ソフトバンクショップ以外でSIMロック解除がお⼿続き可能な店舗
（2019年12⽉25⽇時点）
都道府県

店舗名

所在地

電話番号

ソフトバンクステージケーズデンキ旭川⼤雪通

北海道 旭川市 ⼤雪通１丁⽬ ４８２-２７

0166-21-6055

ソフトバンクステージ

北海道 旭川市 ⻄御料五条１丁⽬ １-５

0166-60-9116

ソフトバンクステージケーズデンキ厚別

北海道 札幌市厚別区 厚別東五条８丁⽬ ７-１

011-802-6532

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ清⽥

北海道 札幌市清⽥区 清⽥⼀条１丁⽬ １-１

011-887-4440

ソフトバンクステージケーズデンキ発寒

北海道 札幌市⻄区 発寒⼗三条１４丁⽬ １０７８-１５

011-676-6655

ソフトバンクステージケーズデンキ⽉寒

北海道 札幌市豊平区 ⽉寒東五条１３丁⽬ ３-１

011-826-6645

ソフトバンクステージケーズデンキ札幌⿇⽣本店

北海道 札幌市北区 北三⼗六条⻄１０丁⽬ １番５号

011-708-7835

ソフトバンクステージケーズデンキ⼩樽

北海道 ⼩樽市 勝納町 ７-３

0134-33-8200

北海道 帯広市 稲⽥町南９線 ⻄１１-１

0155-48-1191

ソフトバンクステージケーズデンキ苫⼩牧

北海道 苫⼩牧市 新開町４丁⽬ １-２

0144-53-3500

ソフトバンクステージケーズデンキ函館本店

北海道 函館市 美原３丁⽬ ５２-１

0138-47-8840

ソフトバンクステージケーズデンキ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

011-377-9955

ソフトバンクステージケーズデンキ弘前

⻘森県 弘前市 ⼤字⾼⽥４丁⽬ ２-７

0172-28-0804

ソフトバンクステージケーズデンキ⻘森本店

⻘森県 ⻘森市 東⼤野２丁⽬ １０-１

017-762-6055

ソフトバンクステージケーズデンキ⼋⼾本店

⻘森県 ⼋⼾市 沼館４丁⽬ ４-８

0178-72-4050

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ⼋⼾

⻘森県 ⼋⼾市 沼館４丁⽬ １-８６

0178-73-6100

ソフトバンクステージケーズデンキ⼀関

岩⼿県 ⼀関市 中⾥字荒⾕ ５０

0191-31-1811

ソフトバンクステージケーズデンキ奥州⽔沢本店

岩⼿県 奥州市 ⽔沢佐倉河字川原⽥ ６５

0197-24-1515

ソフトバンクステージケーズデンキ盛岡⻄

岩⼿県 盛岡市 前潟３丁⽬ ２-１

019-648-3888

ソフトバンクステージケーズデンキ盛岡南

岩⼿県 盛岡市 三本柳５地割 ５８

019-638-8881

ソフトバンクステージケーズデンキ⽯巻本店

宮城県 ⽯巻市 恵み野２丁⽬ １５-４

0225-94-3663

ソフトバンクステージケーズデンキ仙台港

宮城県 仙台市宮城野区 中野３丁⽬ ５番地の４

022-388-7441

ソフトバンクステージケーズデンキ東仙台

宮城県 仙台市宮城野区 東仙台４丁⽬ １４番５号

022-298-6955

ソフトバンクステージヨドバシ仙台

宮城県 仙台市宮城野区 榴岡１丁⽬ ２-１３

022-295-1010

ソフトバンクステージケーズデンキ仙台荒井

宮城県 仙台市若林区 なないろの⾥三丁⽬４番地の８

022-288-3883

ソフトバンクステージケーズデンキ仙台⻄

宮城県 仙台市⻘葉区 南吉成７丁⽬ １-１

022-303-2880

ソフトバンクステージケーズデンキ仙台北

宮城県 仙台市泉区 ⼤沢２丁⽬ ５-２

022-771-8333

ソフトバンクステージケーズデンキ仙台太⽩

宮城県 仙台市太⽩区 ⼭⽥新町 ３３

022-307-0570

ソフトバンクステージケーズデンキ⼤崎古川本店

宮城県 ⼤崎市 古川穂波２丁⽬ ９-１５

0229-24-4040

秋⽥県

ソフトバンクステージケーズデンキ秋⽥中央

