
 

 

（別紙） 

＜取扱い販売店一覧＞ ※ABC順 

 

 イオンリテール株式会社 オンラインショップ イオンデジタルワールド 

 

 総合オンラインストア Amazon.co.jp 

 

 ビックカメラグループ 

ビックカメラ 

ビックカメラ.com 池袋本店 池袋本店パソコン館 

池袋西口店 池袋東口カメラ館 渋谷ハチ公口店 

渋谷東口店 新宿西口店 新宿東口駅前店 

ビックロ ビックカメラ新宿東口店 有楽町店 AKIBA 

赤坂見附駅店 立川店 聖蹟桜ヶ丘駅店 

JR八王子駅店 ラゾーナ川崎店 横浜西口店 

新横浜店 相模大野駅店 藤沢店 

船橋駅店 柏店 大宮西口そごう店 

高崎東口店 水戸駅店 札幌店 

新潟店 浜松店 名古屋駅西店 

名古屋 JR ゲートタワー店 JR京都駅店 なんば店 

あべのキューズモール店 岡山駅前店 広島駅前店 

天神①号館 天神②号館 鹿児島中央駅店 

 

コジマ 

コジマネット  コジマ×ビックカメラ 志村店 

コジマ×ビックカメラ ららぽーとTOKYO-BAY店 コジマ×ビックカメラ 新小岩店 

コジマ×ビックカメラ ベルクスモール浮間舟渡店 コジマ×ビックカメラ 三鷹店 

コジマ×ビックカメラ 函館店 コジマ×ビックカメラ 池上店 

コジマ×ビックカメラ イオン西岡店 コジマ×ビックカメラ 善福寺店 

コジマＮＥＷ弘前店 コジマ×ビックカメラ 葛飾店 

コジマ×ビックカメラ 盛岡店 コジマ×ビックカメラ 東村山店 

コジマ×ビックカメラ 多賀城店 コジマ×ビックカメラ 江北駅前店 

コジマ×ビックカメラ 泉中央店 コジマ×ビックカメラ 南砂町SUNAMO店 

コジマＮＥＷ大崎店 コジマ×ビックカメラ 福生店 

コジマ×ビックカメラ イオンモール名取店 コジマ×ビックカメラ 西東京店 

コジマ×ビックカメラ 卸団地店 コジマ×ビックカメラ 足立加平店 

コジマＮＥＷ白河店 コジマ×ビックカメラ イオン昭島ショッピングセンター店 

コジマ×ビックカメラ 郡山店 コジマ×ビックカメラ 成城店 

コジマ×ビックカメラ 会津若松店 コジマ×ビックカメラ 港北インター店 

コジマ×ビックカメラ いわき店 コジマＮＥＷ伊勢原店 

コジマ×ビックカメラ 福島店 コジマ×ビックカメラ 厚木栄町店 



 

 

