
店舗名 住所 連絡先
家電住まいる館YAMADA青森本店 青森県青森市第二問屋町2-5-18 017-762-2900
家電住まいる館YAMADA秋田本店 秋田県秋田市八橋南2-4-6 018-883-0800
YAMADA web.com 郡山本店 福島県郡山市八山田西1丁目273番地2 024-926-1001
ヤマダデンキテックランドNew前橋本店 群馬県前橋市日吉町4-14-13 027-233-5767
家電住まいる館YAMADA坂戸店 埼玉県坂戸市八幡1丁目3番45号 049-288-6680
ヤマダデンキテックランドイオンモール川口店 埼玉県川口市安行領根岸3180 048-287-8077
ヤマダデンキテックランドNew蘇我店 千葉県千葉市中央区川崎町55-3 043-239-2011
ヤマダデンキテックランドNew八王子別所店 東京都八王子市別所2丁目56番地 042-678-7080
家電住まいる館YAMADA新潟錦町本店 新潟県新潟市東区錦町3-25 025-278-9911
家電住まいる館YAMADA岐阜本店 岐阜県岐阜市薮田南4-11-7 058-268-7001
ヤマダデンキテックランド京都吉祥院店 京都府京都市南区吉祥院大河原町27 075-326-4100
家電住まいる館×YAMADA web.com 奈良本店 奈良県奈良市柏木町463-4 0742-32-5611
ヤマダデンキテックランドアルパーク前店 広島県広島市西区草津新町2-23-27 082-270-1010
ヤマダデンキテックランドNew米子店 鳥取県米子市日ノ出町1丁目8番1号 0859-39-2700
家電住まいる館YAMADA下関店 山口県下関市武久町2-11-1 083-250-1010
家電住まいる館YAMADA高知本店 高知県高知市介良字山ノ後乙1136-1 088-878-7373
家電住まいる館YAMADA宮崎花ヶ島店 宮崎県宮崎市花ケ島町瀬々町2600 0985-61-8033
家電住まいる館YAMADA⾧崎本店 ⾧崎県⾧崎市三芳町2－1 095-841-9055
家電住まいる館YAMADA鹿児島本店 鹿児島県鹿児島市新栄町13-8 099-286-1220
YAMADA web.com 那覇本店 沖縄県那覇市おもろまち2丁目5－33 098-851-5040

■2022年2月7日取り扱い開始店舗リスト

2022年2月7日（月）より以下の一部量販店のドコモカウンターで、「OCN モバイル ONE」の取り扱いを開始いたします。



店舗名 住所 連絡先
ケーズデンキ八戸本店 青森県八戸市沼館4丁目4-8 0178-72-4050
ケーズデンキ弘前本店 青森県弘前市大字高田4丁目2-7 0172-28-0804
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
ケーズデンキ盛岡南店 岩手県盛岡市三本柳五地割58 019-638-8881
ケーズデンキ秋田中央店 秋田県秋田市八橋南1-3-25 018-883-0710
ケーズデンキ仙台太白店 宮城県仙台市太白区山田新町33 022-307-0570
ケーズデンキ東仙台店 宮城県仙台市宮城野区東仙台4丁目14-5 022-298-6955
ケーズデンキ仙台北店 宮城県仙台市泉区大沢2-5-2 022-771-8333
ケーズデンキ仙台港店 宮城県仙台市宮城野区中野3丁目5-4 022-388-7441
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
ケーズデンキ山形北本店 山形県山形市嶋南4丁目3-3 023-681-3550
ケーズデンキ郡山本店 福島県郡山市西ノ内2丁目11-35 024-991-7188
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
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
家電住まいる館&YAMADA web.com 旭川店 北海道旭川市緑町12丁目2719番地1 0166-20-1333
ヤマダデンキTecc LIFE SELECT 札幌本店 北海道札幌市中央区北一条西8丁目1-2 011-205-8001
ヤマダデンキ家電住まいる館盛岡本店 岩手県盛岡市北飯岡1丁目1番地1号 019-656-5200
YAMADA web.com 宇都宮本店 栃木県宇都宮市元今泉3丁目1-14 028-639-0161
家電住まいる館YAMADA春日部本店 埼玉県春日部市小渕字前田259-3 048-760-0100
ヤマダデンキTecc LIFE SELECT ムサシ久喜菖蒲店 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲7004番 ホームセンタームサシ久喜菖蒲店 2F 0480-53-3122
ヤマダデンキTecc LIFE SELECT 木更津請西本店 千葉県木更津市請西南2-27-1 0438-38-2021
