
 

 

店舗一覧 

（※2015年 7月 10日時点） 

 

北海道エリア 

 

ソフトバンク北広島 ソフトバンク札幌南１１条 

ソフトバンク札内 ソフトバンクさっぽろ地下街ポールタウン 

ソフトバンク石狩手稲通 ソフトバンク琴似 

ソフトバンク札幌麻生 ソフトバンク平岡 

ソフトバンク屯田 ソフトバンク札幌西 

ソフトバンク南平岸 ソフトバンク厚別 

ソフトバンク西岡 ソフトバンク野幌 

ソフトバンク栄町 ソフトバンク岩見沢 

ソフトバンク旭ヶ丘 ソフトバンク末広 

 

 

東北エリア 

 

宮城県 

 

ソフトバンク仙台一番町 ソフトバンク中倉 

ソフトバンク仙台中野栄 ソフトバンク大河原 

ソフトバンクザ・モール仙台長町 ソフトバンク涌谷 

ソフトバンク仙台泉 ソフトバンク古川東 

ソフトバンク仙台六丁の目 ソフトバンク小鶴 

ソフトバンク泉パークタウン ソフトバンク市名坂 

ソフトバンク吉成 

 

 



山形県 

 

ソフトバンク天童中央 ソフトバンク米沢中央 

ソフトバンクヤマザワ松見町 ソフトバンク東根 

 

福島県 

 

ソフトバンク会津門田 ソフトバンク野田 

 

 

関東エリア 

 

東京都 

 