コジマ×ビックカメラ 方木田店 コジマ×ビックカメラ 海老名店 

コジマ×ビックカメラ 駒生店 コジマ×ビックカメラ 梶ヶ谷店 

コジマ×ビックカメラ 鹿沼店 コジマ×ビックカメラ 横須賀店 

コジマ×ビックカメラ 栃木店 コジマ×ビックカメラ 相模原店 

コジマ×ビックカメラ 小山店 コジマ×ビックカメラ 座間店 

コジマ×ビックカメラ 佐野店 コジマ×ビックカメラ 橋本店 

コジマ×ビックカメラ 日光店 コジマ×ビックカメラ 横浜大口店 

コジマ×ビックカメラ 黒磯店 コジマ×ビックカメラ 東海大学東店 

コジマ×ビックカメラ さくら店 コジマ×ビックカメラ 新潟店 

コジマＮＥＷ伊勢崎店 コジマ×ビックカメラ 上越店 

コジマ×ビックカメラ 高崎店 コジマＮＥＷ甲府店 

コジマ×ビックカメラ イオンモール沖縄ライカム店 コジマ×ビックカメラ 甲府バイパス店 

コジマ×ビックカメラ 深作店 コジマ×ビックカメラ 富山店 

コジマ×ビックカメラ 和光店 コジマ×ビックカメラ ファボーレ富山店 

コジマ×ビックカメラ 南越谷店 コジマ×ビックカメラ 静岡店 

コジマ×ビックカメラ 所沢西店 コジマ×ビックカメラ 浜松店 

コジマ×ビックカメラ 川口店 コジマ×ビックカメラ 静岡有明店 

コジマ×ビックカメラ 上福岡店 コジマ×ビックカメラ 沼津店 

コジマ×ビックカメラ 坂戸店 コジマ×ビックカメラ 富士店 

コジマ×ビックカメラ 浦和店 コジマ×ビックカメラ 熱田店 

コジマ×ビックカメラ 鳩ヶ谷店 コジマ×ビックカメラ 豊橋店 

コジマ×ビックカメラ 越谷店 コジマ×ビックカメラ 有松インター店 

コジマ×ビックカメラ 熊谷店 コジマ×ビックカメラ 清洲東インター店 

コジマ×ビックカメラ 新座店 コジマ×ビックカメラ 鳴海店 

コジマ×ビックカメラ 上尾春日店 コジマ×ビックカメラ 四日市店 

コジマＮＥＷ加須店 コジマ×ビックカメラ 高野店 

コジマ×ビックカメラ 春日部店 コジマ×ビックカメラ 箕面店 

コジマ×ビックカメラ 所沢店 コジマ×ビックカメラ 茨木店 

コジマＮＥＷ北本店 コジマ×ビックカメラ 生野店 

コジマ×ビックカメラ アクロスプラザ三芳店 コジマ×ビックカメラ 大東店 

コジマ×ビックカメラ 柏店 コジマ×ビックカメラ 名谷店 

コジマ×ビックカメラ 松戸店 コジマ×ビックカメラ 尼崎店 

コジマ×ビックカメラ 船橋店 コジマ×ビックカメラ 宇品店 

コジマ×ビックカメラ 習志野店 コジマ×ビックカメラ 広島インター緑井店 

コジマ×ビックカメラ 新船橋店 コジマＮＥＷ山口宇部空港店 

コジマＮＥＷ成田店 コジマ×ビックカメラ 八幡店 

コジマ×ビックカメラ 上板橋店 コジマ×ビックカメラ 福岡春日店 

コジマ×ビックカメラ 小平店 コジマ×ビックカメラ 福岡西店 

コジマ×ビックカメラ 高島平店 コジマ×ビックカメラ 小倉店 

コジマ×ビックカメラ 豊玉店 コジマ×ビックカメラ 熊本店 

コジマ×ビックカメラ 港北東急S.C.店 コジマ×ビックカメラ 那覇店 



 

 

コジマ×ビックカメラ 江戸川店 コジマ×ビックカメラ 宇都宮本店 

コジマ×ビックカメラ 東大和店 コジマ×ビックカメラ 八王子高倉店 

コジマ×ビックカメラ 井草店 コジマ×ビックカメラ イオンモール堺鉄砲町店 

コジマ×ビックカメラ 用賀店 コジマ×ビックカメラ 西友ひばりヶ丘店 

コジマ×ビックカメラ 若林店 コジマ×ビックカメラ イオンモール広島府中店 

  

ソフマップ 

ソフマップ・ドットコム ソフマップAKIBA②号店 パソコン総合館 

ソフマップ 仙台駅前店 ソフマップ 川越店 

ソフマップAKIBA①号店 サブカル・モバイル館 ソフマップ なんば店ザウルス 2 

ソフマップ 大宮店 ソフマップ イオンモールＫＹＯＴＯ店 

ソフマップ 横浜ビブレ店 ソフマップ 天王寺店 

ソフマップ 町田店 ソフマップ・コジマ 神戸ハーバーランド店 

ソフマップAKIBA⑤号店 中古デジタル館買取センター ソフマップ 広島店 

 

 ドスパラ 

ドスパラ通販サイト 横浜駅前店 大阪・なんば店 

札幌店 名古屋・大須店 博多店 

秋葉原本店 
  

 

 iPhone特急修理専門 あいさぽ 

新宿本店 新宿西口店 

 

 PC DEPOT 

所沢店 小山本店 八戸新井田店 

坂戸店 土浦グレートセンター 福島西店 

太田店 富士店 半田インター店 

鴻巣店 小田原東インター店 盛岡本店 

横須賀店 前橋南インター店 一宮名岐バイパス店 

三島店 つくば研究学園店 高松東バイパス店 

青梅店 熊谷店 長野店 

鎌ヶ谷店 富里インター店 長岡店 

足利店 長崎店 土佐道路店 

狭山本店 飯塚秋松店 岡山本店 

神栖店 佐賀店 箕面店 

幕張インター店 鹿児島店  
市原インター店 岡崎羽根店  

 

 ピーシーデポ スマートライフ 

西馬込店 世田谷砧店 十日市場店 

東府中店 大和店 ふじみ野店 



 

 

碑文谷店 港南店 ららぽーと豊洲 紀伊國屋書店内店 

新横浜店 三鷹店 水戸店 

東名川崎店 湘南台店 松戸店 

みなとみらい店 稲城若葉台店 船橋店 

調布店 東大和店 新座店 

日吉店 青山店 多摩ニュータウン店 

辻堂店 東海店 越谷店 

港北本店 麻布十番店 六本木店 

平和台店 西新井店 
 

花小金井店 環七奥戸店 
 

 

 ヨドバシカメラ 

新宿西口本店 マルチメディアさいたま新都心駅前店 マルチメディア郡山 

マルチメディア新宿東口 マルチメディア横浜 マルチメディア仙台 

マルチメディアAkiba マルチメディア川崎ルフロン マルチメディア札幌 

マルチメディア錦糸町 アウトレット京急川崎 マルチメディア梅田 

マルチメディア上野 マルチメディア京急上大岡 マルチメディア京都 

マルチメディア町田 千葉店 マルチメディア名古屋松坂屋店 

八王子店 マルチメディア新潟駅前店 マルチメディア博多 

マルチメディア吉祥寺 マルチメディア宇都宮 ヨドバシ・ドット・コム 

 

 日本通信 オンラインショップ b-Market 

 

（2017年 8月 9日現在 ） 

 

※Amazon.co.jpはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。 

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 

 

■日本通信について 

日本通信は 1996年５月24日、モバイルが実現する次世代インターネットを活用して日本の次世代経済の基盤

を構築する総務省の方針を実現する会社として設立されました。当社ビジネスモデルはのちにMVNOと命名

され、2009 年３月、総務省の携帯市場のオープン政策のもとNTTドコモとの相互接続を実現しました。こ

れにより「格安SIM」が生まれ、携帯事業者以外から携帯通信（SIM）が買える市場が誕生しました。次は、

携帯電話以外の産業が、自社サービスにモバイルを組み込み、産業全体がモバイルを活用し成長する番です。

MVNO ルールメーカ、世界初のMSEnabler としての強い技術ビジョンと高い遂行力によって、日本発の経

済創出の一翼を担うべく次世代プラットフォームの構築に取り組んでいます。東京、米国コロラド州および

フロリダ州に拠点を置き、東京証券取引所市場第一部に上場（証券コード：9424）しています。当社のコー

ポレートガバナンスのポリシーとして、社外役員が 過半数で、全社外役員は独立役員です。 