ヤマダデンキLABI東京八重洲 東京都中央区八重洲一丁目5番22号　八重洲セントラルパークビル 03-3510-9098
ヤマダデンキ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
ヤマダデンキLABI大船 神奈川県横浜市栄区笠間二丁目2番1号　ＧＲＡＮＤ ＳＨＩＰ　3階 045-392-4131
ヤマダデンキLABI LIFE SELECT 茅ヶ崎 神奈川県茅ヶ崎市新栄町12-3 0467-30-9011
ヤマダデンキTecc LIFE SELECT ⾧野SBC通り店 ⾧野県⾧野市吉田一丁目21-33 026-215-1056
ヤマダデンキLABI名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目2-5 052-533-3711
ヤマダデンキTecc LIFE SELECT 神戸本店 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-3-1 078-272-9122
ヤマダデンキTecc LIFE SELECT 姫路本店 兵庫県姫路市西延末字五反田123-1 079-262-6247
ヤマダデンキTecc LIFE SELECT 加古川本店 兵庫県加古川市平岡町一色100-1 079-497-5037
ヤマダデンキTecc LIFE SELECT 徳島本店 徳島県徳島市中吉野町4丁目1-1 088-634-2711

■2022年1月15日取り扱い開始店舗リスト

2022年1月15日（土）より以下の一部量販店のドコモカウンターで、「OCN モバイル ONE」の取り扱いを開始いたします。



店舗名 住所 連絡先
ヤマダデンキLABI仙台 宮城県仙台市青葉区中央3丁目6-1 022-212-5501
ヤマダデンキLABI1 LIFE SELECT 高崎 群馬県高崎市栄町1番1号 027-345-8811
ヤマダデンキテックランド水戸本店 茨城県水戸市笠原町209番地 029-305-7751
ヤマダデンキLABI津田沼店 千葉県習志野市谷津1-16-1 モリシア津田沼 3F 0120-677-618
ヤマダデンキLABI1 LIFE SELECT 池袋 東京都豊島区東池袋1-5-7 03-5958-7770
ヤマダデンキLABI品川大井町 東京都品川区東大井5丁目20－1 03-5479-7600
ヤマダデンキLABI渋谷 東京都渋谷区道玄坂二丁目29-20 03-5456-6300
ヤマダデンキLABI新宿西口館 東京都新宿区西新宿一丁目18-8 03-5339-0511
ヤマダデンキLABI LIFE SELECT 立川 東京都立川市曙町二丁目2番25号 042-529-3611
ヤマダデンキLABI LIFE SELECT 自由が丘 東京都目黒区緑が丘2-17-9 03-5731-7255
ヤマダデンキLABI上大岡 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-18-5 045-752-7715
ヤマダデンキテックランド横浜本店 神奈川県横浜市港南区下永谷5-2-1 045-820-5656
家電住まいる館YAMADA港北センター店 神奈川県横浜市都筑区中川中央二丁目2-1 045-442-9051
家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ静岡国吉田店 静岡県静岡市駿河区国吉田1丁目1番43号 054-267-3911
家電住まいる館YAMADA金沢本店 石川県金沢市西都1-40 076-266-8222
ヤマダデンキLABI1なんば 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目11-35 06-6649-8171
ヤマダデンキLABI LIFE SELECT 千里 大阪府豊中市新千里東町1丁目2-20 06-6155-1031
ヤマダデンキLABI三宮 兵庫県神戸市中央区三宮町1-5-8 078-391-8171
ヤマダデンキLABI広島 広島県広島市中区胡町5-22 082-545-8945
家電住まいる館YAMADA福岡志免本店 福岡県糟屋郡志免町南里5丁目2-1 092-957-8500
ヤマダデンキTecc LIFE SELECT 熊本春日店 熊本県熊本市西区春日7丁目25-30 096-355-8666
エディオンららぽーと新三郷店 埼玉県三郷市新三郷ららｼﾃｨ3丁目1-1 ららぽｰと新三郷 2階 22000 048-950-0811
エディオンサントムーン柿田川店 静岡県駿東郡清水町伏見字泉頭58番地の1 055-983-6711
エディオンクロスガーデン富士中央店 静岡県富士市中央町3丁目13番地7号 ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ富士中央2階 0545-55-5611
スマートフォンパークエディオン千音寺アズパーク店 愛知県名古屋市中川区新家1丁目2421 ｱｽﾞﾊﾟｰｸSC内  052-439-1001