ソフトバンク練馬 ソフトバンク梅島 

ソフトバンク東武練馬 ソフトバンク竹ノ塚西口駅前 

ソフトバンク大泉学園 ソフトバンクアリオ西新井 

ソフトバンク石神井公園 ソフトバンク綾瀬 

ソフトバンク光が丘 ソフトバンク水道橋 

ソフトバンク都立大学 ソフトバンク保谷 

ソフトバンク学芸大学 ソフトバンクひばりヶ丘 

ソフトバンク中目黒 ソフトバンク三軒茶屋 

ソフトバンク自由が丘 ソフトバンク三軒茶屋茶沢通り 

ソフトバンク錦糸町 ソフトバンク祖師ヶ谷大蔵 

ソフトバンク押上 ソフトバンク千歳船橋 

ソフトバンク東十条 ソフトバンク二子玉川 

ソフトバンク赤羽駅前 ソフトバンク浜田山 

ソフトバンク王子駅前 ソフトバンク荻窪 

ソフトバンク池袋東口 ソフトバンク西荻窪 

ソフトバンク池袋サンシャイン通り ソフトバンク高円寺 

ソフトバンク池袋北口 ソフトバンク阿佐ヶ谷 

ソフトバンク池袋西口 ソフトバンク大久保 

ソフトバンク茗荷谷 ソフトバンク西新宿 

ソフトバンク福生 ソフトバンク新宿西口 

ソフトバンク武蔵境 ソフトバンク神楽坂 

ソフトバンク吉祥寺サンロード ソフトバンク新宿南口 

ソフトバンク吉祥寺公園口駅前 ソフトバンク新宿東口中央通り 

ソフトバンク武蔵村山 ソフトバンク新宿 



ソフトバンク府中駅前 ソフトバンク四谷三丁目 

ソフトバンク大森 ソフトバンク武蔵小金井 

ソフトバンク目黒 ソフトバンク渋谷明治通り 

ソフトバンク武蔵小山 ソフトバンク恵比寿 

ソフトバンク武蔵小山駅前 ソフトバンク三鷹東八道路 

ソフトバンク板橋 ソフトバンク三鷹 

ソフトバンク大山 ソフトバンク狛江 

ソフトバンク成増 ソフトバンク町屋 

ソフトバンク上板橋 ソフトバンク日暮里 

ソフトバンク南大沢 ソフトバンク麻布十番 

ソフトバンク八王子 ソフトバンク新橋 

ソフトバンク西八王子 ソフトバンク浜松町 

ソフトバンクイオンモール多摩平の森 ソフトバンク田町 

ソフトバンク久米川町 ソフトバンク品川 

ソフトバンク久米川駅前 ソフトバンク門前仲町 

ソフトバンク東久留米幸町 ソフトバンクららぽーと豊洲 

ソフトバンク調布 ソフトバンク南砂町 

ソフトバンク仙川 ソフトバンク東陽町イースト２１ 

ソフトバンク調布南口 ソフトバンク亀戸 

ソフトバンク桜美林東 ソフトバンク小岩 

ソフトバンク町田駅前 ソフトバンク瑞江 

ソフトバンク町田中央 ソフトバンク葛西駅前 

ソフトバンク中野サンモール ソフトバンク西葛西 

ソフトバンク水天宮 ソフトバンク金町 

ソフトバンク築地 ソフトバンク青戸 

ソフトバンク晴海トリトン ソフトバンク新小岩 

ソフトバンク雑色水門通り ソフトバンク亀有 

ソフトバンク大鳥居駅前 ソフトバンク羽村 

ソフトバンク蒲田東急プラザ ソフトバンク矢野口 

ソフトバンク大森西口 ソフトバンク若葉台 

ソフトバンク蒲田東口 ソフトバンクラゾーナ川崎プラザ 

ソフトバンク浅草 ソフトバンク川口東口 

 

神奈川県 

 

ソフトバンク平塚田村 ソフトバンク寒川駅前 

ソフトバンクＯＳＣ湘南シティ ソフトバンク本厚木駅北口 

ソフトバンク平塚 ソフトバンク厚木妻田 



ソフトバンク藤沢 ソフトバンク愛甲石田 

ソフトバンクテラスモール湘南 ソフトバンク茅ヶ崎 

ソフトバンク湘南台 ソフトバンク大船 

ソフトバンク大和中央通り ソフトバンク鎌倉手広 

ソフトバンク大和桜ヶ丘 ソフトバンクビナウォーク海老名 

ソフトバンク鶴間 ソフトバンク長津田 

ソフトバンクラ・フロール橋本 ソフトバンク保土ヶ谷 

ソフトバンクラクアル・オダサガ ソフトバンク仲町台 

ソフトバンクボーノ相模大野 ソフトバンクセンター北改札前 

ソフトバンク相模大野 ソフトバンク鴨居 

ソフトバンク上溝 ソフトバンク港北東急ＳＣ 

ソフトバンク武蔵新城 ソフトバンク鶴見 

ソフトバンクららテラス武蔵小杉 ソフトバンク伊勢佐木モール 

ソフトバンク川崎大師 ソフトバンク立場 

ソフトバンク川崎 ソフトバンクたまプラーザ 

ソフトバンク溝の口 ソフトバンク青葉台 

ソフトバンク秦野 ソフトバンク横浜西口 

ソフトバンク西武小田原 ソフトバンク横浜モアーズ 

ソフトバンク小田原駅前 ソフトバンク三ッ沢 

ソフトバンク座間 ソフトバンク日吉 

ソフトバンク平塚田村 ソフトバンク新横浜 

ソフトバンクＯＳＣ湘南シティ ソフトバンク綱島 

ソフトバンク平塚 ソフトバンク上永谷 

ソフトバンク藤沢 ソフトバンク戸塚西口トツカーナ 

ソフトバンクテラスモール湘南 ソフトバンク戸塚 

ソフトバンク湘南台 ソフトバンクダイエー金沢八景 

 

千葉県 

 

