方市東香里南町５２‐２３

大阪府 ソフトバンク枚方藤阪東 大阪府枚方市藤阪東町３丁目５‐２１

大阪府 ソフトバンクくずはモール 大阪府枚方市楠葉花園町１５‐１　くずはモール３Ｆ ○

大阪府 ソフトバンクニトリモール枚方 大阪府枚方市北山１丁目２‐１　１階２１４区画 ○

大阪府 ソフトバンク枚方招提 大阪府枚方市養父東町６１‐１０ ○

大阪府 ソフトバンク箕面東 大阪府箕面市外院３丁目２‐５　パティオ外院２‐１階 ○

大阪府 ソフトバンク小野原 大阪府箕面市小野原東３丁目９‐３４

大阪府 ソフトバンクみのおキューズモール 大阪府箕面市西宿１丁目１３‐１０　ＥＡＳＴ２　２階 ○

大阪府 ソフトバンク箕面 大阪府箕面市西小路２丁目６‐１３　シャトレー西小路１Ｆ

大阪府 ソフトバンク京阪大和田 大阪府門真市宮野町１‐２　エル大和田

大阪府 ソフトバンク門真 大阪府門真市大池町１４‐３０

大阪府 ソフトバンク古川橋 大阪府門真市末広町８番１号　末広ビル１階

大阪府 ソフトバンクららぽーと和泉 大阪府和泉市あゆみ野４丁目４‐７　ららぽーと和泉４Ｆ ○

大阪府 ソフトバンク和泉中央 大阪府和泉市いぶき野５丁目１エコール　いずみアムゼモール内 ○

大阪府 ソフトバンク高石２６号線 大阪府和泉市葛の葉町１丁目１４番２０号 ○

大阪府 ソフトバンク和泉市役所前 大阪府和泉市府中町２丁目３‐２８　グランディール和泉１階 ○

奈良県 ソフトバンク田原本 奈良県磯城郡田原本町大字阪手６３９番地の３ ○

奈良県 ソフトバンクイオンモール橿原 奈良県橿原市曲川町７丁目２０‐１　イオンモール橿原アルル３Ｆ ○

奈良県 ソフトバンク橿原神宮前 奈良県橿原市御坊町１３８‐１

奈良県 ソフトバンク橿原 奈良県橿原市醍醐町２６２‐１ ○

奈良県 ソフトバンク御所 奈良県御所市大字東松本７‐４　千代ビル１Ｆ

奈良県 ソフトバンク香芝インター 奈良県香芝市上中７８２‐１ ○

奈良県 ソフトバンク真美ヶ丘 奈良県香芝市真美ヶ丘６丁目２‐１ ○

奈良県 ソフトバンク桜井 奈良県桜井市大字東新堂５１５‐１　フレスポ桜井 ○

奈良県 ソフトバンク生駒菜畑 奈良県生駒市中菜畑２丁目１０６５‐１ ○

奈良県 ソフトバンク生駒 奈良県生駒市東松ケ丘１５‐３１

奈良県 ソフトバンクイオンモール大和郡山 奈良県大和郡山市下三橋町７４１　イオンモール大和郡山３Ｆ ○

奈良県 ソフトバンク大和郡山 奈良県大和郡山市小林町２７９‐１

奈良県 ソフトバンク大和高田 奈良県大和高田市大字高田１４５３‐１ ○

奈良県 ソフトバンク高田バイパス 奈良県大和高田市東中２丁目１‐２０ ○

奈良県 ソフトバンク天理 奈良県天理市富堂町１７８‐１

奈良県 ソフトバンク高の原 奈良県奈良市右京１丁目３‐４　サンタウンプラザすずらん館１Ｆ

奈良県 ソフトバンク押熊 奈良県奈良市押熊町５４５‐１ ○

奈良県 ソフトバンク学園前 奈良県奈良市学園南３丁目１‐２　ル・シエル学園前１階Ｓ‐０２

奈良県 ソフトバンクならファミリー 奈良県奈良市西大寺東町２丁目４‐１　ならファミリー４Ｆ

奈良県 ソフトバンク新大宮 奈良県奈良市大宮町４丁目３３４‐１ ○

奈良県 ソフトバンク奈良登美ケ丘 奈良県奈良市中登美ヶ丘６丁目３‐３　リコラス登美ケ丘Ａ棟１階１０４号 ○

奈良県 ソフトバンク阪奈二条 奈良県奈良市二条大路南５丁目３８４‐１ ○

奈良県 ソフトバンク奈良北之庄 奈良県奈良市北之庄町８‐２ ○

奈良県 ソフトバンク王寺 奈良県北葛城郡王寺町本町１丁目２‐１５ ○

奈良県 ソフトバンクラスパ西大和 奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台１丁目１番１号ラスパ西大和２階 ○

兵庫県 ソフトバンク龍野 兵庫県たつの市龍野町堂本４３１番１ ○

兵庫県 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 ○

兵庫県 ソフトバンク阪急伊丹 兵庫県伊丹市船原２丁目３‐６ ○
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兵庫県 ソフトバンクイオンモール伊丹昆陽 兵庫県伊丹市池尻４丁目１番地１　イオンモール伊丹伊丹昆陽　４階 ○

兵庫県 ソフトバンク加古川ニッケパークタウン 兵庫県加古川市加古川町寺家町１７３‐１　ニッケパークタウン専門店街２階 ○

兵庫県 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６２８

兵庫県 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 ○

兵庫県 ソフトバンク土山 兵庫県加古川市平岡町土山１２１５‐１　ハリマビル１Ｓ

兵庫県 ソフトバンク加古川別府 兵庫県加古川市別府町石町４７ ○

兵庫県 ソフトバンク加西 兵庫県加西市北条町北条９０‐１

兵庫県 ソフトバンク社 兵庫県加東市社１２０５‐１ ○

兵庫県 ソフトバンク高砂 兵庫県高砂市中島１丁目１番３４号 ○

兵庫県 ソフトバンク宝殿 兵庫県高砂市米田町島７８‐２ ○

兵庫県 ソフトバンクイオン三田ウッディタウン 兵庫県三田市けやき台１丁目６番地２　イオン三田ウッディタウン２番館１Ｆ ○

兵庫県 ソフトバンク三田 兵庫県三田市駅前町２ー１ー１０１　三田駅前一番館

兵庫県 ソフトバンク志染駅前 兵庫県三木市志染町広野１丁目７６ ○

兵庫県 ソフトバンク三木 兵庫県三木市大村１丁目３‐１ ○

兵庫県 ソフトバンク宍粟 兵庫県宍粟市山崎町山田１８４‐１３　ホテルサンフラン山崎１Ｆ

兵庫県 ソフトバンクイオン洲本 兵庫県洲本市塩屋１丁目１‐８

兵庫県 ソフトバンク小野 兵庫県小野市黒川町１７９７

兵庫県 ソフトバンク須磨北 兵庫県神戸市須磨区多井畑字地獄谷１２‐２

兵庫県 ソフトバンク名谷 兵庫県神戸市須磨区中落合２丁目３‐１　名谷駅２Ｆ ○

兵庫県 ソフトバンク板宿 兵庫県神戸市須磨区飛松町３丁目１‐１５渡邊ビル１階 ○

兵庫県 ソフトバンク垂水 兵庫県神戸市垂水区日向１丁目５ー１ー１１５　レバンテ垂水２番館 ○

兵庫県 ソフトバンク舞子 兵庫県神戸市垂水区舞子台８丁目５番３３号 ○

兵庫県 ソフトバンクブルメール舞多聞 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東２丁目１‐４５　ブルメール舞多聞１階 ○

兵庫県 ソフトバンク名谷インター 兵庫県神戸市垂水区福田３丁目２‐１３ ○

兵庫県 ソフトバンク西神戸 兵庫県神戸市西区持子３丁目２１‐１ ○

兵庫県 ソフトバンク伊川谷 兵庫県神戸市西区白水２丁目５‐２０

兵庫県 ソフトバンク大久保インター 兵庫県神戸市西区竜が岡１丁目１‐１ ○

兵庫県 ソフトバンク西神中央 兵庫県神戸市西区糀台５丁目６‐１　プレンティ専門店二番館２Ｆ ○

兵庫県 ソフトバンク三宮東口 兵庫県神戸市中央区雲井通６丁目１‐１５　サンシティビル１０９

兵庫県 ソフトバンク神戸鯉川筋 兵庫県神戸市中央区下山手通４丁目７ー１５

兵庫県 ソフトバンクさんちか 兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目１０‐１　さんちか５番街ローザアベニュー

兵庫県 ソフトバンク三宮センター街 兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目６‐２９ ○

兵庫県 ソフトバンク三宮センタープラザ 兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目１１‐１　センタープラザ西館１Ｆ ○

兵庫県 ソフトバンクデュオこうべ 兵庫県神戸市中央区相生町３丁目２‐１　デュオこうべ山の手

兵庫県 ソフトバンク神戸ハーバーランドｕｍｉｅ 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目７‐２　神戸ハーバーランドｕｍｉｅB1階A006区画 ○

兵庫県 ソフトバンクブルメールＨＡＴ神戸 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通２丁目２‐２　ブルメールＨＡＴ神戸 ○