エディオンメッツ大曽根店 愛知県名古屋市東区矢田二丁目1番95号 ﾒｯﾂ大曽根内 052-725-2311
エディオン高辻シャンピアポート店 愛知県名古屋市昭和区白金3-6-24 ｼｬﾝﾋﾟｱﾎﾟｰﾄ内 052-884-8511
エディオン豊田本店 愛知県豊田市三軒町8丁目55番地 0565-37-9111
エディオン岡崎本店 愛知県岡崎市上六名町字宮前1番地 0564-59-3725
エディオン安城店 愛知県安城市三河安城東町1丁目17番地1 0566-76-1521
エディオン豊橋店 愛知県豊橋市前田南町1丁目6-1 0532-51-5211
エディオン一宮本店 愛知県一宮市緑5丁目6番10号 0586-75-2311
エディオン豊川店 愛知県豊川市正岡町西深田345-1 0533-84-9281
エディオン高山店 岐阜県高山市上岡本町7丁目93-1 0577-32-7071
エディオン可児今渡店 岐阜県可児市今渡840-2 0574-60-5011
エディオンイオンモール鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2 ｲｵﾝﾓｰﾙ鈴鹿ｳｴｽﾄ2F 059-375-4677
エディオン津北店 三重県津市島崎町36番 059-213-9171
エディオン大津一里山店 滋賀県大津市一里山7丁目1-1 077-547-5110
エディオン円町店 京都府京都市中京区西ﾉ京西円町55-1 075-467-8111
エディオン京都四条河原町店 京都府京都市下京区四条通河原町東入真町68番地 075-213-6021
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
エディオン中環東大阪店 大阪府東大阪市稲田三島町3-88 06-6748-8338
エディオン豊中店 大阪府豊中市日出町2丁目2-18 06-4867-5335
エディオン堺インター店 大阪府堺市西区太平寺711-1 072-295-5071
エディオン高槻宮田店 大阪府高槻市宮田町1丁目2-1 072-690-0611
エディオン伊丹店 兵庫県伊丹市北伊丹5丁目70-1 072-772-0337
エディオン西宮店 兵庫県西宮市芦原町9-23 0798-69-2202
エディオン垂水店 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東2丁目1-45 078-787-7001
エディオン神戸北町店 兵庫県神戸市北区日の峰2-3-3               078-581-4541
エディオンイオンモール神戸北店 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 078-983-3722
エディオンＪＲ尼崎駅店 兵庫県尼崎市潮江1丁目1-50 06-4868-5101
エディオン東川原店 岡山県岡山市中区東川原215-1 086-270-2711
エディオン倉敷本店 岡山県倉敷市笹沖1209-1 086-422-2011
エディオン倉敷南店 岡山県倉敷市連島町連島479-1 086-440-4311
エディオン津山本店 岡山県津山市川崎147 0868-26-5111
エディオン広島本店 広島県広島市中区紙屋町2-1-18 082-247-5111
エディオン東広島本店 広島県東広島市西条町御薗宇4598-1 0824-23-3211
エディオン福山本店 広島県福山市入船町一丁目8番15号 084-923-1566
エディオン八木店 広島県広島市安佐南区八木2丁目16-10 082-873-7711
エディオン廿日市店 広島県廿日市市新宮1-9-34 0829-32-1115
エディオン呉本店 広島県呉市西中央4-1-48 0823-21-4931
エディオンアルパーク南店 広島県広島市西区商工ｾﾝﾀｰ二丁目5番1号 082-276-8111
エディオン福山北店 広島県福山市駅家町大字万能倉284 084-976-7005
エディオン蔦屋家電 広島県広島市南区松原町3番1-1号 082-264-6511
エディオン米子店 鳥取県米子市米原5丁目6-31 0859-33-7211
エディオンゆめタウン高松店 香川県高松市上天神町字高田362-1 ゆめﾀｳﾝ高松南館 087-869-7711
エディオン松山本店 愛媛県松山市宮西一丁目3-1 089-933-2311
エディオンイオンモール新居浜店コネクシオ 愛媛県新居浜市前田町8-8 0897-32-7711
エディオン佐賀本店 佐賀県佐賀市兵庫北6丁目4番21号 0952-33-7011
エディオンサンリブシティくまなん店 熊本県熊本市中央区平成3-20-1 096-370-6811