ソフトバンク流山おおたかの森 ソフトバンク千葉都町 

ソフトバンク野田中根 ソフトバンク幕張 

ソフトバンクイオンモール木更津 ソフトバンク新検見川 

ソフトバンク茂原 ソフトバンク稲毛 

ソフトバンク富里 ソフトバンク千葉北 

ソフトバンク八千代 ソフトバンクユアエルム成田 

ソフトバンク柏 ソフトバンク成田 

ソフトバンク南柏 ソフトバンク八柱 

ソフトバンクモラージュ柏 ソフトバンク松戸二十世紀が丘 



ソフトバンク柏・沼南 ソフトバンク新松戸 

ソフトバンクららぽーと柏の葉 ソフトバンク松戸 

ソフトバンク柏西口駅前 ソフトバンク五香 

ソフトバンク東金 ソフトバンク津田沼 

ソフトバンク京成船橋駅前 ソフトバンク市川ニッケコルトンプラザ 

ソフトバンク船橋駅前 ソフトバンク姉崎 

ソフトバンク北習志野 ソフトバンク四街道 

ソフトバンク習志野成田街道 ソフトバンク佐倉 

ソフトバンク三咲 ソフトバンク佐倉臼井 

ソフトバンク千葉おゆみ野 ソフトバンク新鎌ヶ谷 

ソフトバンク土気あすみが丘 ソフトバンク我孫子 

ソフトバンク稲毛海岸 ソフトバンク新浦安 

ソフトバンク千葉 ソフトバンクイオン千葉ニュータウン 

ソフトバンク流山おおたかの森 ソフトバンク千葉都町 

 

埼玉県 

 

ソフトバンク蕨 ソフトバンク熊谷中央 

ソフトバンクＵＮＩＣＵＳ伊奈 ソフトバンク狭山 

ソフトバンク鶴瀬 ソフトバンク久喜青葉 

ソフトバンク八潮 ソフトバンクアリオ鷲宮 

ソフトバンク武蔵藤沢 ソフトバンク吉川 

ソフトバンク若葉 ソフトバンク越谷中央 

ソフトバンク朝霞台駅前 ソフトバンク北越谷 

ソフトバンク朝霞 ソフトバンクせんげん台 

ソフトバンク西川口 ソフトバンクイオンモール羽生 

ソフトバンク南鳩ヶ谷 ソフトバンク東浦和 

ソフトバンク東川口 ソフトバンク武蔵浦和 

ソフトバンク川越 ソフトバンク与野 

ソフトバンク２５４川越北 ソフトバンク大宮 

ソフトバンク深谷 ソフトバンク大宮三橋 

ソフトバンク春日部 ソフトバンク大宮そごう 

ソフトバンク志木 ソフトバンク東大宮駅前 

ソフトバンク三郷インター ソフトバンク岩槻 

ソフトバンク坂戸にっさい ソフトバンク浦和 

 

 

 



群馬県 

 

ソフトバンク太田 ソフトバンクイオンモール高崎 

ソフトバンクみどり ソフトバンク伊勢崎 

 

栃木県 

 

ソフトバンクインターパーク宇都宮 ソフトバンク宇都宮南 

ソフトバンクベルモール宇都宮 ソフトバンク小山城南 

ソフトバンク宇都宮東 

 

茨城県 

 

ソフトバンクイオン土浦 ソフトバンク水戸 

ソフトバンクつくば研究学園 ソフトバンク石岡 

ソフトバンクつくば中央 ソフトバンク土浦南 

ソフトバンクひたちなか ソフトバンク日立 

ソフトバンクひたち野うしく ソフトバンク竜ヶ崎 

ソフトバンク鹿嶋中央 ソフトバンク神栖 

ソフトバンク守谷 

 

山梨県 

 

ソフトバンクイオンモール甲府昭和  

 

 

北陸・信越エリア 

 

富山県 

 

ソフトバンクアピタ黒部  

 

石川県 

 

ソフトバンクアピタ金沢 ソフトバンクラスパ白山 

ソフトバンクイオンタウン金沢示野 ソフトバンク加賀 

ソフトバンク金沢ベイ ソフトバンク金沢県庁前 

ソフトバンク杜の里 ソフトバンクアピタ松任 



ソフトバンク野々市中央 

 

新潟県 

 

ソフトバンクアピタ新潟亀田 ソフトバンク県央 

ソフトバンクイオン新潟東 ソフトバンク新発田 

 

 

東海エリア 

 

