
新iPhone予約受付に伴い21時-22時臨時営業するショップ一覧（関西・北陸）

●10月17日以降はソフトバンクショップ全店にて予約を受付いたします

●ソフトバンクショップ以外の取扱い店での予約可否については、各店舗にお問合せ下さい

都道府県 市区町村 店舗名称 営業時間 住所 電話番号

富山県 滑川市 ソフトバンクプラント‐３滑川 10:00-22:00 富山県 滑川市 上島 ４６０‐１ 076-476-4001

射水市 ソフトバンクイータウン射水 10:00-22:00 富山県 射水市 本開発 字代官免１００ 0766-55-1717

石川県 金沢市 ソフトバンク笠舞 10:00-22:00 石川県 金沢市 笠舞１丁目 １１‐３０　シルクハウス１Ｆ 076-264-0418

ソフトバンク金沢おこばた 10:00-22:00 石川県 金沢市 大河端西２丁目 ３１‐４７ 076-238-8800

ソフトバンク入江 11:00-22:00 石川県 金沢市 入江２丁目 １８０ 076-291-4080

能美郡川北町 ソフトバンクプラント‐３川北 11:00-22:00 石川県 能美郡川北町 字朝日 ６３　プラント３川北店内 076-277-8500

京都府 京都市左京区 ソフトバンク修学院 10:00-22:00 京都府 京都市左京区 一乗寺清水町 １３‐１ 075-706-5533

ソフトバンク百万遍 10:00-22:00 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 075-762-0292

京都市中京区 ソフトバンク二条 10:00-22:00 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 075-802-0505

木津川市 ソフトバンクガーデンモール木津川 10:00-22:00 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 0774-75-1050

大阪府 茨木市 ソフトバンク摂津富田 11:00-22:00 大阪府 茨木市 東太田１丁目 ６‐６４　サクセス東太田 072-627-5788

堺市堺区 ソフトバンク堺東一条通 11:00-22:00 大阪府 堺市堺区 一条通 １０番５号 072-222-0566

ソフトバンク堺プラットプラット 10:00-22:00 大阪府 堺市堺区 戎島町３丁 ２２番地１ 072-226-5858

ソフトバンク石津川 10:00-22:00 大阪府 堺市西区 浜寺石津町西３丁 ２‐９　ロイヤルイシズ 072-241-0606

吹田市 ソフトバンクＪＲ吹田 10:00-22:00 大阪府 吹田市 朝日町 １番　サンクス１番館 06-6318-3380

ソフトバンク南千里 11:00-22:00 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 06-6834-3061

泉北郡忠岡町 ソフトバンク忠岡南 10:00-22:00 大阪府 泉北郡忠岡町 忠岡南１丁目 １７‐１ 0725-20-2818

大阪市旭区 ソフトバンク千林駅前 10:00-22:00 大阪府 大阪市旭区 千林２丁目 １５‐２５ 06-6951-7100

大阪市此花区 ソフトバンク千鳥橋 11:00-22:00 大阪府 大阪市此花区 四貫島１丁目 １番３　１階１０１号 06-6467-6705

大阪市城東区 ソフトバンク深江橋 10:00-22:00 大阪府 大阪市城東区 諏訪３丁目 １‐２０ 06-6965-1100

大阪市中央区 ソフトバンクなんばウォーク 10:00-22:00 大阪府 大阪市中央区 千日前１丁目 なんばウォ‐ク５‐６ 06-6484-2244

大阪市東住吉区 ソフトバンク杭全 11:00-22:00 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 06-6713-6260

大阪市東成区 ソフトバンク緑橋 10:00-22:00 大阪府 大阪市東成区 中本３丁目 １７‐６　Ｓ‐ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ緑橋Ｓｅｒｉｏ１０１ 06-6975-7117

大阪市福島区 ソフトバンク福島 10:00-22:00 大阪府 大阪市福島区 福島４丁目 ５‐５４ 06-6443-9150

大阪市平野区 ソフトバンクＪＲ平野 10:00-22:00 大阪府 大阪市平野区 平野元町 ８‐１１ 06-6792-5678

ソフトバンク長吉出戸 10:00-22:00 大阪府 大阪市平野区 長吉出戸１丁目 １１‐６６　木村ビル 06-6797-0333

大阪市北区 ソフトバンク扇町 11:00-22:00 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 06-6881-6627

ソフトバンクグランフロント大阪 10:00-21:30 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 06-6359-2552

ソフトバンク天神橋 11:00-22:00 大阪府 大阪市北区 天神橋５丁目 ８‐２８ 06-6358-8818

ソフトバンク南森町 11:00-22:00 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 06-6352-0606