ヨドバシカメラ マルチメディア札幌 北海道札幌市北区北6条西5丁目1-22 011-707-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア仙台 宮城県仙台市宮城野区榴岡１丁目2-13 022-295-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア郡山 福島県郡山市駅前１丁目16-7 024-931-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア宇都宮 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 宇都宮西口ビル 028-616-1010
ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都心駅前店 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目263－6   1階 048-645-1010 
ヨドバシカメラ 千葉店 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 043-224-1010
ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 東京都千代田区神田花岡町1-1 03-5209-1010
ヨドバシカメラ 新宿西口本店 東京都新宿区西新宿1-11-1 03-3346-1010

■2021年12月24日取り扱い開始店舗リスト

2021年12月24日（金）より以下の一部量販店のドコモカウンターで、「OCN モバイル ONE」の取り扱いを開始いたします。



ヨドバシカメラ マルチメディア新宿東口 東京都新宿区新宿3-26-7 03-3356-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア上野 東京都台東区上野4-10-10 03-3837-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア錦糸町 東京都墨田区江東橋3-14-5 錦糸町ステーションテルミナ1F 03-3632-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-19-1 0422-29-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア町田 東京都町田市原町田1-1-11 042-721-1010
ヨドバシカメラ 八王子店 東京都八王子市東町7-4 042-643-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア川崎ルフロン 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 044-223-1010
ヨドバシアウトレット京急川崎 神奈川県川崎市川崎区駅前本町21-12 044-221-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア横浜 神奈川県横浜市西区北幸1-2-7 045-313-1010
ヨドバシカメラ横浜駅前 スマートフォン・携帯売り場 神奈川県横浜市西区南幸1丁目５２７ 045-313-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア京急上大岡 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 京急百貨店内9F 045-845-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア新潟駅前店 新潟県新潟市中央区弁天1-2-6 ヨドバシ新潟ビル1Ｆ 025-249-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア甲府 山梨県甲府市丸の内1-3-3 055-230-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋店 愛知県名古屋市中区栄3－16－1  052-265-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア京都 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町590-2 075-351-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 大阪府大阪市北区大深町1-1 06-4802-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア博多 福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12 092-471-1010
ケーズデンキ月寒店 北海道札幌市豊平区月寒東五条13丁目3-1 011-826-6645
ケーズデンキ平岸店 北海道札幌市豊平区平岸一条12丁目1番55号 011-826-4608