愛知県 

 

ソフトバンク桶狭間 ソフトバンク長久手 

ソフトバンク滝ノ水 ソフトバンクギャラリエアピタ知立 

ソフトバンク藤ヶ丘 ソフトバンクイオンモール扶桑 

ソフトバンク黒川 ソフトバンクリソラ大府 

ソフトバンクイオンモール熱田 ソフトバンク西尾米津 

ソフトバンク熱田 ソフトバンクエアポートウォーク名古屋 

ソフトバンク笠寺 ソフトバンク西枇杷島 

ソフトバンクイオンモール新瑞橋 ソフトバンク瀬戸 

ソフトバンク平針 ソフトバンク江南中央 

ソフトバンク原 ソフトバンク岩倉 

ソフトバンク植田北 ソフトバンク刈谷駅南 

ソフトバンク名古屋駅前 ソフトバンク刈谷北 

ソフトバンク中村公園 ソフトバンク刈谷 

ソフトバンク中川昭和橋通 ソフトバンク蒲郡 

ソフトバンクアズタウン ソフトバンク岡崎ウィングタウン 

ソフトバンク栄 ソフトバンクイオンモール木曽川 

ソフトバンクｍｏｚｏワンダーシティ上小田井 ソフトバンク尾西中島 

ソフトバンクイオンタウン名西 ソフトバンク一宮開明 

ソフトバンクイオン八事 ソフトバンク一宮妙興寺 

ソフトバンクイオンモール名古屋茶屋 ソフトバンク長久手 

ソフトバンク当知 ソフトバンクギャラリエアピタ知立 

ソフトバンク師勝 ソフトバンクイオンモール扶桑 

ソフトバンク豊明前後 ソフトバンクリソラ大府 

ソフトバンク豊橋岩田 ソフトバンク西尾米津 

ソフトバンク半田 ソフトバンクエアポートウォーク名古屋 

ソフトバンク香久山 ソフトバンク西枇杷島 



ソフトバンク日進 ソフトバンク瀬戸 

ソフトバンク東海南加木屋 ソフトバンク江南中央 

 

岐阜県 

 

ソフトバンク岐阜県庁前 ソフトバンク関マーゴ 

ソフトバンクイオンタウン大垣 ソフトバンクアクアウォーク大垣 

ソフトバンク正木 ソフトバンクイオンモール各務原 

ソフトバンク大垣中央 ソフトバンク岐阜羽島 

ソフトバンクイオンモール大垣 

 

静岡県 

 

ソフトバンク浜松南 ソフトバンクサンストリート浜北 

ソフトバンク浜松 ソフトバンクイオンタウン浜松葵 

ソフトバンクプレ葉ウォーク浜北 ソフトバンクイオン浜松市野 

 

三重県 

 

ソフトバンクイオンモール鈴鹿  

 

 

関西エリア 

 

大阪府 

 

