
 

【茨城】 

テックランドつくば研究学園店 つくば市下平塚７０８－１学園の森Ａ４７街区１画地 

テックランドつくば店 つくば市大字下原字池向３７０－１ 

テックランドシーサイドひたちなか店 ひたちなか市新光町３９－２ 

テックランド古河店 古河市西牛谷１００２－１ 

テックランド鹿島店 鹿嶋市宮中字東山３３３－４ 

テックランド神栖店 神栖市筒井１４７０－４ 

テックランド水戸本店 水戸市笠原町２０９番地 

ソフトバンクステージＬＡＢＩ水戸 水戸市宮町一丁目７番３３号 

テックランドＮｅｗ筑西店 筑西市布川１２４９－８ 

テックランド日立店 日立市滑川町２－４－１ 

テックランド龍ヶ崎店 龍ヶ崎市小通幸谷町２８８Ｑｉｚモール内 

 

 

【栃木】 

テックランド駒生店 宇都宮市駒生町字東高田３３６３－１ 

テックランド宇都宮本店 宇都宮市元今泉３丁目１－１４ 

テックランド宇都宮南店 宇都宮市江曽島本町２２番８号 

テックランド佐野店 佐野市大橋町１０５４－５ 

テックランド小山店 小山市駅東通り２－３－８ 

テックランド足利店 足利市朝倉町２４４－１ 

テックランド大田原店 大田原市浅香３－３７２８－２ 

ヨドバシカメラマルチメディア宇都宮 宇都宮市駅前通り１－４－６宇都宮西口ビル 

 

 

【群馬】 

テックランドＮｅｗエディオン店 エディオン市笠懸町阿左美１４７１－１ 

テックランド伊勢崎東店 伊勢崎市西小保方町３４７－２１ 

テックランド伊勢崎店 伊勢崎市韮塚町１１８４ 

テックランド館林店 館林市瀬戸谷２２９３－３ 

ソフトバンクステージＬＡＢＩ１高崎 高崎市栄町１番１号 

テックランド高崎北菅谷店 高崎市菅谷町１２４３－１１ 

テックランド沼田店 沼田市高橋場町２０６３－１ 

テックランド駒形バイパス店 前橋市小屋原町４６０－１ 

ソフトバンクＹＡＭＡＤＡ前橋本店 前橋市日吉町４－１４－１３ 



テックランドＮｅｗ太田飯田町店 太田市飯田町２１１番地１ 

テックランド大泉店 邑楽郡大泉町大字坂田２７街区１１１５－３ 

 

 

【埼玉】 

テックランド大宮店 さいたま市見沼区南中丸５１１ 

テックランド浦和埼大通り店 さいたま市桜区大字上大久保７２５ 

テックランド大宮宮前本店 さいたま市西区宮前町２５７ 

テックランド浦和店 さいたま市緑区大字中尾７９７－１ 

テックランドふじみ野店 ふじみ野市西鶴ヶ岡２－３－１ 

テックランド南越谷店 越谷市南越谷二丁目６－４０ 

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ久喜 久喜市北２－６－３ 

テックランド狭山店 狭山市上奥富５９－１ 

テックランド熊谷本店 熊谷市大字原島１１８７－１ 

テックランド熊谷店 熊谷市大字肥塚６４２－１ 

テックランド戸田美女木店 戸田市美女木７丁目１２－１ 

テックランド行田店 行田市桜町１丁目１０番２７号 

テックランド坂戸店 坂戸市八幡１丁目３番４５号 

テックランド三郷店 三郷市彦川戸２丁目１３５番地 

テックランド春日部本店 春日部市小渕字前田２５９－３ 

テックランドＮｅｗ新座野火止店 新座市野火止６－１－７ 

テックランド川口店 川口市青木３－１１８ 

テックランド川口本店 川口市本町２－７－２５ＭＩＥＬかわぐち３Ｆ 

テックランド草加店 草加市瀬崎町７７番地１ 

テックランドＮｅｗ草加店 草加市谷塚上町７６５ 

テックランド東松山店 東松山市山崎町１番地１ 

テックランド新座店 入間郡三芳町竹間沢東１４－４ 

テックランド入間店 入間市東藤沢２丁目１７－１ 

テックランド北本店 北本市深井６丁目８７番 

テックランド本庄店 本庄市日の出４丁目５番１７号 

コジマ ウニクス三芳店 入間郡三芳町大字藤久保字北新埜８５５番４０３コジマ 

ビックカメラ 大宮西口そごう店 さいたま市大宮区桜木町１－８－４ビックカメラ大宮店 

 

 

 

 

 