ケーズデンキ室蘭モルエ店 北海道室蘭市中島本町1丁目1-6 0143-41-5123
ケーズデンキ江別店 北海道江別市上江別430-3 011-391-3130
ケーズデンキ旭川大雪通店 北海道旭川市大雪通1丁目482-27 0166-21-6055
ケーズデンキ高崎店 群馬県高崎市矢中町1273-1 029-828-8070
ケーズデンキ西那須野店 栃木県那須塩原市太夫塚1丁目194番地24 0287-39-7131
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
ケーズデンキ水戸本店 茨城県水戸市元吉田町上千束1944-12 029-248-3333
ケーズデンキ神栖店 茨城県神栖市平泉2番120 0299-95-5030
ケーズデンキシーサイドひたちなか 茨城県ひたちなか市新光町30-1 029-265-1181
ケーズデンキつくば研究学園店 茨城県つくば市研究学園4丁目4番地1 029-868-7005
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
ケーズデンキ川越店 埼玉県川越市大字小仙波974-1 049-227-5355
ケーズデンキおゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央9丁目19番 043-300-5005
ケーズデンキ市原五井店 千葉県市原市更級4丁目1番1 0436-26-2210
ケーズデンキ千葉ニュータウン店 千葉県印西市西の原3丁目2-1 0476-47-5681
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
ケーズデンキ府中本店 東京都府中市日鋼町1-4 042-352-2030
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
ケーズデンキ湘南藤沢店 神奈川県藤沢市葛原1695-3 0466-49-6114
ケーズデンキ女池インター本店 新潟県新潟市中央区女池8丁目16番17号 025-290-8855
ケーズデンキ新潟河渡店 新潟県新潟市東区河渡庚135-1 025-250-2211
ケーズデンキ⾧野本店 ⾧野県⾧野市若里3丁目22-1 026-224-2800
ケーズデンキ浜松市野店 静岡県浜松市東区天王町1981-1 053-463-1125
ケーズデンキ名古屋みなと店 愛知県名古屋市港区新川町3丁目1番 052-659-1411
ケーズデンキ金沢本店 石川県野々市市御経塚4丁目107-1 076-240-1011
ケーズデンキアリオ鳳店 大阪府堺市西区鳳南町3丁199番地12 アリオ鳳2階 072-260-0261
ケーズデンキ尼崎店 兵庫県尼崎市下坂部3丁目2番30号 06-6495-3567
ケーズデンキガーデンシティ垂水店 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東3丁目1番1号 078-787-2424
ケーズデンキ広島本店 広島県広島市南区西蟹屋４丁目 082-568-1900
ケーズデンキ高松本店 香川県高松市多肥上町1210 087-888-7711
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西2丁目2番 097-528-7373
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
上新電機浦和美園イオンモール店 埼玉県さいたま市緑区美園5-50-1 イオンモール浦和美園1F 048-878-7311
上新電機羽生イオンモール店 埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオンモール羽生1F 048-563-3141
上新電機市川大野店 千葉県市川市大野町1-19-1 047-303-6811
上新電機亀貝店 新潟県新潟市西区亀貝1340 025-268-0511
上新電機⾧岡古正寺店 新潟県⾧岡市古正寺町217 0258-28-8511
上新電機⾧岡愛宕店 新潟県⾧岡市東栄1-3-28 0258-33-0404
上新電機大高イオンモール店 愛知県名古屋市緑区南大高2-450 イオンモール大高1Ｆ 052-623-9941
上新電機各務原イオンモール店 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 イオンモール各務原1Ｆ 058-389-5521
上新電機明和イオンモール店 三重県多気郡明和町中村1223 イオンモール明和1Ｆ 0596-55-8111
上新電機富山本店 富山県富山市田中町4-14-83 076-442-2131
上新電機富山南店 富山県富山市大町137-8 076-495-9101
上新電機桂川イオンモール店 京都府京都市南区久世高田町376-1 イオンモール京都桂川2F 075-933-1311