兵庫県 ソフトバンク東急プラザ新長田 兵庫県神戸市長田区若松町５丁目５‐１　東急プラザ新長田２０２ ○

兵庫県 ソフトバンクイオン長田南 兵庫県神戸市長田区東尻池新町１‐２０

兵庫県 ソフトバンク御影クラッセ 兵庫県神戸市東灘区御影中町３丁目２‐１　御影クラッセ３Ｆ ○

兵庫県 ソフトバンク神戸住吉 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町７丁目１‐６

兵庫県 ソフトバンク甲南山手 兵庫県神戸市東灘区森南町１丁目７‐１

兵庫県 ソフトバンクＪＲ六甲道南 兵庫県神戸市灘区烏帽子町１丁目３‐１６

兵庫県 ソフトバンクＪＲ六甲道 兵庫県神戸市灘区備後町４丁目１‐１‐１０５　ウエルブ六甲３番街１番館

兵庫県 ソフトバンク兵庫駅前 兵庫県神戸市兵庫区駅南通１丁目２‐２９

兵庫県 ソフトバンク湊川パークタウン 兵庫県神戸市兵庫区荒田町１丁目２０‐１　神戸湊川パークタウン１階 ○

兵庫県 ソフトバンクイオンモール神戸南 兵庫県神戸市兵庫区中之島２丁目１番１ ○

兵庫県 ソフトバンクイオンモール神戸北 兵庫県神戸市北区上津台８丁目１‐１　イオンモール神戸北内２階 ○
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兵庫県 ソフトバンク西鈴蘭台 兵庫県神戸市北区北五葉６丁目１３‐１