秋⽥県 秋⽥市 ⼋橋南１丁⽬ ３-２５

018-883-0710

⼭形県

ソフトバンクステージケーズデンキ⼭形北本店

⼭形県 ⼭形市 嶋南４丁⽬ ３番３号

023-681-3550

ソフトバンクステージケーズデンキいわき本店

福島県 いわき市 平⾕川瀬３丁⽬ ２０-１６

0246-21-8282

ソフトバンクステージケーズデンキ会津若松本店

福島県 会津若松市 町北町⼤字藤室字道下 ８４-１

0242-39-4050

ソフトバンクステージケーズデンキ郡⼭北本店

福島県 郡⼭市 ⽇和⽥町字南古舘 ２１-２

024-968-2221

ソフトバンクステージケーズデンキ郡⼭本店

福島県 郡⼭市 ⻄ノ内２丁⽬ １１-３５

024-991-7188

ソフトバンクステージヨドバシ郡⼭

福島県 郡⼭市 駅前１丁⽬ １６番７号

ソフトバンクステージケーズデンキ福島南本店

福島県 福島市 太平寺字児⼦塚 ８７

024-544-0450

ソフトバンクステージケーズデンキつくば研究学園

茨城県 つくば市 研究学園４丁⽬ ４番地１

029-868-7005

ソフトバンクステージケーズデンキひたち野うしく

茨城県 ⽜久市 ひたち野⻄４丁⽬ １番地２

029-878-1611

ソフトバンクステージケーズデンキ⽔⼾本店

茨城県 ⽔⼾市 元吉⽥町 上千束１９４４-１２

029-248-3333

ソフトバンクステージケーズデンキインターパーク宇都宮

栃⽊県 宇都宮市 インターパーク５丁⽬ １番地６

028-688-3115

ソフトバンクステージピーシーデポスマートライフ⾜利

栃⽊県 ⾜利市 堀込町 字宮前２５０-１

0284-70-8588

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ益⼦

栃⽊県 芳賀郡益⼦町 ⼤字益⼦ 字⼤橋１４０５-１

0285-81-3521

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ中之条

群⾺県 吾妻郡中之条町 ⼤字伊勢町 字川端２７-５

0279-26-7400

ソフトバンクステージＬＡＢＩ１⾼崎

群⾺県 ⾼崎市 栄町 １番１号

027-345-8811

ソフトバンクステージケーズデンキ埼⼤通り

埼⽟県 さいたま市桜区 栄和４丁⽬ １０番１８号

ソフトバンクステージヨドバシさいたま新都⼼駅前

埼⽟県 さいたま市⼤宮区 吉敷町４丁⽬ ２６３-６

ソフトバンクステージ

埼⽟県 越⾕市 東町２丁⽬ ８番地

北海道

ソフトバンクステージ

⻘森県

岩⼿県

宮城県

福島県

茨城県

栃⽊県

群⾺県

埼⽟県

千葉県

東京都

１００満ボルト

１００満ボルト

旭川本店

帯広本店

ノジマレイクタウン

アティ郡⼭１Ｆ

024-931-1010

048-711-3474
１階

048-645-1010

イオンレイクタウンｍｏｒｉ１階

１０２

埼⽟県 久喜市 久喜北２丁⽬ ６-３

ソフトバンクステージケーズデンキ鴻巣

埼⽟県 鴻巣市 ⼋幡⽥ ４８１番地１

048-595-2778

ソフトバンクステージ

埼⽟県 所沢市 ⼩⼿指台 ５番地の４

04-2929-6505

ソフトバンクステージケーズデンキ上尾

埼⽟県 上尾市 ⼤字⻄⾨前 字芝道２５２-１

048-778-0511

ソフトバンクステージケーズデンキ川越

埼⽟県 川越市 ⼤字⼩仙波 ９７４-１

ソフトバンクステージノジマイオンモール川⼝前川

埼⽟県 川⼝市 前川１丁⽬ １-１１-３００３

ソフトバンクステージベスト電器ヤオ秩⽗

埼⽟県 秩⽗市 中町 ３-１６

0494-22-5000

ソフトバンクステージケーズデンキ鶴ヶ島インター

埼⽟県 鶴ヶ島市 脚折町５丁⽬ １番３４

049-299-7680

ソフトバンクステージケーズデンキピオニウォーク東松⼭

埼⽟県 東松⼭市 あずま町４丁⽬ ５番

0493-31-0250

ソフトバンクステージ

埼⽟県 ⼊間市 豊岡１丁⽬ ６-１２

04-2960-6836

ノジマ所沢本店

ノジマ⼊間

ヤマダ電機テックランド久喜店内

048-990-1326