上新電機大日イオンモール店 大阪府守口市大日東町1-18 イオンモール大日シネマ側2F 06-4252-1411
上新電機四條畷イオンモール店 大阪府四條畷市砂四丁目3-2 イオンモール四條畷3F 072-803-2111
上新電機岸和田店 大阪府岸和田市作才町1-3-12 072-437-1021
上新電機外環柏原店 大阪府柏原市本郷5-969 072-920-6011
上新電機登美ヶ丘イオンモール店 奈良県生駒市鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘3F 0743-78-1711
上新電機郡山イオンモール店 奈良県大和郡山市下三橋町741-170 イオンモール大和郡山1F 0743-54-8611 
上新電機伊丹昆陽イオンモール店 兵庫県伊丹市池尻4-1-1 イオンモール伊丹昆陽3F 072-778-6911
上新電機姫路大津イオンモール店 兵庫県姫路市大津区大津町2-5 イオンモール姫路大津1F 079-238-5911
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 1～4階 011-261-1111
ビックカメラ高崎東口店 群馬県高崎市栄町10-10 027-327-2111
ビックカメラ水戸駅店 茨城県水戸市宮町1-7-31 エクセルみなみ 029-303-1111
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 048-647-1111
ビックカメラ所沢駅店 埼玉県所沢市日吉町12-1 6階 04-2903-1111
ビックカメラ柏店 千葉県柏市柏1-1-20 スカイプラザ柏 04-7165-1111
ビックカメラ船橋東武店 千葉県船橋市本町7-1-1 船橋東武2階・3階 047-421-1111
ビックカメラ船橋駅ＦＡＣＥ店 千葉県船橋市本町1-3-1 船橋Face 047-460-1111
ビックカメラ有楽町店 東京都千代田区有楽町1-11-1 読売会館 03-5221-1111
ビックカメラＡＫＩＢＡ店 東京都千代田区外神田4-1-1 03-6260-8111
ビックロビックカメラ新宿東口店 東京都新宿区新宿3-29-1 03-5312-1111
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 03-5326-1111
ビックカメラ池袋本店 東京都豊島区東池袋1-41-5 池袋興和ビル 03-5396-1111



ビックカメラ渋谷東口店 東京都渋谷区渋谷1-24-10 渋谷東映プラザ 03-5466-1111
ビックカメラ池袋西口店 東京都豊島区西池袋1-16-3 03-5960-1111
ビックカメラ赤坂見附駅店 東京都港区赤坂3-1-6 ベルビー赤坂 03-6230-1111
ビックカメラ日本橋三越 東京都中央区日本橋室町1-4-1 6階 03-5542-1111
ビックカメラ新宿東口駅前店 東京都新宿区新宿3-26-10 03-5312-1111
ビックカメラ渋谷ハチ公口店 東京都渋谷区道玄坂2-5-9 03-3477-0002
ビックカメラアウトレット池袋東口店 東京都豊島区東池袋1-11-7 03-3590-1111
ビックカメラ立川店 東京都立川市曙町2-12-2 042-548-1111
ビックカメラＪＲ八王子駅店 東京都八王子市旭町1-17 セレオ八王子南館 042-646-1111
ビックカメラ京王調布店 東京都調布市小島町2-48-6 トリエ京王調布B館 042-444-1111
ビックカメラ聖蹟桜ヶ丘駅店 東京都多摩市関戸1-11-1 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターA館 042-310-1111
ビックカメラ町田店 東京都町田市原町田6-12-20 小田急百貨店町田店7階 042-726-1111
ビックカメララゾーナ川崎店 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ 044-520-1111
ビックカメラ新横浜店 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45 キュービックプラザ新横浜 045-478-1111
ビックカメラ横浜西口店 神奈川県横浜市西区南幸2-1-29 045-320-0002
ビックカメライトーヨーカドーたまプラーザ店 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-6-1 3階 045-507-1111
ビックカメラ相模大野駅店 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエアB館 042-701-1111
ビックカメラ藤沢店 神奈川県藤沢市藤沢559  増田ビル・遊行通り共同ビル 0466-29-1111
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 025-248-1111