ソフトバンク古川橋 ソフトバンククリスタ長堀 

ソフトバンク箕面東 ソフトバンクなんばウォーク 

ソフトバンクくずはモール ソフトバンク心斎橋 

ソフトバンク枚方中央 ソフトバンク心斎橋長堀通り 

ソフトバンク枚方宮之阪 ソフトバンクＪＲ塚本 

ソフトバンク豊中駅前 ソフトバンク西淀 

ソフトバンク服部 ソフトバンク玉出 

ソフトバンク千里セルシー ソフトバンク天下茶屋 

ソフトバンク千里中央 ソフトバンク西長堀 

ソフトバンクＪＲ久宝寺 ソフトバンク九条 

ソフトバンク志紀駅前 ソフトバンク深江橋 

ソフトバンクアリオ八尾 ソフトバンク住之江 



ソフトバンク河内国分 ソフトバンクあびこ 

ソフトバンク藤井寺 ソフトバンク千林駅前 

ソフトバンクイオンタウン東大阪 ソフトバンク昭和町 

ソフトバンク阪急池田 ソフトバンク天王寺 

ソフトバンク十三駅前 ソフトバンクあべのキューズモール 

ソフトバンク梅田中央 ソフトバンク江坂西 

ソフトバンクホワイティ梅田 ソフトバンク南千里 

ソフトバンク扇町 ソフトバンク光明池 

ソフトバンク長吉出戸 ソフトバンク三国ヶ丘 

ソフトバンク福島 ソフトバンク堺東一条通 

ソフトバンク杭全 ソフトバンク摂津富田 

ソフトバンク京橋 ソフトバンク阪急高槻 

ソフトバンク京阪京橋 ソフトバンク高槻西口 

ソフトバンクあべちか ソフトバンク交野 

ソフトバンク上本町 ソフトバンク千代田駅前 

ソフトバンクイオンモール鶴見緑地 ソフトバンクはびきの古市 

ソフトバンク本町 ソフトバンクＪＲ茨木駅前 

ソフトバンク近鉄難波 ソフトバンク南茨木 

ソフトバンク古川橋 ソフトバンク阪急茨木 

 

京都府 

 

ソフトバンク修学院 ソフトバンク松井山手 

ソフトバンク四条河原町 ソフトバンク西院 

ソフトバンク四条外大前 ソフトバンク長岡天神 

ソフトバンク伏見桃山 ソフトバンク城陽 

ソフトバンク二条 ソフトバンク四条烏丸 

ソフトバンク桂 ソフトバンク外環山科 

ソフトバンク京田辺  

 

滋賀県 

 

ソフトバンクイオンモール草津 ソフトバンク大津ときめき坂 

ソフトバンクピエリ守山 ソフトバンク南草津駅前 

ソフトバンク八日市 ソフトバンク水口 

ソフトバンク草津 ソフトバンク草津木川 

 

 



兵庫県 

 

ソフトバンク中山寺 ソフトバンク東急プラザ新長田 

ソフトバンク姫路市役所通り ソフトバンク神戸ハーバーランドｕｍｉｅ 

ソフトバンク武庫之荘 ソフトバンクデュオこうべ 

ソフトバンクつかしん ソフトバンク三宮センタープラザ 

ソフトバンクあまがさきキューズモール ソフトバンク三宮センター街 

ソフトバンク阪神尼崎 ソフトバンク大久保インター 

ソフトバンク西宮瓦林 ソフトバンクブルメール舞多聞 

ソフトバンク浜甲子園 ソフトバンク舞子 

ソフトバンク阪神西宮 ソフトバンク垂水 

ソフトバンクららぽーと甲子園 ソフトバンク三木 

ソフトバンクイオンモール神戸北 ソフトバンク高砂 

ソフトバンクＪＲ六甲道 ソフトバンク加古川ニッケパークタウン 

ソフトバンクＪＲ六甲道南 ソフトバンク加古川駅前 

ソフトバンク岡本 ソフトバンクイオンモール伊丹昆陽 

ソフトバンクイオン長田南 ソフトバンク阪急伊丹 

 

奈良県 

 

ソフトバンク王寺 ソフトバンクイオンモール橿原 

ソフトバンクイオンモール大和郡山 ソフトバンク橿原 

 

和歌山県 

 

ソフトバンク海南 ソフトバンク和歌山 

ソフトバンク国体道路 ソフトバンク和歌山北 

ソフトバンク南海市駅前 

 

 

中四国エリア 

 

広島県 

 

ソフトバンク西条中央 ソフトバンク焼山 

ソフトバンク庚午 ソフトバンク呉 

ソフトバンク高陽中央 ソフトバンク広島市民球場前 

ソフトバンク海田中央 ソフトバンク広島本通商店街 



ソフトバンク横川駅 ソフトバンクフォレオ広島東 

ソフトバンクさんすて福山 ソフトバンクゆめタウン広島 

ソフトバンク相田 ソフトバンクイオンモール広島祗園 

ソフトバンク本通駅前 ソフトバンクゆめタウン廿日市 

ソフトバンクアルパーク ソフトバンク広国際通り 

ソフトバンク西条土与丸 ソフトバンクソレイユ 

 