兵庫県 ソフトバンク岡場 兵庫県神戸市北区有野中町２丁目１‐４ ○

兵庫県 ソフトバンク福崎 兵庫県神崎郡福崎町西田原１３５０‐１

兵庫県 ソフトバンク夙川 兵庫県西宮市羽衣町７‐３０‐１０６

兵庫県 ソフトバンク西宮門戸 兵庫県西宮市下大市東町３５‐２５ ○

兵庫県 ソフトバンクららぽーと甲子園 兵庫県西宮市甲子園八番町１‐１００　ららぽーと甲子園２階 ○

兵庫県 ソフトバンク阪急西宮ガーデンズ 兵庫県西宮市高松町１４番２号　本館５Ｆ

兵庫県 ソフトバンク阪神西宮 兵庫県西宮市今在家町３ー６　西宮ｉｎｇ．ＢＬ　１０１ ○

兵庫県 ソフトバンク浜甲子園 兵庫県西宮市今津久寿川町１２‐２ ○

兵庫県 ソフトバンクＪＲ西宮 兵庫県西宮市松原町４‐５　エヌヴィ西宮駅前１０２ ○

兵庫県 ソフトバンク西宮瓦林 兵庫県西宮市大屋町１９‐４

兵庫県 ソフトバンク西宮北口 兵庫県西宮市北口町２番１０

兵庫県 ソフトバンク西脇 兵庫県西脇市高田井町２８８‐１ ○

兵庫県 ソフトバンク赤穂 兵庫県赤穂市加里屋上町７５‐８ ○

兵庫県 ソフトバンクラソラ川西 兵庫県川西市栄町１１番１号　ラソラ川西２Ｆ

兵庫県 ソフトバンクイオンタウン川西 兵庫県川西市多田桜木１丁目４番１号

兵庫県 ソフトバンクイオンモール猪名川 兵庫県川辺郡猪名川町白金２丁目１‐１　イオンモール猪名川２階 ○

兵庫県 ソフトバンク相生 兵庫県相生市向陽台２‐８

兵庫県 ソフトバンク丹波中央 兵庫県丹波市氷上町横田７７７‐９ ○

兵庫県 ソフトバンク丹波篠山 兵庫県丹波篠山市吹新６‐１

兵庫県 ソフトバンク和田山 兵庫県朝来市和田山町枚田岡１３４ ○

兵庫県 ソフトバンク南あわじ 兵庫県南あわじ市市円行寺５３１‐２２

兵庫県 ソフトバンク立花駅前 兵庫県尼崎市七松町１丁目２‐１‐２０６　フェスタ立花２Ｆ

兵庫県 ソフトバンク尼崎中央商店街 兵庫県尼崎市神田中通５丁目１８１

兵庫県 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３‐１　あまがさきキューズモール３Ｆ ○

兵庫県 ソフトバンクＪＲ尼崎 兵庫県尼崎市潮江１丁目４‐３‐１０２ ○

兵庫県 ソフトバンクつかしん 兵庫県尼崎市塚口本町４丁目８‐１ ○

兵庫県 ソフトバンクＳＯＣＯＬＡ塚口クロス 兵庫県尼崎市南塚口町２丁目１番３号　ＳＯＣＯＬＡ阪急塚口クロス２Ｆ

兵庫県 ソフトバンク武庫之荘 兵庫県尼崎市南武庫之荘１丁目２‐１８　森善ビル１Ｆ ○

兵庫県 ソフトバンク姫路みゆき通り 兵庫県姫路市駅前町２７５番地

兵庫県 ソフトバンク姫路東 兵庫県姫路市花田町上原田２３９‐３ ○

兵庫県 ソフトバンク姫路広畑 兵庫県姫路市広畑区東新町１丁目３６

兵庫県 ソフトバンク姫路中地 兵庫県姫路市飾磨区構２丁目８番地

兵庫県 ソフトバンク姫路市役所通り 兵庫県姫路市飾磨区三宅１丁目１４６ ○

兵庫県 ソフトバンク飾磨 兵庫県姫路市飾磨区清水町２‐１４ ○

兵庫県 ソフトバンク姫路今宿 兵庫県姫路市東今宿６丁目１‐３０ ○

兵庫県 ソフトバンクひめじ別所 兵庫県姫路市別所町別所２丁目６６ ○

兵庫県 ソフトバンク姫路野里 兵庫県姫路市野里５８１‐１ ○

兵庫県 ソフトバンク宝塚 兵庫県宝塚市栄町１丁目９‐６ ○

兵庫県 ソフトバンク逆瀬川 兵庫県宝塚市逆瀬川１丁目１１‐１　アピア２

兵庫県 ソフトバンク中山寺 兵庫県宝塚市中筋８丁目１９３ ○

兵庫県 ソフトバンク豊岡 兵庫県豊岡市九日市下町１２０‐４

兵庫県 ソフトバンク明石魚住 兵庫県明石市魚住町住吉２丁目１‐３０

兵庫県 ソフトバンク明石二見 兵庫県明石市魚住町清水２０５６‐１ ○

兵庫県 ソフトバンクＪＲ大久保駅前 兵庫県明石市大久保町大窪６０５‐１ ○

兵庫県 ソフトバンク明石 兵庫県明石市大明石町１丁目７‐１

兵庫県 ソフトバンク西明石 兵庫県明石市野々上３丁目１５‐２２ ○

36 / 48 ページ



ソフトバンクショップ　Google Pixel Watch 取扱い店舗一覧（2023年2月現在）

兵庫県 ソフトバンク播磨太子 兵庫県揖保郡太子町東出字平岩９５番地 ○

和歌山県 ソフトバンク海南 和歌山県海南市築地１‐１スーパーセンターオークワ１階 ○

和歌山県 ソフトバンク岩出 和歌山県岩出市大町９番１ ○

和歌山県 ソフトバンク岩出バイパス中島 和歌山県岩出市中島６０１‐１ ○

和歌山県 ソフトバンク橋本 和歌山県橋本市市脇４丁目１‐２２ ○

和歌山県 ソフトバンクロマンシティ御坊 和歌山県御坊市湯川町財部１８１　ロマンシティ御坊

和歌山県 ソフトバンク新宮 和歌山県新宮市新宮３６４０‐１

和歌山県 ソフトバンクパビリオンシティ田辺 和歌山県田辺市稲成町新江原３１６５

和歌山県 ソフトバンク紀伊田辺 和歌山県田辺市湊２０番１０号 ○

和歌山県 ソフトバンクありだ 和歌山県有田市古江見１６４‐１ ○

和歌山県 ソフトバンク和歌山北 和歌山県和歌山市榎原８１‐３ ○

和歌山県 ソフトバンク和歌山 和歌山県和歌山市秋月４６９‐２

和歌山県 ソフトバンク国体道路 和歌山県和歌山市小雑賀５９８番２ ○

和歌山県 ソフトバンク大谷 和歌山県和歌山市大谷４０３‐１ ○

和歌山県 ソフトバンクイオンモール和歌山 和歌山県和歌山市中楠谷５７３番地 ○

和歌山県 ソフトバンク和歌山屋形通り 和歌山県和歌山市島崎町３丁目１ ○

和歌山県 ソフトバンク南海市駅前 和歌山県和歌山市板屋町２２番　和歌山中央通りビルディング１階 ○

四国 愛媛県 ソフトバンクエミフルＭＡＳＡＫＩ 愛媛県伊予郡松前町大字筒井８５０ ○

愛媛県 ソフトバンク伊予松前 愛媛県伊予郡松前町大字北黒田２３８番地１ ○

愛媛県 ソフトバンクフジグラン北宇和島 愛媛県宇和島市伊吹町甲９１２‐２　フジグラン北宇和島店内１Ｆ ○

愛媛県 ソフトバンクイオンモール今治新都市 愛媛県今治市にぎわい広場１番地１　イオンモール今治新都市２Ｆ ○

愛媛県 ソフトバンク今治西 愛媛県今治市中寺９６２‐１

愛媛県 ソフトバンク今治東 愛媛県今治市拝志甲７４０‐１ ○

愛媛県 ソフトバンク四国中央 愛媛県四国中央市下柏町１８‐２

愛媛県 ソフトバンクフジグラン川之江 愛媛県四国中央市妻鳥町１１３６ー１フジグラン川之江１階

愛媛県 ソフトバンクパルティフジ衣山 愛媛県松山市衣山１丁目１８８番地　パルティ・フジ衣山１階

愛媛県 ソフトバンクＦｕｊｉ夏目 愛媛県松山市夏目甲７９　フジ夏目１階 ○

愛媛県 ソフトバンク三津浜 愛媛県松山市古三津２丁目８‐５ ○

愛媛県 ソフトバンク高岡 愛媛県松山市高岡町８７‐１ ○

愛媛県 ソフトバンク束本 愛媛県松山市束本１丁目６‐３０ ○

愛媛県 ソフトバンク大街道中央 愛媛県松山市大街道１丁目６番地５ ○

愛媛県 ソフトバンク鷹の子 愛媛県松山市鷹子町５２０‐１

愛媛県 ソフトバンク朝生田 愛媛県松山市朝生田町２丁目３番１号　高須賀ビル１Ｆ ○

愛媛県 ソフトバンク松山平田 愛媛県松山市平田町３０番地４

愛媛県 ソフトバンク松山インター 愛媛県松山市北井門１丁目９‐１ ○

愛媛県 ソフトバンク新居浜西 愛媛県新居浜市久保田町２丁目３‐９　ニイハ新居浜 ○

愛媛県 ソフトバンクにいはま東 愛媛県新居浜市桜木町２‐５３ ○

愛媛県 ソフトバンクイオンモール新居浜 愛媛県新居浜市前田町８‐８　イオンモール新居浜２Ｆ ○

愛媛県 ソフトバンク東予 愛媛県西条市三津屋南６‐５２ ○

愛媛県 ソフトバンク西条駅前 愛媛県西条市大町７０３番地１　Ｓａｉｊｙｏ駅前ロードタウン１‐Ｃ ○

愛媛県 ソフトバンク西予 愛媛県西予市宇和町卯之町４丁目５９７番 ○

愛媛県 ソフトバンク東大洲 愛媛県大洲市東大洲１５７８‐１ ○

愛媛県 ソフトバンクフジグラン重信 愛媛県東温市野田３丁目１‐１３　フジグラン重信店 ○

愛媛県 ソフトバンク八幡浜 愛媛県八幡浜市松柏丙８２５番１ ○

香川県 ソフトバンク宇多津 香川県綾歌郡宇多津町浜四番丁４６番２５ ○

香川県 ソフトバンク観音寺 香川県観音寺市植田町１０５１‐３ ○

香川県 ソフトバンク丸亀中央 香川県丸亀市郡家町字八幡下２５４０
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香川県 ソフトバンクゆめタウン丸亀 香川県丸亀市新田町１５０　ゆめタウン丸亀１Ｆ ○

香川県 ソフトバンク丸亀 香川県丸亀市中府町１丁目５‐１　ハローズ丸亀中府１階 ○

香川県 ソフトバンク丸亀土器 香川県丸亀市土器町東７丁目４２４ ○

香川県 ソフトバンク高松一宮 香川県高松市一宮町７６６‐２

香川県 ソフトバンク屋島 香川県高松市屋島西町１８９９‐１ ○

香川県 ソフトバンク丸亀町商店街 香川県高松市丸亀町１２‐１１

香川県 ソフトバンク高松西 香川県高松市郷東町字東新開２２４番１

香川県 ソフトバンクイオンモール高松 香川県高松市香西本町１‐１ ○

香川県 ソフトバンク香川国分寺 香川県高松市国分寺町国分字野間９５番８

香川県 ソフトバンク高松中央 香川県高松市今里町１丁目３０‐１８ ○

香川県 ソフトバンクゆめタウン高松 香川県高松市三条町字中所６０８ー１　ゆめタウン高松本館１階 ○

香川県 ソフトバンク十川 香川県高松市十川西町３９５‐５ ○

香川県 ソフトバンク高松レインボーロード 香川県高松市多肥下町１５４１‐１８ ○

香川県 ソフトバンク坂出 香川県坂出市中央町３丁目４号

香川県 ソフトバンクゆめタウン三豊 香川県三豊市豊中町本山甲２２ ○

香川県 ソフトバンク小豆島 香川県小豆郡土庄町淵崎甲２１２８‐５ ○

香川県 ソフトバンク善通寺 香川県善通寺市上吉田町３６６番地３ ○

香川県 ソフトバンクさぬき三木 香川県木田郡三木町大字氷上９５５‐６ ○

高知県 ソフトバンク香南５５号 高知県香南市野市町下井６１６‐５ ○

高知県 ソフトバンクモーテパワーセンター高知 高知県高知市介良乙３１７‐１ ○

高知県 ソフトバンクやえもん公園 高知県高知市高そね１３番２０号 ○

高知県 ソフトバンク高須 高知県高知市高須新町１丁目１‐１

高知県 ソフトバンクイオンモール高知 高知県高知市秦南町１丁目４‐８　イオンモール東館専門店街２Ｆ ○

高知県 ソフトバンクモーテ桂浜 高知県高知市瀬戸南町１丁目１３‐８ ○

高知県 ソフトバンク帯屋町 高知県高知市帯屋町２丁目２番９号　帯屋町ＣＥＮＴＲＯ１階 ○

高知県 ソフトバンク土佐道路 高知県高知市朝倉南町９‐１８ ○

高知県 ソフトバンク高知潮江 高知県高知市潮新町２丁目３‐１７

高知県 ソフトバンクフジグラン四万十 高知県四万十市具同２２２２番地フジグラン四万十２Ｆ

高知県 ソフトバンクフジ宿毛 高知県宿毛市宿毛５３８０番地１

高知県 ソフトバンク土佐高岡 高知県土佐市高岡町甲４３３番地１

徳島県 ソフトバンク阿南中央 徳島県阿南市富岡町滝の下２４‐１

徳島県 ソフトバンク吉野川 徳島県吉野川市鴨島町上下島１２５‐３

徳島県 ソフトバンク三加茂 徳島県三好郡東みよし町加茂１７３６番１‐２

徳島県 ソフトバンク小松島ルピア 徳島県小松島市小松島町字領田２０番地 ○

徳島県 ソフトバンクハローズ佐古 徳島県徳島市佐古三番町１５‐２２　ハローズ佐古１階 ○

徳島県 ソフトバンク沖浜 徳島県徳島市南昭和町１丁目２４

徳島県 ソフトバンク島田タクト 徳島県徳島市南島田町３丁目５５　ショッピングプラザタクトＢ館

徳島県 ソフトバンクイオンモール徳島 徳島県徳島市南末広町４番１号　イオンモール徳島４Ｆ ○

徳島県 ソフトバンクみなみかんじょうバイパス 徳島県徳島市八万町大野１５８番地１

徳島県 ソフトバンク徳島中央 徳島県徳島市北田宮１丁目２３６‐２ ○

徳島県 ソフトバンクフジグラン北島 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１７４　フジグラン北島２Ｆ

徳島県 ソフトバンクゆめタウン徳島 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須８８番地ー１ ○

徳島県 ソフトバンク藍住 徳島県板野郡藍住町笠木字中野１６７‐１ ○

徳島県 ソフトバンク脇町 徳島県美馬市脇町字拝原１５８３‐１ ○

徳島県 ソフトバンクフジグラン石井 徳島県名西郡石井町高川原字天神５４４‐１ ○

徳島県 ソフトバンク鳴門 徳島県鳴門市撫養町斎田字東発１９‐４ ○

中国 岡山県 ソフトバンク井原 岡山県井原市下出部町２丁目２１‐９
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岡山県 ソフトバンク東岡山 岡山県岡山市中区高屋２９５‐３ ○