東大阪市 ソフトバンク中環意岐部 10:00-22:00 大阪府 東大阪市 新家３丁目 ４‐１５ 06-6781-1781

柏原市 ソフトバンク柏原本郷 10:00-22:00 大阪府 柏原市 本郷５丁目 ８‐２９ 072-970-0123

八尾市 ソフトバンク志紀駅前 10:00-22:00 大阪府 八尾市 志紀町１丁目 ５‐３　グランディエビス１階 072-920-5715

ソフトバンクＪＲ久宝寺 10:00-22:00 大阪府 八尾市 龍華町２丁目 １‐２０‐１０４ 072-999-1871

ソフトバンク八尾 10:00-22:00 大阪府 八尾市 荘内町２丁目 １‐４３　ピアパーク荘内１Ｆ 072-929-1155

ソフトバンク八尾南 10:00-22:00 大阪府 八尾市 永畑町２丁目 ２‐１５ 072-929-0330

豊中市 ソフトバンクイオンタウン豊中緑丘 10:00-22:00 大阪府 豊中市 緑丘４丁目 １　イオンタウン豊中緑丘 06-6840-8151

門真市 ソフトバンク京阪大和田 10:00-22:00 大阪府 門真市 宮野町 １‐２　エル大和田 072-887-5244

和泉市 ソフトバンク和泉市役所前 10:00-22:00 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 0725-44-8945
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兵庫県 明石市 ソフトバンク明石魚住 10:00-22:00 兵庫県 明石市 魚住町住吉２丁目 １‐３０ 078-948-3919

宝塚市 ソフトバンク逆瀬川 10:00-22:00 兵庫県 宝塚市 逆瀬川１丁目 １１‐１　アピア２ 0797-77-3737

姫路市 ソフトバンク姫路市役所通り 10:00-22:00 兵庫県 姫路市 飾磨区三宅１丁目 １４６ 079-225-6789

尼崎市 ソフトバンクイオン尼崎 10:00-22:00 兵庫県 尼崎市 次屋３丁目 １３‐１８　イオン尼崎店２階２１８ 06-6492-0099

ソフトバンクＪＲ尼崎 10:00-22:00 兵庫県 尼崎市 潮江１丁目 ４‐３‐１０２ 06-4960-8788

南あわじ市 ソフトバンク南あわじ 10:00-22:00 兵庫県 南あわじ市 市円行寺 ５３１‐２２ 0799-38-6900

朝来市 ソフトバンク和田山 10:00-22:00 兵庫県 朝来市 和田山町枚田岡 １３４ 079-672-1112

西宮市 ソフトバンク西宮瓦林 11:00-22:00 兵庫県 西宮市 大屋町 １９‐４ 0798-66-9889

ソフトバンク西宮門戸 10:00-22:00 兵庫県 西宮市 下大市東町 ３５‐２５ 0798-57-2929

神戸市灘区 ソフトバンクＪＲ六甲道 10:00-22:00 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 078-845-2878

神戸市中央区 ソフトバンク神戸鯉川筋 10:00-22:00 兵庫県 神戸市中央区 下山手通４丁目 ７ー１５ 078-334-1222

神戸市西区 ソフトバンク伊川谷 10:00-22:00 兵庫県 神戸市西区 白水２丁目 ５‐２０ 078-978-0234

神戸市須磨区 ソフトバンク須磨北 11:00-22:00 兵庫県 神戸市須磨区 多井畑字地獄谷 １２‐２ 078-743-9889

洲本市 ソフトバンクイオン洲本 10:00-22:00 兵庫県 洲本市 塩屋１丁目 １‐８ 0799-38-6550

宍粟市 ソフトバンク宍粟 11:00-22:00 兵庫県 宍粟市 山崎町山田 １８４‐１３　ホテルサンフラン山崎１Ｆ 0790-64-0700

三木市 ソフトバンク志染駅前 10:00-22:00 兵庫県 三木市 志染町広野１丁目 ７６ 0794-87-8686

加東市 ソフトバンク社 10:00-22:00 兵庫県 加東市 社 １２０５‐１ 0795-42-8808

奈良県 奈良市 ソフトバンク押熊 10:00-22:00 奈良県 奈良市 押熊町 ５４５‐１ 0742-53-6800

ソフトバンク奈良登美ケ丘 10:00-22:00 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 0742-53-3555

大和郡山市 ソフトバンク大和郡山 10:00-22:00 奈良県 大和郡山市 小林町 ２７９‐１ 0743-23-0300

香芝市 ソフトバンク真美ヶ丘 10:00-22:00 奈良県 香芝市 真美ヶ丘６丁目 ２‐１ 0745-71-7111

北葛城郡上牧町 ソフトバンクラスパ西大和 9:00-22:00 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 0745-79-1100

磯城郡田原本町 ソフトバンク田原本 10:00-22:00 奈良県 磯城郡田原本町 大字阪手 ６３９番地の３ 0744-34-0880

和歌山県 和歌山市 ソフトバンク和歌山屋形通り 10:00-22:00 和歌山県 和歌山市 島崎町３丁目 １ 073-435-0877
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