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ久喜

0480-23-7767

049-227-5355
イオンモール川⼝前川３階

丸広百貨店⼊間店５Ｆ

048-264-3901

ソフトバンクステージケーズデンキ千葉ニュータウン

千葉県 印⻄市 ⻄の原３丁⽬ ２-１

0476-47-5681

ソフトバンクステージケーズデンキ東京ベイサイド新浦安

千葉県 浦安市 ⽇の出４丁⽬ １番８号

047-390-6720

ソフトバンクステージケーズデンキ市原五井

千葉県 市原市 更級４丁⽬ １番１

0436-26-2210

ソフトバンクステージＬＡＢＩ津⽥沼

千葉県 習志野市 ⾕津１丁⽬ １６-１

0120-677-618

ソフトバンクステージノジマイオンタウン成⽥富⾥

千葉県 成⽥市 東町 １３３（区画１０１）

0476-20-3521

ソフトバンクステージヨドバシ千葉

千葉県 千葉市中央区 富⼠⾒２丁⽬ ３-１

043-224-1010

ソフトバンクステージ

千葉県 千葉市美浜区 ⾼洲３丁⽬ １３-１

イオンマリンピア

千葉県 千葉市美浜区 豊砂 １-６

ソフトバンクステージイオン船橋

千葉県 船橋市 ⼭⼿１丁⽬ １-８

047-420-7200

ソフトバンクステージケーズデンキ柏中央

千葉県 柏市 ⼗余⼆ ２７６番６０

04-7140-1321

ソフトバンクステージ

千葉県 柏市 ⼤⼭台１丁⽬ １０番

04-7137-0251

コジマ×ビックカメラ柏

イオンモール幕張新都⼼

043-278-4808

ソフトバンクステージノジマイオンモール幕張新都⼼

アクティブモール２Ｆ

043-350-3701

ソフトバンクステージケーズデンキ稲城若葉台

東京都 稲城市 若葉台２丁⽬ １０番２号

042-350-5011

ソフトバンクステージ

東京都 江東区 新砂３丁⽬ ４-３１

03-5857-5121

コジマ×ビックカメラ南砂町ＳＵＮＡＭＯ

南砂町ショッピングセンターＳＵＮＡＭＯ店２階

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丁⽬ ２４-１２

ソフトバンクステージビックカメラ新宿⻄⼝

東京都 新宿区 ⻄新宿１丁⽬ ５-１

⼩⽥急ハルク内３Ｆ

03-5326-1111

ソフトバンクステージビックロ

東京都 新宿区 新宿３丁⽬ ２９-１

ビックロビックカメラ新宿東⼝店Ｂ２階

03-3226-1111

ビックカメラ新宿東⼝

渋⾕全線座ビル１階

03-6427-3636

都道府県

東京都

店舗名

所在地

電話番号

ソフトバンクステージヨドバシ新宿⻄⼝本店

東京都 新宿区 ⻄新宿１丁⽬ １１-１

03-3346-1010

ソフトバンクステージヨドバシ新宿東⼝ケータイ総合館

東京都 新宿区 新宿３丁⽬ ２６-８-２階

03-3356-1010

ソフトバンクステージＬＡＢＩ新宿⻄⼝

東京都 新宿区 ⻄新宿１丁⽬ １８-８

03-5339-0511

ソフトバンクステージＬＡＢＩ新宿東⼝館

東京都 新宿区 新宿３丁⽬ ２３番７号

03-3359-5566

ソフトバンクステージ

ノジマ⻘梅統合館

東京都 ⻘梅市 今寺５丁⽬ １-１

0428-30-7163

ソフトバンクステージ

ビックカメラ

東京都 千代⽥区 外神⽥４丁⽬ １-１

03-6260-8111

ソフトバンクステージビックカメラ有楽町

東京都 千代⽥区 有楽町１丁⽬ １１-１

03-5221-1111

ソフトバンクステージＬＡＢＩ秋葉原

東京都 千代⽥区 外神⽥１丁⽬ １５ー８

03-3253-0780

ソフトバンクステージケーズデンキ⾜⽴

東京都 ⾜⽴区 ⼩台１丁⽬ ２０-６

03-5813-5252

ソフトバンクステージヨドバシ上野

東京都 台東区 上野４丁⽬ ９-８

03-3837-1010

ソフトバンクステージＣｏｎｃｅｐｔＬＡＢＩＴＯＫＹＯ

東京都 中央区 ⼋重洲１丁⽬ ５番２２号

03-3510-9098

ソフトバンクステージヨドバシ町⽥

東京都 町⽥市 原町⽥１丁⽬ １-１１