ビックカメラ浜松店 静岡県浜松市中区砂山町322-1 浜松駅ビルMAY ONEビックカメラ館 053-455-1111
ビックカメラ名古屋ＪＲゲートタワー店 愛知県名古屋市中村区 名駅JRゲートタワー9・10階 052-569-1111
ビックカメラＪＲ京都駅店 京都府京都市下京区東塩小路町927 JR京都駅NKビル 075-353-1111
ビックカメラなんば店 大阪府大阪市中央区千日前2-10-1 06-6634-1111
ビックカメラあべのキューズモール店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール内3階 06-6631-1111
ビックカメラアリオ八尾店 大阪府八尾市光町2-3 2階 072-993-1111
ビックカメラ岡山駅前店 岡山県岡山市北区駅前町1-1-1 086-236-1111
ビックカメラ広島駅前店 広島県広島市南区松原町5-1 082-506-1111
ビックカメラ天神１号館 福岡県福岡市中央区今泉1-25-1 092-732-1112
ビックカメラ天神２号館 福岡県福岡市中央区天神2-4-5 092-732-1111
ビックカメラアミュプラザくまもと店 熊本県熊本市西区春日3-15-60 JR熊本白川ビル 096-353-1111
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 099-814-1111
コジマ×ビックカメラ卸団地店 秋田県秋田市卸町2-3-12 018-883-1661
コジマ×ビックカメライオンモール名取店 宮城県名取市杜せきのした5-3-1 022-784-1220
コジマ×ビックカメラ宇都宮本店 栃木県宇都宮市今泉町2996-1 028-662-0001
コジマ×ビックカメラ佐野店 栃木県佐野市高萩町1338-1 0283-21-1110
コジマ×ビックカメラ熊谷店 埼玉県熊谷市石原484 048-525-8881
コジマ×ビックカメラ新座店 埼玉県新座市野火止6-1-10 048-482-9900
コジマ×ビックカメラららぽーとＴＯＫＹＯ－Ｂ店 千葉県船橋市浜町2-1-1 3階 047-410-5200
コジマ×ビックカメラ柏店 千葉県柏市大山台1-10 04-7137-1200
コジマ×ビックカメラ江戸川店 東京都江戸川区中央1-8-4 03-5607-7555
コジマ×ビックカメラ南砂町ＳＵＮＡＭＯ店 東京都江東区新砂3-4-31 03-5665-7313
コジマ×ビックカメラ用賀店 東京都世田谷区用賀2-20-12 03-5491-2611
コジマ×ビックカメラ成城店 東京都世田谷区成城1-3-1 03-3415-3122
コジマ×ビックカメラ池上店 東京都大田区池上3-2-1 03-5747-5511
コジマ×ビックカメラ西東京店 東京都西東京市向台町3-5-74 042-451-6800
コジマ×ビックカメラ梶ケ谷店 神奈川県川崎市高津区梶ケ谷2-2-3 044-860-2411
コジマ×ビックカメラ港北東急ＳＣ店 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央5-1 港北東急S.C.内2階 045-482-5254
コジマ×ビックカメラ静岡店 静岡県静岡市駿河区国吉田1-1-57 054-208-5711
コジマ×ビックカメライオンモール広島府中店 広島県安芸郡府中町大須2-1-1 2階 082-285-5252
イオン八幡東店 福岡県北九州市八幡東区東田3丁目2-102 093-663-8111
イオン熊本店 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字⾧池2232 096-235-6600
ノジマイオン土浦店 茨城県土浦市上高津367番 イオンモール土浦1階 029-835-5251
ノジマイーアスつくば店 茨城県つくば市研究学園5丁目19番 イーアスつくば2階 029-868-7271
ノジマイオンつくば店 茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば3階 029-839-2241
ノジマイオンタウン守谷店 茨城県守谷市百合ケ丘3丁目2491 イオンタウン守谷2階 0297-21-0701
ノジマレイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1 イオンレイクタウンmori 1階 102 048-990-1251
ノジマ所沢本店 埼玉県所沢市小手指台5番地の4 04-2903-1481
ノジマららぽーと富士見店 埼玉県富士見市山室1-1313 ららぽーと富士見3階 35400 049-275-1191
ノジマ八潮店 埼玉県八潮市大瀬一丁目1番地3 フレスポ八潮3階 048-994-3911
ノジマイオンモール川口前川店 埼玉県川口市前川 1-1-11-3003 イオンモール川口前川3階 048-264-1591