【千葉】 



テックランド旭店 旭市二５０ 

テックランド千葉ニュータウン店 印西市草深２０３０番地１ 

テックランド市原店 市原市五所上八幡下２００４－１ 

テックランド南行徳店 市川市南行徳３－４－１ 

ソフトバンクステージＬＡＢＩ津田沼 習志野市谷津１－１６－１ 

テックランドＮｅｗ松戸本店 松戸市松戸２２８９－３ 

テックランドＮｅｗ成田店 成田市ウイング土屋１５６－３ 

テックランドＮｅｗ幕張本店 千葉市花見川区幕張町２丁目７７０１番地 

テックランド千葉本店 千葉市若葉区貝塚町１０８７－１ 

テックランドＮｅｗ蘇我本店 千葉市中央区川崎町５５－３ 

テックランド千葉おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野南５丁目３７－１ 

テックランド船橋店 船橋市習志野５－２－１２ 

テックランド船橋本店 船橋市北本町２－５８－５ 

テックランド東金店 東金市田間１２６６－１ 

テックランド柏店 柏市大山台１－２２ 

テックランド八千代店 八千代市村上南４－３－１ 

テックランド茂原店 茂原市高師１６６６番地 

テックランド木更津店 木更津市潮見４丁目１－２ 

テックランド野田店 野田市柳沢２７９番地－１ 

コジマ ＮＥＷ松戸店 松戸市緑ヶ丘１－１２１－２コジマ 

コジマ ＮＥＷ船橋店 船橋市二和東３－７－２４コジマ 

ソフトバンクステージ コジマＮＥＷ柏 柏市大山台１－１０コジマ 

テックランドＳＨＯＰＳ市川店 市川市鬼高３－２８－１６ＳＨＯＰＳ２Ｆ 

ビックカメラ 柏店 柏市柏１－１－２０ビックカメラ柏店 

ソフトバンクステージヨドバシ千葉 千葉市中央区富士見２－３－１ 

 

【東京】 

テックランド江戸川店 江戸川区松江２丁目２９番７号 

テックランドＮｅｗ葛西店 江戸川区中葛西４丁目８－１ 

テックランド亀戸店 江東区亀戸６－３１－１サンストリート内 

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ江東潮見店 江東区潮見二丁目８－１６ 

ＬＡＢＩ 新橋デジタル館 港区新橋２－８－５ 

ＬＡＢＩ 渋谷店 渋谷区道玄坂二丁目２９－２０ 

テックランド昭島店 昭島市松原町２丁目１４－６ 

ソフトバンクステージＬＡＢＩ新宿東口館 新宿区新宿三丁目２３番７号 

ソフトバンクステージＬＡＢＩ新宿西口 新宿区西新宿一丁目１８－８ 

テックランド東京本店 世田谷区上北沢５－３７－１８ 

ＬＡＢＩ 秋葉原パソコン館 千代田区外神田１－１５－８ 



テックサイトデジタル館 足立店 足立区青井６丁目２４－８ 

テックランド足立店 足立区平野２－１－５ 

テックランド町田本店 町田市旭町１－２４－１ 

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ八王子別所店 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 品川区東大井５丁目２０－１ 