岡山県 ソフトバンク東川原 岡山県岡山市中区東川原１４０‐１ ○

岡山県 ソフトバンク岡山平井 岡山県岡山市中区平井７丁目１の５ ○

岡山県 ソフトバンク益野 岡山県岡山市東区松新町１７０‐７ ○

岡山県 ソフトバンク西大寺 岡山県岡山市東区西大寺中野本町８‐３２ ○

岡山県 ソフトバンクマルナカ平島 岡山県岡山市東区東平島１６０９　マルナカ平島店

岡山県 ソフトバンク岡山新保 岡山県岡山市南区新保１１２５‐１ ○

岡山県 ソフトバンクアクロスプラザ岡南 岡山県岡山市南区築港栄町５‐１２　アクロスプラザ岡南 ○

岡山県 ソフトバンク妹尾 岡山県岡山市南区妹尾２６８５‐１ ○

岡山県 ソフトバンクイオンモール岡山 岡山県岡山市北区下石井１丁目２‐１　イオンモール岡山３階 ○

岡山県 ソフトバンク下中野 岡山県岡山市北区下中野３４１‐１０１ ○

岡山県 ソフトバンク岡山駅前 岡山県岡山市北区錦町６‐１５

岡山県 ソフトバンク高柳 岡山県岡山市北区高柳西町７‐３５

岡山県 ソフトバンクフレスタモールカジル津島 岡山県岡山市北区津島南１丁目２‐７　フレスタモールカジル津島 ○

岡山県 ソフトバンク岡山西バイパス 岡山県岡山市北区田中１２９‐１０４

岡山県 ソフトバンクマルナカ庭瀬 岡山県岡山市北区平野８６０‐２ ○

岡山県 ソフトバンク野田 岡山県岡山市北区野田３丁目２‐８ ○

岡山県 ソフトバンク笠岡 岡山県笠岡市富岡砂場１２３ ○

岡山県 ソフトバンク玉野メルカ 岡山県玉野市宇野１丁目３８‐１　玉野ショッピングモールメルカ２Ｆ ○

岡山県 ソフトバンク玉野紅陽台 岡山県玉野市東紅陽台１丁目１９‐２５５ ○

岡山県 ソフトバンクゆめタウン高梁 岡山県高梁市落合町阿部１７００　ゆめタウン高梁１Ｆ

岡山県 ソフトバンク新見 岡山県新見市高尾７６４‐１ ○

岡山県 ソフトバンクゆめタウン久世 岡山県真庭市惣１７０

岡山県 ソフトバンクゆめタウン邑久 岡山県瀬戸内市邑久町尾張２６８　ゆめタウン邑久内１Ｆ

岡山県 ソフトバンクゆめタウン山陽 岡山県赤磐市下市４７３　ゆめタウン山陽内１階

岡山県 ソフトバンク鴨方 岡山県浅口市鴨方町六条院中３９６９‐１

岡山県 ソフトバンクマルナカ新倉敷 岡山県倉敷市玉島爪崎９８１‐１

岡山県 ソフトバンク笹沖 岡山県倉敷市笹沖４７８‐１ ○

岡山県 ソフトバンク児島 岡山県倉敷市児島下の町２丁目１‐４８ ○

岡山県 ソフトバンクアリオ倉敷 岡山県倉敷市寿町１２番２号　アリオ倉敷１階

岡山県 ソフトバンク倉敷中庄 岡山県倉敷市松島１１４８‐３ ○

岡山県 ソフトバンク新倉敷 岡山県倉敷市新倉敷駅前３丁目７‐１　ペルヴィラ１Ｆ

岡山県 ソフトバンクイオンモール倉敷 岡山県倉敷市水江１　イオンモール倉敷　２Ｆ ○

岡山県 ソフトバンク倉敷中島 岡山県倉敷市中島１３６９‐６ ○

岡山県 ソフトバンク倉敷田ノ上 岡山県倉敷市田ノ上９４２‐４ ○

岡山県 ソフトバンク水島 岡山県倉敷市北畝２丁目１番７ ○

岡山県 ソフトバンク水島神田 岡山県倉敷市連島中央１丁目９ー１ ○

岡山県 ソフトバンクＴＳＵＴＡＹＡ総社東 岡山県総社市井手字一本木１２５７　ＴＳＵＴＡＹＡ総社東店内

岡山県 ソフトバンク総社 岡山県総社市中央５丁目９‐１０３ ○

岡山県 ソフトバンク津山河辺 岡山県津山市河辺１０００‐１　ジャスコ敷地内

岡山県 ソフトバンク津山小田中 岡山県津山市小田中１３０１‐８

岡山県 ソフトバンク備前 岡山県備前市伊部１３９１‐１

広島県 ソフトバンク海田中央 広島県安芸郡海田町南大正町４‐２０ ○

広島県 ソフトバンクフジグラン安芸 広島県安芸郡坂町北新地２丁目３‐３０　フジグラン安芸２階 ○

広島県 ソフトバンクイオンモール広島府中 広島県安芸郡府中町大須２丁目１‐１　イオンモール広島府中３Ｆ ○

広島県 ソフトバンク吉田 広島県安芸高田市吉田町常友１１７６‐４

広島県 ソフトバンク広国際通り 広島県呉市広古新開７丁目３４番２号 ○
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広島県 ソフトバンク広駅前 広島県呉市広中町１‐２５ ○

広島県 ソフトバンク焼山 広島県呉市焼山西３丁目４‐１１‐１０２ ○

広島県 ソフトバンクゆめタウン呉 広島県呉市宝町５‐１０　ゆめタウン呉内 ○

広島県 ソフトバンクイオンモール広島祗園 広島県広島市安佐南区祇園３丁目２‐１ ○

広島県 ソフトバンク相田 広島県広島市安佐南区相田２丁目３‐３３ ○

広島県 ソフトバンク伴東 広島県広島市安佐南区伴東５丁目１５‐３０

広島県 ソフトバンクフジグラン緑井 広島県広島市安佐南区緑井１丁目５番２号 ○

広島県 ソフトバンク可部バイパス 広島県広島市安佐北区可部５丁目８‐６ ○

広島県 ソフトバンクマルナカ可部 広島県広島市安佐北区可部７丁目４‐１３

広島県 ソフトバンク高陽中央 広島県広島市安佐北区口田３丁目２８‐５ ○

広島県 ソフトバンク五日市中央 広島県広島市佐伯区五日市５丁目５‐１３ ○

広島県 ソフトバンク五日市城山 広島県広島市佐伯区五日市中央７丁目１２‐６ ○

広島県 ソフトバンクジアウトレット広島 広島県広島市佐伯区石内東４丁目１番１号　ジアウトレット広島

広島県 ソフトバンクサンリブ五日市 広島県広島市佐伯区八幡１丁目２４‐１７　サンリブ五日市１Ｆ ○

広島県 ソフトバンク横川駅 広島県広島市西区横川町３丁目２‐２９　ＪＲ横川駅ビル１Ｆ ○

広島県 ソフトバンク庚午 広島県広島市西区庚午北３丁目１‐６ ○

広島県 ソフトバンクＬＥＣＴ広島Ｔ‐ＳＩＴＥ 広島県広島市西区扇２丁目１‐４５　ＬＥＣＴ広島Ｔ‐ＳＩＴＥ１階

広島県 ソフトバンクアルパーク 広島県広島市西区草津新町２丁目２６‐１　アルパーク東棟ブルーサイド３Ｆ ○

広島県 ソフトバンク観音 広島県広島市西区南観音３丁目１‐４ ○

広島県 ソフトバンク広島紙屋町 広島県広島市中区大手町１丁目１ー２０

広島県 ソフトバンクフジグラン広島 広島県広島市中区宝町２番１号フジグラン広島２階 ○

広島県 ソフトバンク本通駅前 広島県広島市中区本通６‐５　ホンドーリクラウン１Ｆ ○

広島県 ソフトバンク広島本通商店街 広島県広島市中区本通９‐３１　寿屋ビル ○

広島県 ソフトバンクフォレオ広島東 広島県広島市東区温品１丁目３‐２　フォレオ広島東２Ｆ ○

広島県 ソフトバンクゆめタウンみゆき 広島県広島市南区宇品西６丁目７‐１４　ゆめタウンみゆき

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８‐１７ ○

広島県 ソフトバンクエールエール広島駅前 広島県広島市南区松原町９‐１‐Ｂ２

広島県 ソフトバンク広島段原ショッピングセンター 広島県広島市南区段原南１丁目３‐５２　広島段原ショッピングセンター２階

広島県 ソフトバンクゆめタウン江田島 広島県江田島市大柿町飛渡瀬１８０　ゆめタウン江田島内１Ｆ

広島県 ソフトバンク三原宮浦 広島県三原市宮浦６丁目７‐２

広島県 ソフトバンクイオン三原 広島県三原市城町２丁目１３‐１　イオン三原 ○

広島県 ソフトバンク三次サングリーン 広島県三次市十日市東４丁目１‐３０ショッピングセンターサングリーン１Ｆ ○

広島県 ソフトバンク世羅 広島県世羅郡世羅町大字寺町字隅田１５５０番地１１

広島県 ソフトバンク大竹晴海 広島県大竹市港町１丁目１‐３０

広島県 ソフトバンク竹原 広島県竹原市竹原町３５６７‐８

広島県 ソフトバンク高屋 広島県東広島市高屋町杵原１３４４番１号

広島県 ソフトバンク黒瀬 広島県東広島市黒瀬町楢原１５９‐１ ○

広島県 ソフトバンク広大前 広島県東広島市西条下見６丁目１０‐１１ ○

広島県 ソフトバンク西条中央 広島県東広島市西条町御薗宇勝谷５１７１‐１

広島県 ソフトバンク西条土与丸 広島県東広島市西条町土与丸１２３４ ○

広島県 ソフトバンク八本松 広島県東広島市八本松東３丁目１２‐６ ○

広島県 ソフトバンクゆめタウン廿日市 広島県廿日市市下平良２丁目２‐１　ゆめタウン廿日市３Ｆ ○

広島県 ソフトバンク廿日市 広島県廿日市市串戸１丁目９‐４６ ○

広島県 ソフトバンク因島 広島県尾道市因島田熊町１１４１‐１

広島県 ソフトバンク尾道 広島県尾道市栗原西２丁目６‐１２ ○

広島県 ソフトバンク東尾道 広島県尾道市高須町宇西新涯５７６６番‐１ ○

広島県 ソフトバンク府中天満屋 広島県府中市府川町１８６‐１　１Ｆ
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広島県 ソフトバンク福山東郵便局前 広島県福山市引野町５丁目３１番１９号 ○