ノジマ浦和パルコ店 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和パルコ2階 048-811-1351
ノジマ大宮ステラタウン店 埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1  ステラタウン公園棟2階 048-661-8366
ノジマモラージュ菖蒲店 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1 モラージュ菖蒲2階 0480-87-2501
ノジマイオンモール幕張新都心店 千葉県千葉市美浜区豊砂1-6 イオンモール幕張新都心 アクティブモール2階 043-350-3701
ノジマイオン八千代緑が丘店 千葉県八千代市緑が丘2丁目1番3 イオンモール八千代緑が丘3階 047-480-4711
ノジマイオン銚子店 千葉県銚子市三崎町2丁目2660-1 イオンモール銚子2階 0479-30-3211
ノジマユニモちはら台店 千葉県市原市ちはら台西3-4 ユニモちはら台2階 0436-76-0100
ノジマイオンモール木更津店 千葉県木更津市築地1番4 イオンモール木更津1階 0438-30-6971
ノジマ亀有店 東京都葛飾区亀有3-26-1 リリオ館4階 03-5650-6181
ノジマ北千住マルイ店 東京都足立区千住3-92 北千住マルイ8Ｆ 03-3888-7571
ノジマ日の出店 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237番3 イオンモール日の出2階 042-597-3155
ノジマイオンモールむさし村山店 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3 イオンモールむさし村山3階 042-566-8581
ノジマミッテン府中店 東京都府中市宮町１丁目４１－２ミッテン府中5階 042-352-5220
ノジマイーアス高尾店 東京都八王子市東浅川町550-1 イーアス高尾2階(区画番号2310) 042-629-0301
ノジママルイファミリー溝口店 神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1 マルイファミリー溝口9Ｆ 044-822-2525
ノジマトレッサ横浜店 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地 トレッサ横浜南棟3階 045-533-5631
ノジマセンター北店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポートモール内4階 045-914-7661
ノジマららぽーと横浜店 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜内サウスコート3階 区画32010 045-929-6252
ノジマ金沢八景店 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-27-1 イオン金沢八景店3階 045-791-3781
ノジマ相模原本店 神奈川県相模原市中央区横山1-1-1 042-753-1516
ノジマ藤沢店 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モールFILL内2階 0466-31-6377
ノジマ鴨宮店 神奈川県小田原市前川100 小田原シティーモールフレスポ2階 0465-45-2345
ノジマ鎌倉店 神奈川県鎌倉市岡本1188番地1 コーナン鎌倉大船モール内2階 0467-42-1422
ノジマ厚木本店 神奈川県厚木市岡田3005 046-220-1721



ノジマＮＥＷ城山店 神奈川県相模原市緑区向原4丁目2番3 042-783-0611
ノジマイオン新潟南店 新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号 イオンモール新潟南2階 025-385-8355
ノジマ巻店 新潟県新潟市西蒲区巻甲4770 0256-73-2560
ノジマ富士吉田店 山梨県富士吉田市中曽根2丁目3番地1号 0555-30-0011
ノジマ都留店 山梨県都留市田野倉466 0554-46-1422
ノジマＮＥＷ甲府店 山梨県甲府市徳行2-4-20 055-228-2911
ノジマ豊科店 ⾧野県安曇野市豊科南穂高1115 0263-71-1570
ノジマイオン富士宮店 静岡県富士宮市浅間町1-8 イオンモール富士宮2階 0544-28-2811
ノジマららぽーと磐田店 静岡県磐田市高見丘1200番地 ららぽーと磐田2階 22300 0538-59-0450
ノジマ⾧泉店 静岡県駿東郡⾧泉町中土狩350-16 055-980-5551
ノジマ島田店 静岡県島田市阿知ヶ谷63-29 0547-33-7811
ノジマ伊東店 静岡県伊東市鎌田1288-1 0557-35-3001


