○福岡市内の実施店舗一覧
店舗名称

住所

au Style ガーデンズ千早

福岡市東区千早３ー６ー３７

au Style 松崎

福岡市東区松崎１ー１０ー２

auショップゆめタウン博多

福岡市東区東浜１ー１ー１

auショップ土井

福岡市東区土井１ー１０ー２０

auショップ箱崎原田

福岡市東区原田１ー６ー５

UQスポットゆめタウン博多

福岡市東区東浜１ー１

ソフトバンクＹＡＭＡＤＡ福岡香椎店

福岡市東区千早５ー４ー８

ソフトバンクイオンモール香椎浜

福岡市東区香椎浜３ー１２ー１

ソフトバンクゆめタウン博多

福岡市東区東浜１ー１ー１

ソフトバンク松島

福岡市東区松島３ー１ー３０

ソフトバンク唐原

福岡市東区唐原３ー ２ー３１

ソフトバンク舞松原

福岡市東区舞松原１ー１０ー１０

ソフトバンク和白

福岡市東区和白丘１ー２ー８

ドコモショップゆめタウン博多店

福岡市東区東浜１ー１ー１

ドコモショップ香椎店

福岡市東区千早３ー９ー３４ ＮＴＴ香椎ビル

ドコモショップ松崎店

福岡市東区松崎２ー１９ー２３

ドコモショップ松島店

福岡市東区原田３ー８ー８

ドコモショップ土井店

福岡市東区土井１ー１７ー３

ドコモショップ和白店

福岡市東区唐原３ー１７ー１

ワイモバイル和白

福岡市東区和白丘４ー１８ー２４

au Style HAKATA

福岡市博多区博多駅中央街９ー１

au Style ららぽーと福岡

福岡市博多区那珂６ー３５１

au Style 半道橋

福岡市博多区東那珂２ー１ー３

auショップキャナルシティ博多

福岡市博多区住吉１ー２ー２２ー４Ｆ

auショップ博多バスターミナル

福岡市博多区博多駅中央街２ー１ーＢ１Ｆ

ソフトバンクＢＲＡＮＣＨ博多パピヨンガーデン

福岡市博多区千代１ー２ー１

ソフトバンクキャナルシティ博多

福岡市博多区住吉１ー２ー２２

ソフトバンクコマーシャルモール博多

福岡市博多区東光寺町２ー６ー４０

ソフトバンクフォレオ博多

福岡市博多区東那珂１ー１４ー４６

ソフトバンクヨドバシカメラ博多

福岡市博多区博多駅中央街６ー１２

ソフトバンクららぽーと福岡

福岡市博多区那珂６ー２３ー１

ソフトバンク博多バスターミナル

福岡市博多区博多駅中央街２ー１

博多バスターミナルビルＢ１Ｆ

ソフトバンク博多マルイ

福岡市博多区博多駅中央街９ー１

６Ｆ

ドコモショップＢＲＡＮＣＨ博多パピヨンガーデン店

福岡市博多区千代１ー２ー１

ドコモショップキャナルシティ博多店

福岡市博多区住吉１ー２ー２２ キャナルシティ博多内

ドコモショップ山王公園店

福岡市博多区山王１ー１ー３５

ドコモショップ蔵本店

福岡市博多区奈良屋町２ー１ 博多蔵本太田ビル

ドコモショップ筑紫通博多Ｍｉｓｔ店

福岡市博多区諸岡３ー１ー３５ ＨＡＫＡＴＡＭｉｓｔ

ドコモショップ博多バスターミナル店

福岡市博多区博多駅中央街２ー１ 博多バスターミナル

ドコモショップ博多マルイ店

福岡市博多区博多駅中央街９ー１

ドコモショップ博多駅南店

福岡市博多区博多駅南１ー２ー３ 博多駅前第一ビル

ドコモショップ半道橋店

福岡市博多区半道橋１ー１０ー１５

ワイモバイルヨドバシカメラマルチメディア博多

福岡市博多区博多駅中央街６ー１２

au Style FUKUOKA

福岡市中央区大名１ー１４ー４５ＱｉｚＴＥＮＪＩＮ

ゆめタウン博多１階

イオンモール香椎浜２階

博多マルイ６Ｆ

ららぽーと福岡１階

ＢＲＡＮＣＨ博多パピヨンガーデン
キャナルシティ博多センターウォーク
コマーシャルモール博多１Ｆ

ららぽーと福岡３階

４階

店舗名称

住所

auショップ新天町

福岡市中央区天神２ー９ー１０８

auショップ薬院駅前

福岡市中央区白金１ー２ー１５スーベリアニューハイム１Ｆ

auショップ六本松駅前

福岡市中央区六本松４ー２ー６ー１０１号

UQスポット天神西通り

福岡市中央区天神２ー６ー２０

ソフトバンクベスト電器福岡本店

福岡市中央区天神１ー９ー１

ソフトバンクマークイズ福岡ももち

福岡市中央区地行浜２ー ２ー１マークイズ福岡ももち

ソフトバンク地行

福岡市中央区今川２ー１ー１

ソフトバンク天神地下街

福岡市中央区天神２丁目地下１号６番街１１７号

ソフトバンク福岡天神

福岡市中央区天神２ー９ー２０３

ソフトバンク福岡天神西通り

福岡市中央区大名１ー１ー４３

ソフトバンク薬院

福岡市中央区薬院４ー１ー３７

ソフトバンク六本松

福岡市中央区六本松４ー８ー６

ドコモショップ天神新天町店

福岡市中央区天神２ー８ー２３８

ドコモショップ天神中央店