広島県 ソフトバンク福山駅家 広島県福山市駅家町大字江良５４７‐１ ○

広島県 ソフトバンク野上 広島県福山市御門町３丁目１‐１０ ○

広島県 ソフトバンクさんすて福山 広島県福山市三之丸町３０‐１ ○

広島県 ソフトバンクあけぼの 広島県福山市曙町５丁目１３‐６ ○

広島県 ソフトバンク南松永 広島県福山市松永町６丁目１０‐４７ ○

広島県 ソフトバンク神辺 広島県福山市神辺町字道上５１‐１ ○

広島県 ソフトバンク蔵王 広島県福山市南蔵王町６丁目２‐１０ ○

広島県 ソフトバンクゆめタウン福山 広島県福山市入船町３丁目１‐６０　ゆめタウン福山２Ｆ ○

山口県 ソフトバンクゆめタウン宇部 山口県宇部市黒石北３丁目４‐１ ○

山口県 ソフトバンクフジグラン宇部 山口県宇部市明神町３丁目１‐１ ○

山口県 ソフトバンクゆめタウン長府 山口県下関市ゆめタウン１‐１　ゆめタウン長府店１Ｆ ○

山口県 ソフトバンクゆめシティ 山口県下関市伊倉新町３丁目１‐１　ゆめシティ１Ｆ ○

山口県 ソフトバンク下関山の田 山口県下関市山の田本町６‐２ ○

山口県 ソフトバンクシーモール下関 山口県下関市竹崎町４丁目４‐８

山口県 ソフトバンク星プラザ下松 山口県下松市中央町２１‐３　星プラザ２階 ○

山口県 ソフトバンク岩国室の木 山口県岩国市室の木町１丁目８‐４４ ○

山口県 ソフトバンクゆめタウン南岩国 山口県岩国市南岩国町１丁目２０‐３０　ゆめタウン南岩国２Ｆ ○

山口県 ソフトバンクイオン光 山口県光市大字浅江木園１７５６‐１ ○

山口県 ソフトバンクサンパークあじす 山口県山口市阿知須４８２５‐１ ○

山口県 ソフトバンクイオンタウン小郡 山口県山口市小郡前田町２‐１１ ○

山口県 ソフトバンクゆめタウン山口 山口県山口市大内千坊６丁目９番１号ゆめタウン山口２Ｆ

山口県 ソフトバンク山口大学前 山口県山口市平井７８７番１号 ○

山口県 ソフトバンクおのだサンパーク 山口県山陽小野田市中川６丁目４‐１　おのだサンパーク本館２Ｆ ○

山口県 ソフトバンク新南陽 山口県周南市政所３丁目５‐２７ ○

山口県 ソフトバンクゆめタウン徳山 山口県周南市青山町１番１８号

山口県 ソフトバンク徳山東 山口県周南市大字久米３２０２‐１ ○

山口県 ソフトバンク萩 山口県萩市大字土原１９ ○

山口県 ソフトバンクイオンタウン防府 山口県防府市鐘紡町７番１号 ○

山口県 ソフトバンクイオン防府 山口県防府市中央町１‐３　イオン防府店３Ｆ ○

山口県 ソフトバンク防府中央 山口県防府市鋳物師町８‐３０ ○

山口県 ソフトバンク柳井中央 山口県柳井市古開作６８５‐５ ○

山口県 ＳｏｆｔＢａｎｋ　ＭＣＣＳ　Ｉｗａｋｕｎｉ 山口県岩国市三角町米軍岩国基地内MCASMCX Bldg.446 ○

鳥取県 ソフトバンク境港 鳥取県境港市竹内町３５６５‐３１

鳥取県 ソフトバンクイオンモール日吉津 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津１１６０‐１　イオンモール日吉津２Ｆ ○

鳥取県 ソフトバンク倉吉中央 鳥取県倉吉市昭和町２丁目１３５‐１ ○

鳥取県 ソフトバンク倉吉 鳥取県倉吉市福庭町２丁目４８番地 ○

鳥取県 ソフトバンク鳥取宮長 鳥取県鳥取市宮長３‐１ ○

鳥取県 ソフトバンク鳥取湖山 鳥取県鳥取市湖山町東５丁目１０４ ○

鳥取県 ソフトバンク鳥取中央 鳥取県鳥取市田島５７４ ○

鳥取県 ソフトバンクイオンモール鳥取北 鳥取県鳥取市晩稲３４８番地イオンモール鳥取北２階

鳥取県 ソフトバンク米子皆生 鳥取県米子市皆生新田１丁目５‐２２

鳥取県 ソフトバンク米子中央 鳥取県米子市米原４丁目５‐５０ ○

鳥取県 ソフトバンク米子米原 鳥取県米子市両三柳２１３番地１

島根県 ソフトバンクゆめタウン益田 島根県益田市高津７丁目２１‐１２ゆめタウン益田１階

島根県 ソフトバンクゆめタウン出雲 島根県出雲市大塚町６５０‐１

島根県 ソフトバンクイオンモール出雲 島根県出雲市渡橋町１０６６　イオンモール出雲
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島根県 ソフトバンクゆめタウン斐川 島根県出雲市斐川町上直江１３０１‐１　ゆめタウン斐川１階 ○

島根県 ソフトバンク出雲 島根県出雲市姫原２丁目７‐２ ○

島根県 ソフトバンク松江学園通南 島根県松江市学園南１丁目２０ー１８

島根県 ソフトバンク松江中央 島根県松江市西津田５丁目１‐５ ○

島根県 ソフトバンク松江田和山 島根県松江市田和山町２５ ○

島根県 ソフトバンクイオン松江 島根県松江市東朝日町１５１イオン松江３Ｆ

島根県 ソフトバンクイオンタウン大田 島根県大田市長久町土江９７ ○

島根県 ソフトバンクゆめタウン浜田 島根県浜田市港町２２７番地‐１ ○

九州 福岡県 ソフトバンクみやま 福岡県みやま市瀬高町下庄７４９‐１ ○

福岡県 ソフトバンク遠賀 福岡県遠賀郡遠賀町松の本１丁目４番１４号 ○

福岡県 ソフトバンク岡垣 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前８‐６ ○

福岡県 ソフトバンク嘉麻 福岡県嘉麻市鴨生８６０‐１０ ○

福岡県 ソフトバンク久留米花畑 福岡県久留米市花畑２丁目１６‐１８ ○

福岡県 ソフトバンク久留米山川 福岡県久留米市山川追分２丁目４‐２３

福岡県 ソフトバンクゆめタウン久留米 福岡県久留米市新合川１丁目２‐１　ゆめタウン久留米本棟１階 ○

福岡県 ソフトバンク田主丸 福岡県久留米市田主丸町鷹取４５８‐３

福岡県 ソフトバンク久留米新合川 福岡県久留米市東合川２丁目３‐１２ ○

福岡県 ソフトバンク上津バイパス 福岡県久留米市本山１丁目１０‐１０　フェスティバルガーデン上津１Ｆ ○

福岡県 ソフトバンク久留米本町 福岡県久留米市本町４‐１ ○

福岡県 ソフトバンク宮若 福岡県宮若市本城７３４　（いきいき本城内）

福岡県 ソフトバンク苅田バイパス 福岡県京都郡苅田町松原町９‐１６

福岡県 ソフトバンク古賀花見 福岡県古賀市花見東７丁目１‐１ ○

福岡県 ソフトバンク行橋 福岡県行橋市西宮市２丁目２０‐１８ ○

福岡県 ソフトバンク行橋中央 福岡県行橋市南大橋３丁目５‐５ ○

福岡県 ソフトバンクミスターマックス糸島 福岡県糸島市高田４丁目１３８‐１ ○

福岡県 ソフトバンク前原 福岡県糸島市前原東２丁目１２ー７ ○

福岡県 ソフトバンクくりえいと宗像 福岡県宗像市くりえいと１丁目３‐１ ○

福岡県 ソフトバンク宗像光岡 福岡県宗像市光岡１‐１ ○

福岡県 ソフトバンク井尻 福岡県春日市桜ヶ丘４丁目４９番 ○

福岡県 ソフトバンクアクロスモール春日 福岡県春日市春日５丁目１７　アクロスモール春日１Ｆ ○

福岡県 ソフトバンク春日フォレストシティ 福岡県春日市星見ヶ丘３丁目２番１ ○

福岡県 ソフトバンク春日いけいけ通り 福岡県春日市惣利２丁目３１

福岡県 ソフトバンク小郡 福岡県小郡市小郡６２９‐２８ ○

福岡県 ソフトバンクトリアスモール 福岡県糟屋郡久山町大字山田１１６９‐１　トリアスＨ棟

福岡県 ソフトバンク志免 福岡県糟屋郡志免町田富１丁目５番１号 ○

福岡県 ソフトバンク新宮中央 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前１丁目５番２号　ライフガーデン新宮内 ○

福岡県 ソフトバンクイオンモール福岡 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２‐１　イオンモール福岡１階０５９‐Ａ ○

福岡県 ソフトバンク門松 福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈字畑田１２４番３ ○

福岡県 ソフトバンク粕屋仲原 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２５４６ ○

福岡県 ソフトバンク太宰府向佐野 福岡県太宰府市向佐野１丁目１０‐１４ ○

福岡県 ソフトバンク大川 福岡県大川市大字郷原５１５‐１ ○

福岡県 ソフトバンクゆめタウン大牟田 福岡県大牟田市旭町２丁目２８ ○

福岡県 ソフトバンク大牟田日出町 福岡県大牟田市日出町３丁目５‐３ ○

福岡県 ソフトバンクイオンモール大牟田 福岡県大牟田市岬町３‐４

福岡県 ソフトバンク大野城南ヶ丘 福岡県大野城市旭ケ丘２丁目１番１号

福岡県 ソフトバンク大野城 福岡県大野城市瓦田４丁目３‐３５ ○

福岡県 ソフトバンク筑後北 福岡県筑後市大字熊野１４３９‐１ ○
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福岡県 ソフトバンク筑後 福岡県筑後市大字長浜２３００‐２