042-721-1010

ソフトバンクステージ

東京都 東久留⽶市 南沢５丁⽬ １７

042-460-7300

ＡＫＩＢＡ

イオン東久留⽶

ソフトバンクステージケーズデンキ多摩ニュータウン

東京都 ⼋王⼦市 別所２丁⽬ ３９-５

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ⼋王⼦別所店

東京都 ⼋王⼦市 別所２丁⽬ ５６番地

ソフトバンクステージＬＡＢＩ品川⼤井町

東京都 品川区 東⼤井５丁⽬ ２０-１

03-5479-7600

ソフトバンクステージケーズデンキ府中本店

東京都 府中市 ⽇鋼町 １-４

042-352-2030

ソフトバンクステージノジマイオンモールむさし村⼭

東京都 武蔵村⼭市 榎１丁⽬ １-３

ソフトバンクステージＬＡＢＩ吉祥寺

東京都 武蔵野市 吉祥寺南町２丁⽬ ３番１３号

0422-70-3851

ソフトバンクステージビックカメラ池袋本店

東京都 豊島区 東池袋１丁⽬ ４１-５

03-5396-1222

ソフトバンクステージＬＡＢＩ１⽇本総本店池袋

東京都 豊島区 東池袋１丁⽬ ５-７

ソフトバンクステージヨドバシ錦⽷町

東京都 墨⽥区 江東橋３丁⽬ １４-５

ソフトバンクステージケーズデンキ⽴川

東京都 ⽴川市 泉町 ８４１番地７

042-538-2311

ソフトバンクステージ

神奈川県 横須賀市 平成町３丁⽬ ２８-２ノジマモール２Ｆ

046-828-7011

ソフトバンクステージケーズデンキたまプラーザ

神奈川県 横浜市⻘葉区 新⽯川２丁⽬ ５-１

045-905-5970

ソフトバンクステージ

神奈川県 横浜市港北区 師岡町 ７００

045-533-5627

ノジマ横須賀
ノジマトレッサ横浜

042-678-7933
ぐりーんうぉーく多摩

イオンモールむさし村⼭３階

042-678-7080

042-590-1455

03-5958-7770
錦⽷町ステーションビルテルミナ１Ｆ

トレッサ横浜南棟３階ノジマトレッサ横浜店内

03-3632-1010

ソフトバンクステージベスト電器⽇吉東急店

神奈川県 横浜市港北区 ⽇吉２丁⽬ １-１-３Ｆ

ソフトバンクステージヨドバシ京急上⼤岡（９階）

神奈川県 横浜市港南区 上⼤岡⻄１丁⽬ ６-１

ソフトバンクステージＬＡＢＩ上⼤岡

神奈川県 横浜市港南区 上⼤岡⻄１丁⽬ １８-５

045-752-7715

ソフトバンクステージノジマ厚⽊本店

神奈川県 厚⽊市 岡⽥ ３００５

046-220-1731

コジマ×ビックカメラ梶ヶ⾕

神奈川県 川崎市⾼津区 梶ケ⾕２丁⽬ ２-３

044-870-7852

ノジマ宮前

神奈川県 川崎市宮前区 ⾺絹１丁⽬ ９番地５号

044-871-8371

ソフトバンクステージヨドバシ川崎

神奈川県 川崎市川崎区 ⽇進町 １-１１

044-223-1010

ソフトバンクステージケーズデンキ相模原

神奈川県 相模原市中央区 下九沢 ７７７番地２

042-700-1777

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ湯河原

神奈川県 ⾜柄下郡湯河原町 吉浜 １５７６-４７

0465-60-3800

ソフトバンクステージケーズデンキ湘南藤沢

神奈川県 藤沢市 葛原 滝⾕沢１６９５-３

0466-49-6114

ソフトバンクステージビックカメラ藤沢

神奈川県 藤沢市 藤沢 ５５９

0466-29-1111

ソフトバンクステージケーズデンキ湘南平塚本店

神奈川県 平塚市 ⽥村２丁⽬ ８番３号

0463-55-6688

ソフトバンクステージ

新潟県 新潟市中央区 ⼥池８丁⽬ １６番１７号

025-290-8855

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ新潟錦町本店

新潟県 新潟市東区 錦町 ３-２５

025-278-9911

ソフトバンクステージ１００満ボルト富⼭布瀬店

富⼭県 富⼭市 布瀬町南３丁⽬ ６-１

076-425-0211