福岡市中央区天神２ー４ー３８ ＮＴＴーＫＦビル

ドコモショップ天神南店

福岡市中央区渡辺通５ー１４ー１２ 南天神ビル

ドコモショップ福岡赤坂店

福岡市中央区大名２ー４ー２２ 新日本ビル

ドコモショップ薬院店

福岡市中央区渡辺通り２ー４ー８ 福岡小学館ビル

ドコモショップ六本松店

福岡市中央区梅光園２ー４０ー１

ホークスモバイルステーション

福岡市中央区地行浜２ー２ー２

ワイモバイルイオン笹丘

福岡市中央区笹丘１ー２８ー７４

ワイモバイルノース天神

福岡市中央区天神４ー３ー２０

ワイモバイルビックカメラ天神１号館

福岡市中央区今泉１ー２５ー１

au Style 井尻六ツ角

福岡市南区井尻５ー２６ー５０徳永ビル１Ｆ

au Style 清水四ツ角

福岡市南区玉川町５ー３

auショップ大橋駅西

福岡市南区大橋１ー１５ー５竹内ビル１Ｆ

auショップ大池通り

福岡市南区寺塚１ー２９ー６

auショップ野多目

福岡市南区野多目４ー１ー４

ｄｇａｒｄｅｎ長住店

福岡市南区長住３ー１ー３ ＫＳ長住ビル

ソフトバンクＡＯＫＩ福岡清水

福岡市南区玉川町１ー２７

ソフトバンク大橋

福岡市南区大橋１ー１３ー１

ソフトバンク大橋駅前

福岡市南区大橋１ー１５ー６

１Ｆ

ソフトバンク平尾駅前

福岡市南区高宮１ー１ー１０

スカイマンション平尾１Ｆ

ソフトバンク野間

福岡市南区野間３ー７ー９

ドコモショップ大橋店

福岡市南区大橋１ー１４ー１

ドコモショップ中尾店

福岡市南区中尾３ー３９ー１５

ドコモショップ日赤通り店

福岡市南区大楠３ー５ー１

ドコモショップ平尾店

福岡市南区市崎１ー１７ー３４ ヴィバーチェ平尾

ドコモショップ野多目店

福岡市南区野多目１ー１２ー４５

auショップ九大学研都市

福岡市西区北原１ー１３ー３２

auショップ拾六町

福岡市西区拾六町１ー２４ー３４

auショップ姪浜

福岡市西区姪浜駅南１ー６ー１４

auショップ木の葉モール橋本

福岡市西区橋本２ー２７ー２木の葉モール橋本２Ｆ

ｄｇａｒｄｅｎ九大学研都市駅前店

福岡市西区北原１ー９ー７ Ｙ’ｓＧＡＲＤＥＮ伊都

UQスポットイオンマリナタウン

福岡市西区豊浜３ー１ー１０イオンマリナタウン

ソフトバンクＭＥＧＡドン・キホーテ福重

福岡市西区拾六町１ー ７ー１

ソフトバンクイオンマリナタウン

福岡市西区豊浜３ー １ー１０ー２階

鞍垣ビル１階

３階

プラティーク今川１Ｆ

マルキンビル

イオン笹丘地下１階
ノース天神Ｂ１Ｆ

ＡＯＫＩ福岡清水店１Ｆ

レーベン野間１Ｆ

ＭＥＧＡドン・キホーテ福重１Ｆ

店舗名称

住所

ソフトバンクウエストコート姪浜

福岡市西区内浜１ー７ー３

ウエストコート姪浜レジャービル１ＦーＭ

ソフトバンク九大学研都市

福岡市西区西都１ー１５ー９

ソフトバンク木の葉モール橋本

福岡市西区橋本２ー２７ー２

ドコモショップイオンマリナタウン店

福岡市西区豊浜３ー１ー１０

ドコモショップウエストコート姪浜店

福岡市西区内浜１ー７ー１２ー１ ウエストコート姪浜内

ドコモショップ橋本西店

福岡市西区橋本１ー９ー５０

ドコモショップ今宿店

福岡市西区今宿駅前１ー２ー１８

ドコモショップ福重店

福岡市西区福重４ー３ー１９

au Style 別府駅南

福岡市城南区別府５ー４ー４

auショップ城南片江

福岡市城南区神松寺２―３―１

ソフトバンク七隈

福岡市城南区神松寺２ー２１ー１２

ソフトバンク茶山

福岡市城南区茶山１ー１ー２

ドコモショップべふ店

福岡市城南区別府４ー３ー８ エルスタンザ別府

ドコモショップ七隈店

福岡市城南区松山２ー３３ー８

au Style 原四ツ角

福岡市早良区原６ー２２ー３０

auショップ西新

福岡市早良区西新４ー８ー４２西新ＰＬＡＣＥ１Ｆ

auショップ西新早良街道

福岡市早良区昭代１ー２ー４

auショップ野芥

福岡市早良区重留２ー２ー１９

ソフトバンク原中学校前

福岡市早良区原６ー９ー１３

ソフトバンク原弥生

福岡市早良区原１ー２９ー３１

ソフトバンク次郎丸

福岡市早良区次郎丸３ー２ー３９

ソフトバンク西新

福岡市早良区西新４ー９ー３９

ソフトバンク野芥

福岡市早良区重留２ー１５ー２３

ドコモショップ原店

福岡市早良区荒江３ー１３ー１７

ドコモショップ次郎丸店

福岡市早良区次郎丸２ー２ー２

ドコモショップ西新店

福岡市早良区祖原１ー１ テングッドシティ

ドコモショップ藤崎店

福岡市早良区高取２ー１７ー３７ 弘中ビル

ドコモショップ野芥店

福岡市早良区干隈３ー３０ー２

木の葉モール橋本