福岡県 ソフトバンク原田駅前 福岡県筑紫野市原田６丁目１０‐８

福岡県 ソフトバンクゆめタウン筑紫野 福岡県筑紫野市針摺東３丁目３‐１ ○

福岡県 ソフトバンクイオンモール筑紫野 福岡県筑紫野市大字立明寺４３４‐１

福岡県 ソフトバンク二日市 福岡県筑紫野市二日市南２丁目１１７２番８号 ○

福岡県 ソフトバンク中間 福岡県中間市中央５丁目１‐１０ ○

福岡県 ソフトバンク筑前 福岡県朝倉郡筑前町依井３９１番地１ ○

福岡県 ソフトバンク甘木 福岡県朝倉市甘木３３５‐１

福岡県 ソフトバンク直方 福岡県直方市大字下新入５４８‐６ ○

福岡県 ソフトバンクイオンモール直方 福岡県直方市湯野原２丁目１番１号　イオンモール直方１階 ○

福岡県 ソフトバンク田川川崎 福岡県田川郡川崎町大字池尻３５８‐１ ○

福岡県 ソフトバンク田川夏吉 福岡県田川市大字夏吉１９４‐４３ ○

福岡県 ソフトバンクメルクス田川 福岡県田川市大字川宮１６９９‐２８ ○

福岡県 ソフトバンク那珂川松木 福岡県那珂川市松木３丁目２番地 ○

福岡県 ソフトバンク那珂川 福岡県那珂川市片縄北４丁目１‐１５ ○

福岡県 ソフトバンク八女 福岡県八女市大島５２‐１ ○

福岡県 ソフトバンク飯塚 福岡県飯塚市西徳前１４‐７２ ○

福岡県 ソフトバンク飯塚柏の森 福岡県飯塚市柏の森１５０‐４ ○

福岡県 ソフトバンク七隈 福岡県福岡市城南区神松寺２丁目２１‐１２ ○

福岡県 ソフトバンク茶山 福岡県福岡市城南区茶山１丁目１‐２ ○

福岡県 ソフトバンク木の葉モール橋本 福岡県福岡市西区橋本２丁目２７‐２　木の葉モール橋本 ○

福岡県 ソフトバンクＭＥＧＡドン・キホーテ福重 福岡県福岡市西区拾六町１丁目７‐１　ＭＥＧＡドン・キホーテ福重１Ｆ

福岡県 ソフトバンク九大学研都市 福岡県福岡市西区西都１丁目１５‐９ ○

福岡県 ソフトバンクウエストコート姪浜 福岡県福岡市西区内浜１丁目７番３号ウエストコート姪浜レジャービル１Ｆ‐Ｍ ○

福岡県 ソフトバンクイオンマリナタウン 福岡県福岡市西区豊浜３丁目１‐１０‐２階 ○

福岡県 ソフトバンク原弥生 福岡県福岡市早良区原１丁目２９‐３１ ○

福岡県 ソフトバンク原中学校前 福岡県福岡市早良区原６丁目９番１３号 ○

福岡県 ソフトバンク次郎丸 福岡県福岡市早良区次郎丸３丁目２‐３９ ○

福岡県 ソフトバンク野芥 福岡県福岡市早良区重留２丁目１５‐２３ ○

福岡県 ソフトバンク西新 福岡県福岡市早良区西新４丁目９‐３９ ○

福岡県 ソフトバンク地行 福岡県福岡市中央区今川２丁目１‐１　プラティーク今川１Ｆ

福岡県 ソフトバンク福岡天神西通り 福岡県福岡市中央区大名１丁目１‐４３ ○

福岡県 ソフトバンクマークイズ福岡ももち 福岡県福岡市中央区地行浜２丁目２‐１マークイズ福岡ももち　３階

福岡県 ホークスモバイルステーション 福岡県福岡市中央区地行浜２丁目２‐２

福岡県 ソフトバンク福岡天神 福岡県福岡市中央区天神２丁目９‐２０３ ○

福岡県 ソフトバンク天神地下街 福岡県福岡市中央区天神２丁目地下１号６番街１１７号

福岡県 ソフトバンク薬院 福岡県福岡市中央区薬院４丁目１‐３７　マルキンビル

福岡県 ソフトバンク六本松 福岡県福岡市中央区六本松４丁目８番６号

福岡県 ソフトバンクイオンモール香椎浜 福岡県福岡市東区香椎浜３丁目１２‐１　イオンモール香椎浜２階 ○

福岡県 ソフトバンク松島 福岡県福岡市東区松島３丁目１‐３０

福岡県 ソフトバンク唐原 福岡県福岡市東区唐原３丁目２‐３１ ○

福岡県 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１‐１ ○

福岡県 ソフトバンク舞松原 福岡県福岡市東区舞松原１丁目１０‐１０

福岡県 ソフトバンク和白 福岡県福岡市東区和白丘１丁目２‐８

福岡県 ソフトバンクＡＯＫＩ福岡清水 福岡県福岡市南区玉川町１‐２７　ＡＯＫＩ福岡清水店１Ｆ ○

福岡県 ソフトバンク平尾駅前 福岡県福岡市南区高宮１丁目１‐１０　スカイマンション平尾１Ｆ ○

福岡県 ソフトバンク大橋 福岡県福岡市南区大橋１丁目１３‐１ ○
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福岡県 ソフトバンク大橋駅前 福岡県福岡市南区大橋１丁目１５‐６　１Ｆ ○

福岡県 ソフトバンク野間 福岡県福岡市南区野間３丁目７‐９　レーベン野間１Ｆ ○

福岡県 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２‐２２　キャナルシティ博多センターウォーク　４階 ○

福岡県 ソフトバンクＢＲＡＮＣＨ博多パピヨンガーデン 福岡県福岡市博多区千代１丁目２‐１　ＢＲＡＮＣＨ博多パピヨンガーデン ○

福岡県 ソフトバンクコマーシャルモール博多 福岡県福岡市博多区東光寺町２丁目６‐４０　コマーシャルモール博多１Ｆ ○

福岡県 ソフトバンクフォレオ博多 福岡県福岡市博多区東那珂１丁目１４‐４６

福岡県 ソフトバンクららぽーと福岡 福岡県福岡市博多区那珂６丁目２３‐１　ららぽーと福岡３階

福岡県 ソフトバンク博多バスターミナル 福岡県福岡市博多区博多駅中央街２‐１　博多バスターミナルビルＢ１Ｆ ○

福岡県 ソフトバンク博多マルイ 福岡県福岡市博多区博多駅中央街９ー１　６Ｆ ○

福岡県 ソフトバンクイオンモール福津 福岡県福津市日蒔野６丁目１６‐１　イオンモール福津３Ｆ ○

福岡県 ソフトバンク豊前 福岡県豊前市大字恒富２１０‐４ ○

福岡県 ソフトバンク鞘ヶ谷 福岡県北九州市戸畑区東鞘ケ谷町２‐１　ショッピングセンター鞘ヶ谷内 ○

福岡県 ソフトバンク若松高須 福岡県北九州市若松区高須北３丁目１‐１０４

福岡県 ソフトバンクイオン若松 福岡県北九州市若松区二島１丁目３‐１ ○

福岡県 ソフトバンクサニーサイドモール小倉 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町１０‐１ ○