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ⾦沢本店

⽯川県 ⾦沢市 ⻄都１丁⽬ ４０

076-266-8222

ソフトバンクステージ１００満ボルト⼩松本店

⽯川県 ⼩松市 打越町 イ-２７

0761-23-7277

ソフトバンクステージ１００満ボルト⾦沢本店

⽯川県 野々市市 野代２丁⽬ １１

076-294-1073

ソフトバンクステージ１００満ボルト福井本店

福井県 福井市 新保北１丁⽬ ６０１番地

0776-57-1800

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ福井⼤和⽥

福井県 福井市 ⼤和⽥２丁⽬ １６０２

0776-57-0513

⻑野県

ソフトバンクステージ

⻑野県 ⻑野市 若⾥３丁⽬ ２２-１

026-224-2800

岐⾩県

ソフトバンクステージアル・プラザ鶴⾒

岐⾩県 ⼤垣市 鶴⾒町 字上渡瀬６４１-２

0584-75-1589

ソフトバンクステージ

ノジマ沼津

静岡県 沼津市 北⾼島町 ８-６

ソフトバンクステージ

ノジマ

神奈川県 ソフトバンクステージ
ソフトバンクステージ

新潟県
富⼭県
⽯川県

福井県

静岡県

滋賀県
京都府

⼤阪府

兵庫県

ケーズデンキ⻑野本店

ＭＡＲＫ

ＩＳ

静岡

フェスタノジマ２階

静岡県 静岡市葵区 柚⽊ １９１番地ＭＡＲＫ

ＩＳ静岡３階

045-845-1010

055-927-2970
054-267-2131

ソフトバンクステージケーズデンキ浜松市野

静岡県 浜松市東区 天王町 １９８１-１

053-463-1125

ソフトバンクステージ

静岡県 富⼠市 鮫島 １１８-１０

0545-66-2281

ノジマイオン富⼠南

イオン富⼠南ＳＣノジマイオン富⼠南店内２階

ソフトバンクステージエディオン⼀宮本店

愛知県 ⼀宮市 緑５丁⽬ ６-１０

ソフトバンクステージアピタ稲沢

愛知県 稲沢市 天池五反⽥町 １番地

ソフトバンクステージ

愛知県

ケーズデンキ⼥池インター本店

045-560-5111
京急百貨店９Ｆ

ビックカメラ

名古屋ＪＲゲートタワー

0586-75-2311
0587-34-1533

愛知県 名古屋市中村区 名駅１丁⽬ １-３

９・１０階
イオンモール熱⽥３階

052-569-1111

ソフトバンクステージイオンモール熱⽥

愛知県 名古屋市熱⽥区 六野１丁⽬ ２-１１

ソフトバンクステージエディオン千⾳寺アズパーク

愛知県 名古屋市中川区 新家１丁⽬ ２４２１

アズパークＳＣ内２階

052-439-1001

ソフトバンクステージエディオンメッツ⼤曽根

愛知県 名古屋市東区 ⽮⽥２丁⽬ １番９５号

メッツ⼤曽根内

052-725-2441

ソフトバンクステージケーズデンキ名古屋みなと

愛知県 名古屋市港区 新川町３丁⽬ １番

052-659-1411

ソフトバンクステージケーズデンキ吹上

愛知県 名古屋市昭和区 阿由知通１丁⽬ ２番地１

052-735-6644

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ星が丘

愛知県 名古屋市千種区 星ケ丘１丁⽬ １-７

052-789-0175

ソフトバンクステージヨドバシ名古屋松坂屋

愛知県 名古屋市中区 栄３丁⽬ １６-１

ソフトバンクステージＬＡＢＩ名古屋

愛知県 名古屋市中村区 名駅１丁⽬ ２-５

052-533-3711

ソフトバンクステージビバシティ平和堂

滋賀県 彦根市 ⽵ケ⿐町 ４３-１

0749-27-5664

ソフトバンクステージビックカメラＪＲ京都

京都府 京都市下京区 東塩⼩路町 ９２７

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ京都醍醐

京都府 京都市伏⾒区 醍醐⾼畑町 ３０-１-２

ソフトバンクステージケーズデンキ向⽇町

京都府 向⽇市 上植野町尻引 １-３

075-934-8550

ソフトバンクステージ家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ堺本店

