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修理代金の還元申請が可能なソフトバンク取扱店一覧
都道府県

店舗名

住所

1

北海道

ビックカメラ 札幌店

北海道札幌市中央区北五条西2-1 札幌ESTA JRタワー 1F～4F

2

岩手県

カメラのキタムラ盛岡・南店

岩手県盛岡市津志多南1-1-30

3

秋田県

カメラのキタムラ秋田・イオンタウン茨島店

秋田県秋田市茨島4-3-21

カメラのキタムラ秋田・将軍野店

秋田県秋田市将軍野南３-７-７

4
5

山形県

カメラのキタムラ山形・馬見ヶ崎店

山形県山形市馬見ケ崎２-６-２１

6

宮城県

カメラのキタムラ仙台・泉店

宮城県仙台市泉区高玉町４-９

7

福島県

カメラのキタムラ福島・福島店

福島県福島市野田町2-4-3

8

茨城県

カメラのキタムラ水戸・下市店

茨城県水戸市柳町2-3-15

9

栃木県

カメラのキタムラ宇都宮・FKD宇都宮店

栃木県宇都宮市今泉町237 FKDショッピングプラザ宇都宮店3F

カメラのキタムラ小山・小山店

栃木県小山市西城南４-４-３

10
11

群馬県

ビックカメラ 高崎東口店

群馬県高崎市栄町10-10

12

埼玉県

アップルプレミアムリセラーNEWCOMレイクタウンKaze店

埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 2F

13

ビックカメラ 大宮西口そごう店

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-8-4 そごう大宮店パーキング館

14

カメラのキタムラ川口・アリオ川口店

埼玉県川口市並木元町1-79 アリオ川口3F

15

カメラのキタムラ川越・川越マイン店

埼玉県川越市脇田町103 ショッピングセンター川越マイン3F

16

カメラのキタムラ埼玉・坂戸店

埼玉県坂戸市八幡１-１８-１

17

カメラのキタムラ春日部・ユリノキ通り店

埼玉県春日部市豊町５-７-２１

18

カメラのキタムラ熊谷・熊谷店

埼玉県熊谷市肥塚１-６-４８

カメラのキタムラ柏・柏高島屋ステーションモール店

千葉県柏市末広町1-1 高島屋柏店 柏高島屋ステーションモール1F

20

カメラのキタムラ市川・北国分店

千葉県市川市堀之内３-２５-６

21

カメラのキタムラ成田・成田店

千葉県成田市美郷台１-１１-３

22

カメラのキタムラ千葉・おゆみ野店

千葉県千葉市緑区おゆみ野南６-８-６

ソフトバンクステージビックカメラ有楽町店

東京都千代田区有楽町1-11-1

24

Mac Collection AKIBA

東京都千代田区外神田3-13-7

25

ビックカメラ 赤坂見附店

東京都港区赤坂3-1-6

26

ソフトバンクステージビックカメラ渋谷東口別館

東京都渋谷区渋谷1-24-10

27

ソフトバンクステージビックロ ビックカメラ新宿東口

東京都新宿区新宿3-29-1 B2F

28

ソフトバンクステージビックカメラ新宿西口店

東京都新宿区西新宿1-5-1 新宿西口ハルク2F～7F

29

ビックカメラ 池袋本店パソコン館

東京都豊島区東池袋1-6-7

30

ビックカメラ JR八王子駅前店

東京都八王子市旭町1-17 セレオ八王子南館(1F～5F)