福岡県 ソフトバンク葛原 福岡県北九州市小倉南区葛原本町１丁目８‐２５ ○

福岡県 ソフトバンクマルショク新守恒 福岡県北九州市小倉南区守恒２丁目８‐６ ○

福岡県 ソフトバンク小倉沼 福岡県北九州市小倉南区沼本町１丁目１４‐６ ○

福岡県 ソフトバンクサンリブシティ小倉 福岡県北九州市小倉南区上葛原２丁目１４‐１　サンリブシティ小倉内

福岡県 ソフトバンク津田 福岡県北九州市小倉南区津田１丁目９‐５ ○

福岡県 ソフトバンク湯川 福岡県北九州市小倉南区湯川１丁目１‐１３ ○

福岡県 ソフトバンク小倉片野 福岡県北九州市小倉北区黄金２丁目９番３号 ○

福岡県 ソフトバンクチャチャタウン小倉 福岡県北九州市小倉北区砂津３丁目１‐１　チャチャタウン小倉内１２６‐Ｂ ○

福岡県 ソフトバンクリバーウォーク北九州 福岡県北九州市小倉北区室町１丁目１‐１ ○

福岡県 ソフトバンク中井 福岡県北九州市小倉北区中井５丁目１４‐１２ ○

福岡県 ソフトバンク小嶺台 福岡県北九州市八幡西区小嶺台１丁目１‐４１ ○

福岡県 ソフトバンクイオンタウン黒崎 福岡県北九州市八幡西区西曲里町３‐１ ○

福岡県 ソフトバンク八幡三ヶ森 福岡県北九州市八幡西区里中１丁目７‐８ ○

福岡県 ソフトバンク本城中央 福岡県北九州市八幡西区力丸町１５‐７ ○

福岡県 ソフトバンクイオンモール八幡東 福岡県北九州市八幡東区東田３丁目２‐１０２イオンモール八幡東３Ｆ ○

福岡県 ソフトバンク門司 福岡県北九州市門司区中町３‐１３ ○

福岡県 ソフトバンク門司港 福岡県北九州市門司区東本町１丁目３‐９ ○

福岡県 ソフトバンク柳川 福岡県柳川市三橋町江曲２６３‐１ ○

大分県 ソフトバンク宇佐 大分県宇佐市大字四日市２７７‐８ ○

大分県 ソフトバンク臼杵 大分県臼杵市大字野田字竹ノ下３３４番

大分県 ソフトバンク佐伯 大分県佐伯市鶴岡西町２丁目１５８番 ○

大分県 ソフトバンク日出 大分県速見郡日出町３８８８‐９　恵夢プラサ１Ｆ

大分県 ソフトバンク下郡 大分県大分市下郡北２丁目２‐３９

大分県 ソフトバンク賀来 大分県大分市賀来西１丁目１５‐６

大分県 ソフトバンクパークプレイス大分 大分県大分市公園通り西２丁目１番　２Ｆ ○

大分県 ソフトバンク高城 大分県大分市高松２丁目１‐１８

大分県 ソフトバンク大分県庁前 大分県大分市城崎町１丁目３‐３５ ○

大分県 ソフトバンク大道 大分県大分市西大道１丁目１番３号

大分県 ソフトバンク大在 大分県大分市大在中央１丁目４‐１６ ○

大分県 ソフトバンクコムボックス大分 大分県大分市大字宮崎６９６‐１　コムボックス大分１Ｆ ○

大分県 ソフトバンクトキハわさだタウン 大分県大分市大字玉沢７５５番地の１　トキハわさだタウン ○

大分県 ソフトバンク明野 大分県大分市大字小池原字三楽１１１６‐６ ○
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大分県 ソフトバンク森町 大分県大分市大字森字西町５３７‐１ ○

大分県 ソフトバンク中津 大分県中津市沖代町１丁目２‐１６ ○

大分県 ソフトバンク中津東 大分県中津市大字上如水１３２０‐２‐３ ○

大分県 ソフトバンク日田インター 大分県日田市大字渡里１０４‐１ ○

大分県 ソフトバンク別府みなと 大分県別府市船小路町６番８号

大分県 ソフトバンク別府青山 大分県別府市大字南立石字丸尾２２４１番２ ○

大分県 ソフトバンクゆめタウン別府 大分県別府市楠町３８２‐７　ゆめタウン別府２Ｆ

大分県 ソフトバンク三重町 大分県豊後大野市三重町市場１３‐５ ○

長崎県 ソフトバンク早岐 長崎県佐世保市広田３丁目２３１ ○

長崎県 ソフトバンクさせぼ五番街 長崎県佐世保市新港町２番１号させぼ五番街 ○

長崎県 ソフトバンク大塔 長崎県佐世保市大塔町１６７９番地２ ○

長崎県 ソフトバンク北佐世保 長崎県佐世保市梅田町５‐２４　フレスコブリーザー１Ｆ ○

長崎県 ソフトバンク時津 長崎県西彼杵郡時津町元村郷８１４番１

長崎県 ソフトバンクイオンタウン長与 長崎県西彼杵郡長与町北陽台１丁目１‐１　イオンタウン長与　１階　２０９区画

長崎県 ソフトバンク大村 長崎県大村市水主町２丁目７４６‐１ ○

長崎県 ソフトバンク大波止 長崎県長崎市元船町１３ー２　大波止第三ビル１Ｆ ○

長崎県 ソフトバンク長崎住吉 長崎県長崎市若葉町１０‐４

長崎県 ソフトバンクフレスポ深堀 長崎県長崎市深堀町１丁目１４５‐２２

長崎県 ソフトバンク東長崎 長崎県長崎市田中町１０２７‐４５ ○

長崎県 ソフトバンク長崎浜町 長崎県長崎市浜町７番７号 ○

長崎県 ソフトバンク浦上 長崎県長崎市目覚町６ー１ ○

長崎県 ソフトバンク長崎葉山 長崎県長崎市葉山１丁目２８‐１５　Ｓ＆Ｂ葉山ショッピングセンター　１階

長崎県 ソフトバンク島原 長崎県島原市新馬場町８０４‐２

長崎県 ソフトバンク新上五島 長崎県南松浦郡新上五島町浦桑郷１３９６‐１

長崎県 ソフトバンク諌早バイパス 長崎県諫早市小川町４４番１号 ○

宮崎県 ソフトバンク延岡多々良 宮崎県延岡市岡富町古川土地区画整理事業地内４１街区８ ○

宮崎県 ソフトバンク延岡出北 宮崎県延岡市出北５丁目１８番４号 ○

宮崎県 ソフトバンク花山手 宮崎県宮崎市花山手東１丁目１３‐１ ○

宮崎県 ソフトバンクイオンモール宮崎 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２‐１　イオンモール宮崎１Ｆ ○

宮崎県 ソフトバンク清武加納 宮崎県宮崎市清武町加納甲２７０１‐１ ○

宮崎県 ソフトバンク宮崎空港前 宮崎県宮崎市大字本郷北方２１‐１ ○

宮崎県 ソフトバンク大塚 宮崎県宮崎市大塚町原１６４８番地１ ○

宮崎県 ソフトバンク大淀大橋 宮崎県宮崎市東大淀１丁目４‐２３

宮崎県 ソフトバンク宮崎神宮前 宮崎県宮崎市南花ケ島町３１８ ○

宮崎県 ソフトバンクフェニックスガーデンうきのじょう 宮崎県宮崎市柳丸町１５２ ○

宮崎県 ソフトバンク高鍋 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１０９８番地 ○

宮崎県 ソフトバンク小林 宮崎県小林市堤３０９０‐７

宮崎県 ソフトバンクイオンモール都城駅前 宮崎県都城市栄町４６７２‐５　イオンモールＭＩＥＬＬ都城駅前 ○

宮崎県 ソフトバンク都城 宮崎県都城市早水町１６‐７‐１１

宮崎県 ソフトバンク都城早鈴 宮崎県都城市早鈴町１４８８番８

宮崎県 ソフトバンク都城中央 宮崎県都城市平江町３‐１１ ○

宮崎県 ソフトバンク日向 宮崎県日向市鶴町２丁目１０番２２号 ○

宮崎県 ソフトバンクモーテ日南 宮崎県日南市吾田西３丁目１‐４２ ○

熊本県 ソフトバンク阿蘇一の宮 熊本県阿蘇市一の宮町宮地４６０４‐１５ ○

熊本県 ソフトバンク松橋 熊本県宇城市松橋町松橋９４７‐１ ○

熊本県 ソフトバンク宇土シティ 熊本県宇土市善道寺町綾織９５　宇土シティプラザ ○

熊本県 ソフトバンク光の森北郵便局前 熊本県菊池郡菊陽町光の森２丁目３‐１ ○
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熊本県 ソフトバンクゆめタウン光の森 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目３９‐１　ゆめタウン光の森　南館１階 ○

熊本県 ソフトバンク大津中央 熊本県菊池郡大津町大字大津１２５８‐１ ○

熊本県 ソフトバンク菊池中央 熊本県菊池市大琳寺２３６‐５ ○

熊本県 ソフトバンク玉名中央 熊本県玉名市中１８０２‐１ ○

熊本県 ソフトバンクアミュプラザくまもと 熊本県熊本市西区春日３丁目１５番２６号　アミュプラザくまもと５Ｆ ○

熊本県 ソフトバンク上熊本 熊本県熊本市西区上熊本２丁目１７‐１１

熊本県 ソフトバンク熊本西 熊本県熊本市西区野中３丁目１‐３４ ○

熊本県 ソフトバンクＳＡＫＵＲＡＭＡＣＨＩ 熊本県熊本市中央区桜町３‐１０　ＳＡＫＵＲＡＭＡＣＨＩｋｕｍａｍｏｔｏ３Ｆ

熊本県 ソフトバンク下通 熊本県熊本市中央区手取本町４‐１２　ファインビル１Ｆ ○

熊本県 ソフトバンク熊本日赤前 熊本県熊本市中央区帯山９丁目４‐８ ○

熊本県 ソフトバンク坪井 熊本県熊本市中央区坪井６丁目３６‐１

熊本県 ソフトバンク浜線バイパス 熊本県熊本市中央区八王寺町３５‐２３　ティファユー八王寺

熊本県 ソフトバンク東バイパス 熊本県熊本市東区下南部３丁目１２‐３４ ○

熊本県 ソフトバンク健軍東 熊本県熊本市東区花立１丁目５番１７号 ○

熊本県 ソフトバンク健軍 熊本県熊本市東区錦ケ丘１９‐１ ○

熊本県 ソフトバンク平成大通り 熊本県熊本市南区江越２丁目２‐５ ○

熊本県 ソフトバンクイオンタウン西熊本 熊本県熊本市南区上ノ郷２丁目１６‐１ ○

熊本県 ソフトバンクゆめタウンはません 熊本県熊本市南区田井島１丁目２‐１　ゆめタウンはません１階 ○

熊本県 ソフトバンク植木 熊本県熊本市北区植木町滴水字松原５１番地１ ○

熊本県 ソフトバンク飛田バイパス 熊本県熊本市北区鶴羽田１丁目１５‐１ ○

熊本県 ソフトバンク麻生田 熊本県熊本市北区麻生田４丁目２‐３８ ○

熊本県 ソフトバンクゆめタウンシティモールあらお 熊本県荒尾市緑ケ丘１丁目１　ショッピングセンターゆめタウンシティモール内２Ｆ ○

熊本県 ソフトバンク山鹿 熊本県山鹿市方保田３６４６‐１ ○

熊本県 ソフトバンクイオンモール熊本 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２　イオンモール熊本１Ｆ ○