⼤阪府 堺市東区 ⼋下町１丁 ５-１

072-256-5100

ソフトバンクステージエディオンなんば本店

⼤阪府 ⼤阪市中央区 難波３丁⽬ ２番１８号

06-6630-6733

ソフトバンクステージビックカメラなんば

⼤阪府 ⼤阪市中央区 千⽇前２丁⽬ １０-１

06-6634-1111

ソフトバンクステージエディオン中環東⼤阪

⼤阪府 東⼤阪市 稲⽥三島町 ３番８８号

06-6748-8338

ソフトバンクステージＬＡＢＩ千⾥

⼤阪府 豊中市 新千⾥東町１丁⽬ ２-２０

06-6155-1031

ソフトバンクステージイズミヤ⻄神⼾店

兵庫県 神⼾市⻄区 ⻯が岡１丁⽬ ２１-１

078-969-2058

ソフトバンクステージＬＡＢＩ三宮

兵庫県 神⼾市中央区 三宮町１丁⽬ ５-８-１階

078-391-8171

ソフトバンクステージイズミヤ⻄宮ガーデンズ

兵庫県 ⻄宮市 ⾼松町 １４-３

0798-63-1781

ソフトバンクステージエディオン⻄宮

兵庫県 ⻄宮市 芦原町 ９-２３

0798-69-2202

６階

携帯コーナー

052-884-0318

052-265-1010

075-353-1111
パセオダイゴロー⻄館

075-575-1800

都道府県

店舗名

所在地

電話番号

兵庫県

ソフトバンクステージケーズデンキ尼崎

兵庫県 尼崎市 下坂部３丁⽬ ２番３０号

06-6495-3567

奈良県

ソフトバンクステージケーズデンキ奈良柏⽊

奈良県 奈良市 柏⽊町 ４８０-１

0742-34-8400

ソフトバンクステージイズミヤ紀伊川辺店

和歌⼭県 和歌⼭市 川辺 ２２０番

073-464-1238

ソフトバンクステージイズミヤ和歌⼭店

和歌⼭県 和歌⼭市 新⽣町 ７-２０

073-402-2616

⿃取県

ソフトバンクステージエディオン⽶⼦

⿃取県 ⽶⼦市 ⽶原５丁⽬ ６-３１

0859-33-7211

岡⼭県

ソフトバンクステージエディオン津⼭本店

岡⼭県 津⼭市 川崎 １４７

0868-26-5111

ソフトバンクステージエディオン広島本店

広島県 広島市中区 紙屋町２丁⽬ １-１８

082-247-5111

ソフトバンクステージエディオン廿⽇市

広島県 廿⽇市市 新宮１丁⽬ ９-３４

0829-32-1115

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ吉野川

徳島県 吉野川市 ⼭川町前川 １１３-４

0883-42-6371

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ徳島本店

徳島県 徳島市 中吉野町４丁⽬ １-１

088-634-2711

ソフトバンクステージケーズデンキ藍住

徳島県 板野郡藍住町 住吉字千⿃ケ浜 １７番１号

088-693-3688

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ徳島藍住

徳島県 板野郡藍住町 徳命字元村東 １００番

088-693-3030

ソフトバンクステージエディオン⾼松春⽇

⾹川県 ⾼松市 春⽇町 字川尻１０２８-１

087-841-2411

ソフトバンクステージケーズデンキ⾼松本店

⾹川県 ⾼松市 多肥上町 １２１０

087-888-7711

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ⾼松春⽇本店

⾹川県 ⾼松市 春⽇町 ２１８-１

愛媛県

ソフトバンクステージエディオン南松⼭

愛媛県 松⼭市 朝⽣⽥町５丁⽬ １-２５

⾼知県

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ⾼知佐川

⾼知県 ⾼岡郡佐川町 甲 ８１９-１

0889-20-0701

ソフトバンクステージイオン福岡店

福岡県 糟屋郡粕屋町 ⼤字酒殿 字⽼ノ⽊１９２-１

092-939-7673

ソフトバンクステージイオン筑紫野店

福岡県 筑紫野市 ⼤字⽴明寺 ４３４番地１