31

カメラのキタムラ東京・ウイングキッチン京急蒲田店

東京都大田区蒲田4-50-11 ウィングキッチ京急蒲田2F

32

TSUTAYA mobile 二子玉川

東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズS.C. テラスマーケット

33

カメラのキタムラ東京・玉川高島屋店

東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川高島屋SC南館5F

34

カメラのキタムラ東京・日本橋店

東京都中央区室町４-２-１０

35

カメラのキタムラ東京・セブンタウン小豆沢店

東京都板橋区小豆沢３-９-５セブンタウン小豆沢内

36

カメラのキタムラ東京・羽村店

東京都羽村市栄町１-１２-１

湘南T-SITE Apple Authorized Reseller

神奈川県藤沢市辻堂元町6-20-1

38

ビックカメラ

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ1F～4F

39

カメラのキタムラ伊勢原・伊勢原店

神奈川県伊勢原市桜台１-２-２０

40

カメラのキタムラ厚木・林店

神奈川県厚木市林４-１２-３７

41

カメラのキタムラ藤沢・湘南台店

神奈川県藤沢市湘南台３-１８-１

19

23

37

千葉県

東京都

神奈川県

ラゾーナ川崎店

42

新潟県

ビックカメラ 新潟店

新潟県新潟市中央区花園1-1-21 CoCoLo 南館内1F～3F

43

富山県

カメラのキタムラ富山・掛尾店

富山県富山市掛尾栄町1-4

44

福井県

カメラのキタムラ福井・バイパス南店

福井県福井市羽水2-726

45

岐阜県

カメラのキタムラ岐阜・加納店

岐阜県岐阜市加納竜興町1-21

46

静岡県

ビックカメラ 浜松店

静岡県浜松市中区砂山町322-1

47

カメラのキタムラ浜松・柳通り店

静岡県浜松市東区神立町１３８-１

48

カメラのキタムラ藤枝・田沼店

静岡県藤枝市田沼２-１８-３９

49

カメラのキタムラ静岡・アピタ静岡店

静岡県静岡市駿河区石田１－５－１アピタ静岡１Ｆ

ビックカメラ 名古屋駅西店

愛知県名古屋市中村区椿町6-9

51

カメラのキタムラ豊橋・牧野市

愛知県豊橋市牧野町宇牧野26-102

52

カメラのキタムラ岡崎・伊賀店

愛知県岡崎市伊賀町７-１０

カメラのキタムラ四日市・西浦店

三重県四日市市西浦1-3-7

カメラのキタムラ津・阿漕店

三重県津市大倉6-12

カメラのキタムラ大阪・なんばCITY店

大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばCITY南館B1

枚方T-SITE Apple Authorized Reseller

大阪府枚方市岡東町12-2

50

53

愛知県

三重県

54
55

大阪府

56
57

兵庫県

ソフマップ神戸店

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-2 uime North Mall 内 6F

58

岡山県

ビックカメラ 岡山駅前店

岡山県岡山市北区駅前町1-1-1

カメラのキタムラ岡山・下中野店

岡山県岡山市南区字観音堂８９２番１

カメラのキタムラ福山・ココローズ店

広島県福山市緑町2-1-9

アップルプレミアムリセラーNEWCOM広島府中店

広島県安芸郡府中町大須2-1-1

59
60

広島県

61
62

香川県

カメラのキタムラ高松・高松南店

香川県高松市上天神町188-1

63

徳島県

カメラのキタムラ徳島・沖浜バイパス店

徳島県徳島市沖浜３-１２-１３

64

高知県

カメラのキタムラ高知・堺町店

高知県高知市堺町1-22

65

福岡県

ビックカメラ

福岡県福岡市中央区今泉1-25-1

天神1号店

66

カメラのキタムラ久留米・上津店

福岡県久留米市上津1-10-1

67

カメラのキタムラ福岡・原店

福岡県福岡市早良区原１-３０-２８

68

カメラのキタムラ福岡・天神店

福岡県福岡市中央区天神２-８-２２

69

佐賀県

カメラのキタムラ佐賀・南部バイパス店

佐賀県佐賀市本庄町大字本庄197-1

70

大分県

カメラのキタムラ大分・光吉店

大分県大分市大字光吉６１０

71

熊本県

カメラのキタムラ熊本・くまなん店

熊本県熊本市南区江越１-１-１

Misumi STORE 熊本

熊本県熊本市中央区桜町３番１０号１０９区画

ビックカメラ 鹿児島中央駅店

鹿児島県鹿児島市中央町1-1 えきマチ1丁目 鹿児島 1F・2F

株式会社Ｍｉｓｕｍｉ

鹿児島県鹿児島市宇宿2-3-5

アップルプレミアムリセラーNEWCOM沖縄ライカム店

沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業地内4街区 2F

72
73

鹿児島県

74
75

沖縄県

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