熊本県 ソフトバンク人吉 熊本県人吉市下林町佐ブ川２２‐２ ○

熊本県 ソフトバンク天草 熊本県天草市東浜町１１番５ ○

熊本県 ソフトバンクゆめタウン八代 熊本県八代市建馬町３‐１ ○

熊本県 ソフトバンク八代中央 熊本県八代市松江町１２８‐１ ○

佐賀県 ソフトバンク伊万里 佐賀県伊万里市二里町八谷搦１３０６ ○

佐賀県 ソフトバンク佐賀北部バイパス 佐賀県佐賀市卸本町５番２８号　ＵＴＺＬＥＲＴ１階 ○

佐賀県 ソフトバンクモラージュ佐賀 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島７３０

佐賀県 ソフトバンク高木瀬 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９８７‐１　レジデンスいちご１階 ○

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５‐４５ ○

佐賀県 ソフトバンクゆめタウン佐賀 佐賀県佐賀市兵庫北５丁目１４番１号　ゆめタウン佐賀２Ｆ ○

佐賀県 ソフトバンク夢咲 佐賀県佐賀市兵庫北５丁目６番１４号 ○

佐賀県 ソフトバンク佐賀南 佐賀県佐賀市本庄町大字袋２９８‐７ ○

佐賀県 ソフトバンク鹿島 佐賀県鹿島市大字井手８１１ ○

佐賀県 ソフトバンク小城 佐賀県小城市芦刈町芦溝三本松１３０‐１ ○

佐賀県 ソフトバンク吉野ヶ里 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田１９‐６

佐賀県 ソフトバンク鳥栖 佐賀県鳥栖市轟木町字二本松１５９７‐４ ○

佐賀県 ソフトバンクフレスポ鳥栖 佐賀県鳥栖市本鳥栖町５３７‐１　フレスポ鳥栖１Ｆ ○

佐賀県 ソフトバンクイオン唐津 佐賀県唐津市鏡字立神４６７１イオン唐津ショッピングセンター１階 ○

佐賀県 ソフトバンク唐津 佐賀県唐津市和多田先石４番２‐６号 ○

佐賀県 ソフトバンク武雄 佐賀県武雄市武雄町大字昭和２９５ ○

鹿児島県 ソフトバンク吉野 鹿児島県鹿児島市吉野四丁目４１番１号

鹿児島県 ソフトバンク姶良バイパス 鹿児島県姶良市宮島町４８‐１３ ○

鹿児島県 ソフトバンクイオンタウン姶良 鹿児島県姶良市西餅田２６４‐１　イオンタウン姶良３階 ○
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鹿児島県 ソフトバンク奄美 鹿児島県奄美市名瀬小浜町４‐２８　ＡＩＳビルＢ棟１Ｆ

鹿児島県 ソフトバンク川内駅前 鹿児島県薩摩川内市西向田町７番３２号 ○

鹿児島県 ソフトバンク志布志 鹿児島県志布志市志布志町志布志３丁目２３１９‐３ ○

鹿児島県 ソフトバンク指宿 鹿児島県指宿市十町２３７０‐１

鹿児島県 ソフトバンク笠之原 鹿児島県鹿屋市笠之原町２６番３４号 ○

鹿児島県 ソフトバンク鹿屋寿 鹿児島県鹿屋市寿３丁目１２‐１９ ○

鹿児島県 ソフトバンク宇宿 鹿児島県鹿児島市宇宿２丁目２４‐１６

鹿児島県 ソフトバンク下伊敷 鹿児島県鹿児島市下伊敷１丁目５３番１６号 ○

鹿児島県 ソフトバンク騎射場 鹿児島県鹿児島市下荒田３丁目２８‐１２野村学園ビル１階

鹿児島県 ソフトバンクてんまち 鹿児島県鹿児島市千日町１５‐１５　リバティハウス１階 ○

鹿児島県 ソフトバンク中山バイパス 鹿児島県鹿児島市東谷山６丁目３３‐２７ ○

鹿児島県 ソフトバンク鹿児島中央駅西口 鹿児島県鹿児島市武１丁目５‐２　ガーデンパレス藤１Ｆ ○

鹿児島県 ソフトバンクアクロスプラザ与次郎 鹿児島県鹿児島市与次郎１丁目７番２０号　アクロスプラザ与次郎 ○

鹿児島県 ソフトバンク谷山 鹿児島県鹿児島市和田１丁目２‐１

鹿児島県 ソフトバンク出水中央 鹿児島県出水市六月田町３６３番

鹿児島県 ソフトバンク沖永良部 鹿児島県大島郡和泊町大字和泊１２３‐１

鹿児島県 ソフトバンク加世田 鹿児島県南さつま市加世田本町４‐２

鹿児島県 ソフトバンク伊集院 鹿児島県日置市伊集院町徳重２丁目６番地６ ○

鹿児島県 ソフトバンク枕崎 鹿児島県枕崎市住吉町１番地

鹿児島県 ソフトバンク国分中央 鹿児島県霧島市国分中央５丁目１‐５ ○

鹿児島県 ソフトバンク隼人国分 鹿児島県霧島市隼人町見次３００番１ ○

沖縄県 ソフトバンクみどり町 沖縄県うるま市みどり町５丁目２‐６ ○

沖縄県 ソフトバンクＡＢＬＯうるま 沖縄県うるま市字前原６０‐１

沖縄県 ソフトバンクうるま石川 沖縄県うるま市石川１丁目１４‐１ ○

沖縄県 ソフトバンク浦添経塚 沖縄県浦添市字経塚３７８‐３ ○

沖縄県 ソフトバンク城間 沖縄県浦添市城間３丁目４‐１　エムズファミール１Ｆ ○

沖縄県 ソフトバンク浦添パルコシティ 沖縄県浦添市西洲３丁目１‐１　サンエー浦添西海岸パルコシティ３階 ○

沖縄県 ソフトバンク泡瀬 沖縄県沖縄市高原７丁目２３‐１０ ○

沖縄県 ソフトバンク中の町 沖縄県沖縄市上地１丁目１１‐６

沖縄県 ソフトバンク美里 沖縄県沖縄市美原１丁目２２‐１

沖縄県 ソフトバンク宜野湾Ｒ５８号 沖縄県宜野湾市真志喜１丁目１１番２号 ○

沖縄県 ソフトバンク宜野湾長田 沖縄県宜野湾市長田１丁目２０番２３号

沖縄県 ソフトバンク宮古 沖縄県宮古島市平良字西里９２８‐３ ○

沖縄県 ソフトバンク糸満 沖縄県糸満市字兼城４７１ ○

沖縄県 ソフトバンク石垣 沖縄県石垣市新栄町１６‐１０

沖縄県 ソフトバンクイオンタウン読谷 沖縄県中頭郡読谷村字古堅７４０

沖縄県 ソフトバンク北谷 沖縄県中頭郡北谷町美浜１丁目５‐９

沖縄県 ソフトバンクイオンモール沖縄ライカム 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム１番地　イオンモール沖縄ライカム２階 ○

沖縄県 ソフトバンクはえばる宮平 沖縄県島尻郡南風原町字宮平６４３‐３

沖縄県 ソフトバンクモーテ南風原つかざん 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山５７５番地 ○

沖縄県 ソフトバンク八重瀬 沖縄県島尻郡八重瀬町字伊覇２２１

沖縄県 ソフトバンク与那原中央 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原２８９　ステーション３２９　１Ｆ ○

沖縄県 ソフトバンク天久 沖縄県那覇市上之屋１丁目２０番９号

沖縄県 ソフトバンク真嘉比 沖縄県那覇市真嘉比３丁目１９‐２４

沖縄県 ソフトバンク小禄 沖縄県那覇市田原２丁目２‐１３

沖縄県 ソフトバンク新都心 沖縄県那覇市銘苅１丁目３‐８　エースプレイス新都心１Ｆ

沖縄県 ソフトバンクとみしろ 沖縄県豊見城市字宜保２５９

47 / 48 ページ



ソフトバンクショップ　Google Pixel Watch 取扱い店舗一覧（2023年2月現在）

沖縄県 ソフトバンクイーアス沖縄豊崎 沖縄県豊見城市字豊崎３‐３５　イーアス沖縄豊崎３Ｆ ○

沖縄県 ソフトバンク名護 沖縄県名護市宮里７丁目２３‐２５

沖縄県 ＳｏｆｔＢａｎｋ　ＡＡＦＥＳ　Ｋｉｎｓｅｒ 沖縄県浦添市キャンプ・キンザー米軍基地内建物　＃１２２７ ○

沖縄県 ＳｏｆｔＢａｎｋ　ＡＡＦＥＳ　Ｆｏｓｔｅｒ 沖縄県中頭郡北谷町キャンプフォスター米軍基地内＃１００２ ○

沖縄県 ＳｏｆｔＢａｎｋ　ＡＡＦＥＳ　Ｃｏｕｒｔｎｅｙ沖縄県うるま市字天願キャンプコートニー米軍基地内ビルディング＃４１３１

沖縄県 ＳｏｆｔＢａｎｋ　ＡＡＦＥＳ　Ｈａｎｓｅｎ 沖縄県国頭郡金武町字金武キャンプハンセン米軍基地ビルディング２４１９

沖縄県 ＳｏｆｔＢａｎｋ　ＡＡＦＥＳ　Ｋａｄｅｎａ 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納空軍基地　ビルディング　４１２　ＡＡＦＥＳ　ＢＸ ○
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