092-918-3659

ソフトバンクステージイオン福岡伊都店

福岡県 福岡市⻄区 北原１丁⽬ ２-１

092-805-8087

ソフトバンクステージベスト電器Ｎｅｗ⻄新

福岡県 福岡市早良区 ⻄新４丁⽬ ８-２４

092-843-4011

ソフトバンクステージイオン⾹椎浜店

福岡県 福岡市東区 ⾹椎浜３丁⽬ １２-１

092-673-6264

ソフトバンクステージアプライド博多

福岡県 福岡市博多区 豊２丁⽬ ３-１０

092-481-7800

ソフトバンクステージイオン⼋幡東店

福岡県 北九州市⼋幡東区 東⽥３丁⽬ ２-１０２

093-663-8194

ソフトバンクステージベスト電器⼩倉本店

福岡県 北九州市⼩倉北区 浅野２丁⽬ １４-３

093-551-1081

ソフトバンクステージベスト電器⼩倉南

福岡県 北九州市⼩倉南区 葛原東２丁⽬ １-１

093-474-2200

ソフトバンクステージベスト電器ＢＢ⼋幡本店

福岡県 北九州市⼋幡東区 東⽥２丁⽬ １-１５

093-661-1001

ソフトバンクステージイオン佐賀⼤和

佐賀県 佐賀市 ⼤和町⼤字尼寺 ３５３５

0952-64-8724

ソフトバンクステージベスト電器佐賀本店

佐賀県 佐賀市 兵庫北５丁⽬ １４-１

0952-36-8200

ソフトバンクステージイオン⼤塔店

⻑崎県 佐世保市 ⼤塔町 １４-２

0956-33-2660

ソフトバンクステージベスト電器光の森

熊本県 菊池郡菊陽町 光の森７丁⽬ ４７-３

096-233-0777

ソフトバンクステージエディオンサンリブシティくまなん

熊本県 熊本市中央区 平成３丁⽬ ２０番１

096-370-6811

ソフトバンクステージケーズデンキ熊本中央

熊本県 熊本市中央区 ⼤江３丁⽬ ２番２０号

096-366-0511

ソフトバンクステージベスト電器熊本本店

熊本県 熊本市中央区 新市街 １０-４

096-352-0050

ソフトバンクステージベスト電器はません店

熊本県 熊本市南区 ⽥井島１丁⽬ ２-２

096-370-5222

ソフトバンクステージイオン熊本店

熊本県 上益城郡嘉島町 ⼤字上島 字⻑池２２３２

096-235-6711

ソフトバンクステージイオンパークプレイス⼤分店

⼤分県 ⼤分市 公園通り⻄２丁⽬ １

097-520-7804

ソフトバンクステージケーズデンキパークプレイス⼤分本店

⼤分県 ⼤分市 公園通り⻄２丁⽬ ２番

097-528-7373

ソフトバンクステージイオン都城

宮崎県 都城市 早鈴町 １９９０

0986-46-2248

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ阿久根

⿅児島県 阿久根市 ⾚瀬川 １２３１-１

0996-79-3200

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ姶良

⿅児島県 姶良市 東餅⽥ ３６５

0995-67-6220

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ薩摩川内

⿅児島県 薩摩川内市 ⼭之⼝町 ４５１５ー１

0996-21-1140

⿅児島県 ⿅児島市 東開町 ７

099-263-1807

ソフトバンクステージエディオン⿅児島南

⿅児島県 ⿅児島市 宇宿２丁⽬ ２-１８

099-813-1651

ソフトバンクステージケーズデンキ⿅児島本店

⿅児島県 ⿅児島市 東開町 ４番地１２

099-263-5113

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ加世⽥

⿅児島県 南さつま市 加世⽥地頭所町 ２５番３

0993-52-2937

和歌⼭県

広島県

徳島県

⾹川県

福岡県

佐賀県
⻑崎県

熊本県

⼤分県
宮崎県

⿅児島県 ソフトバンクステージイオン⿅児島店

087-818-0101
ジョー・パラディ・プレイス内３階

ラフォーレ⼩倉原宿Ｐａｒｔ２

ゆめタウン佐賀内

089-933-3611