岡山県 

 

ソフトバンク平井 ソフトバンクアリオ倉敷 

ソフトバンク中庄 ソフトバンク笹沖 

ソフトバンク下中野 ソフトバンク山陽マルナカ新倉敷 

ソフトバンクＴＳＵＴＡＹＡ総社東 ソフトバンクイオンモール倉敷 

 

山口県 

 

ソフトバンクゆめタウン山口 ソフトバンクおのだサンパーク 

 

香川県 

 

ソフトバンクゆめタウン高松 ソフトバンク十川 

 

 

九州・沖縄エリア 

 

福岡県 

 

ソフトバンク門司 ソフトバンクマリナ通り 

ソフトバンクコスパ相生 ソフトバンク九大学研都市 

ソフトバンク中井 ソフトバンク木の葉モール橋本 

ソフトバンクリバーウォーク北九州 ソフトバンク茶山 

ソフトバンクチャチャタウン小倉 ソフトバンク七隈 

ソフトバンク津田 ソフトバンクメルクス田川 

ソフトバンクサンリブシティ小倉 ソフトバンクイオンモール直方 

ソフトバンク葛原 ソフトバンクイオンモール筑紫野 

ソフトバンク鞘ヶ谷 ソフトバンクゆめタウン筑紫野 

ソフトバンクイオンモール福津 ソフトバンク南ヶ丘 

ソフトバンク博多駅 ソフトバンクイオンモール大牟田 



ソフトバンク博多バスターミナル ソフトバンクゆめタウン大牟田 

ソフトバンクフォレオ博多 ソフトバンク大川 

ソフトバンクコマーシャルモール博多 ソフトバンク粕屋仲原 

ソフトバンクパピヨンプラザ吉塚 ソフトバンク新宮中央 

ソフトバンク諸岡 ソフトバンク篠栗 

ソフトバンク野間 ソフトバンク春日フォレストシティ 

ソフトバンク大橋 ソフトバンク井尻 

ソフトバンク長住 ソフトバンクくりえいと宗像 

ソフトバンク平尾駅前 ソフトバンク前原 

ソフトバンク和白 ソフトバンク行橋 

ソフトバンクゆめタウン博多 ソフトバンク上津バイパス 

ソフトバンク天神 ソフトバンク久留米山川 

ソフトバンク野芥 ソフトバンク久留米花畑 

ソフトバンク次郎丸 ソフトバンク遠賀 

ソフトバンク門司 ソフトバンクマリナ通り 

ソフトバンクコスパ相生 ソフトバンク九大学研都市 

 

佐賀県 

 

ソフトバンクフレスポ鳥栖 ソフトバンク吉野ヶ里 

 

長崎県 

 

ソフトバンク大村 ソフトバンク大波止 

ソフトバンクさせぼ五番街 ソフトバンク時津 

 

熊本県 

 

ソフトバンク下通 ソフトバンク宇土シティ 

ソフトバンクゆめタウンはません ソフトバンク玉名中央 

ソフトバンク光の森北郵便局前 ソフトバンク大津中央 

ソフトバンク光の森 ソフトバンク人吉 

ソフトバンク健軍東 ソフトバンクゆめタウン八代 

ソフトバンク東バイパス ソフトバンクあらおシティモール 

 

大分県 

 

ソフトバンクパークプレイス大分 ソフトバンク猪野 



ソフトバンクトキハわさだタウン ソフトバンク中津 

ソフトバンクゆめタウン別府 

 

宮崎県 

 

ソフトバンクイオンモール宮崎 ソフトバンク宮崎空港前 

ソフトバンク大塚 ソフトバンク都城中央 

ソフトバンクイオンモール都城駅前 

 

鹿児島県 

 

ソフトバンク騎射場 ソフトバンク鹿児島中央駅西口 

ソフトバンクてんまち 

 

沖縄県 

 

ソフトバンク美里公園通り ソフトバンク天久 

ソフトバンク小禄 

 