テックランド府中店 府中市西原町１－３－１ 

ソフトバンクステージＬＡＢＩ１モバイルドリーム館 豊島区東池袋１－４１－１ 

ＬＡＢＩ 日本総本店 池袋 豊島区東池袋１－５－７ 

ＬＡＢＩ 自由が丘店 目黒区緑が丘２－１７－９ 

テックランド平和台駅前店 練馬区北町６－３２－５ 

コジマ ＮＥＷ葛飾店 葛飾区立石４丁目１０番１号コジマ 

ソフトバンクステージ コジマＮＥＷ南砂町ＳＵＮＡＭ

Ｏ 
江東区新砂３丁目４番３１号コジマ 

コジマ ＮＥＷ三鷹店 三鷹市野崎１－３－１０コジマ 

コジマ 成城店 世田谷区成城１丁目３番１号コジマ 

コジマ ＮＥＷ用賀店 世田谷区用賀２－２０－１２コジマ 

コジマ ＮＥＷ足立江北店 足立区西新井本町２丁目３１番２０号コジマ 

コジマ ＮＥＷ池上店 大田区池上３－２－１コジマ 

ソフトバンクステージソフマップ秋葉原本館 千代田区外神田４－１－１４Ｆソフマップ秋葉原本館 

ビックカメラ 赤坂見附駅店 港区３丁目６－１ベルビー赤坂 

ビックカメラ 渋谷東口店 渋谷区渋谷１－２４－１２ビックカメラ渋谷東口店 

ソフトバンクステージビックカメラ新宿東口新店 新宿区新宿３－２９－１ビックカメラ新宿東口新店 

ソフトバンクステージビックカメラ新宿西口 新宿区西新宿１－５－１ハルクビックカメラ新宿西口店 

ソフトバンクステージビックカメラ有楽町 千代田区有楽町１－１１－１ビックカメラ有楽町店 

ビックカメラ ＪＲ八王子駅店 八王子市旭町１番１７号ビックカメラＪＲ八王子店 

ソフトバンクステージビックカメラ池袋本店 豊島区東池袋１－４１－５ビックカメラ池袋本店 

ビックカメラ 池袋本店パソコン館 豊島区東池袋１－６－７ビックカメラパソコン館池袋本店 

ビックカメラ 立川店 立川市曙町２－１２－２ビックカメラ立川店 

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 
新宿区新宿３－２６－７ 

ソフトバンクステージヨドバシ新宿西口本店 新宿区西新宿１ー１１ー１ 

ソフトバンクヨドバシＡＫＩＢＡ 千代田区神田花岡町１－１ 

ソフトバンクステージヨドバシ上野 台東区上野４－１０－１０ 

ソフトバンクステージヨドバシ町田 町田市原町田１ー１ー１１ 

ヨドバシカメラ八王子店Ｍ１ 八王子市東町７ー４ 

ソフトバンクヨドバシ吉祥寺 武蔵野市吉祥寺本町１－１９－１ 

ソフトバンクステージヨドバシ錦糸町 墨田区江東橋３－１４－５テルミナ 

 

【神奈川】 



テックランド久里浜店 横須賀市久里浜７－９－１ 

テックランド横須賀店 横須賀市三春町４－５ 

テックランド磯子店 横浜市磯子区磯子１－２－１ 

ソフトバンクステージＹＡＭＡＤＡ大船 横浜市栄区笠間２－２－１ 

テックランド横浜金沢店 横浜市金沢区富岡東２－４－２９ 

テックランド戸塚店 横浜市戸塚区汲沢二丁目１－７ 

ソフトバンクＹＡＭＡＤＡ横浜本店 横浜市港南区下永谷５－２－１ 

ソフトバンクステージＬＡＢＩ上大岡 横浜市港南区上大岡西１－１８－５ 

テックランド青葉店 横浜市青葉区もえぎ野２－３ 

テックランド横浜泉店 横浜市泉区上飯田町３９３７ 

テックランド新山下店 横浜市中区新山下一丁目１７－３９ 

テックランドＮｅｗ港北センター本店 横浜市都筑区中川中央二丁目２－１ 

テックランド上山店 横浜市緑区上山２－２７－１ 

テックランド海老名店 海老名市中央２丁目１０－１ 

テックランド茅ヶ崎店 茅ヶ崎市新栄町１２－３ 

ダイクマテックランド厚木店 厚木市長谷６－２０ 

テックランド厚木店 厚木市林４丁目２５番２８号 

テックランドＮｅｗ座間店 座間市ひばりが丘四丁目２７番１号 

テックランド鴨宮店 小田原市鴨宮６３１－１ 

テックランド秦野店 秦野市尾尻字宮ノ前８８２番１ 

テックランド向ヶ丘店 川崎市宮前区平２－３－１０ 

テックランドクロスガーデン川崎幸店 川崎市幸区小倉１６５８－３５ 

テックランド川崎店 川崎市川崎区港町１２番１号 

テックランド相模原店 相模原市中央区相模原８－１１－１ 

テックランドニトリモール相模原店 相模原市南区大野台６丁目１番１号 

テックランド大和店 大和市下鶴間５２６－１ 

テックランド大和中央店 大和市深見台１－１ 

テックランド上平塚店 平塚市上平塚１－６１ 

テックランド平塚店 平塚市田村５－２５－５ 

ソフトバンクステージベスト電器日吉東急店 横浜市港北区日吉２-１-１日吉東急アべニュー本館３Ｆ 

コジマ ＮＥＷ横須賀店 横須賀市日の出町３丁目１６－１コジマ 

ソフトバンクステージ コジマＮＥＷ梶ヶ谷 川崎市高津区梶ヶ谷２－２－３コジマ 

ビックカメラ 新横浜店 横浜市港北区新横浜２－１００－４５ビックカメラ新横浜店 

ビックカメラ ラゾーナ川崎店 川崎市幸区堀川町７２－１ビックカメララゾーナ川崎店 

ソフトバンクステージビックカメラ藤沢 
藤沢市藤沢５５９番地増田ビル遊行通り共同ビルビックカメラ

藤沢店 

 

 
 

ソフトバンクステージヨドバシ京急上大岡（９階） 横浜市港南区上大岡１－６－１ 



ソフトバンクヨドバシ横浜 横浜市西区北幸１－２－７１Ｆ 

ソフトバンクステージヨドバシ川崎 川崎市川崎区日進町１－１１ 

 


