ギャラクシーSⅢ用ケース取扱店舗一覧
店舗名

郵便番号

住所

電話番号

関東エリア
ドコモショップイオンモールむさし村山店

〒208-0022

東京都武蔵村山市榎 1-1-3 イオンモールむさし村山ミュー内 3F

0120-007-634

ドコモショップイオンモール下妻店

〒304-0033

茨城県下妻市堀籠 972-1 イオン下妻ショッピングセンター内

0296-30-6733

ドコモショップカインズモール行田店

〒361-0056

埼玉県行田市持田 780 カインズホーム店内

048-564-3005

ドコモショップつくば谷田部店

〒305-0861

茨城県つくば市谷田部 5893-1

029-839-0111

ドコモショップみらい平店

〒300-2300

ドコモショップ下妻店

〒304-0068

茨城県下妻市丁 399

0296-43-5121

ドコモショップ鎌取店

〒266-0011

千葉県千葉市緑区鎌取町 68-7

0120-669-360

ドコモショップ寄居店

〒369-1203

埼玉県大里郡寄居町大字寄居 1553-1

0120-795-360

ドコモショップ鴻巣店

〒365-0038

埼玉県鴻巣市本町 1-1-3 エルミ鴻巣 1F

048-543-0077

ドコモショップ佐野店

〒327-0831

栃木県佐野市浅沼町 567-5

0120-776-360

ドコモショップ自由が丘店

〒152-0035

東京都目黒区自由ヶ丘 2-13-6 KN 自由ヶ丘プラザ

0120-772-093

ドコモショップ鹿島店

〒314-0143

茨城県神栖市神栖 1-8-3

0120-299-360

ドコモショップ鹿嶋宮中店

〒314-0031

茨城県鹿嶋市宮中 306-1

0120-138-177

ドコモショップ小田急町田駅前店

〒194-0021

東京都町田市中町 1-2-1 洋伸町田ビル 1・2F

042-710-8251

ドコモショップ昭島モリタウン店

〒196-0014

東京都昭島市田中町 562-1 モリタウン東館 1Ｆ

0120-378-868

ドコモショップ石下店

〒300-2706

茨城県常総市新石下 3936

0297-30-8700

ドコモショップ秩父店

〒369-1871

埼玉県秩父市大字下影森 692-2

0494-21-5520

ドコモショップ中野駅前店

〒164-0001

東京都中野区中野 5-65-5

0120-731-168

ドコモショップ中野南口店

〒164-0001

東京都中野区中野 2-30-8 パールスカイ BG2

03-5342-5711

ドコモショップ潮来店

〒311-2448

茨城県潮来市須賀 2950-3

0120-605-177

ドコモショップ町田忠生店

〒194-0035

東京都町田市忠生 4-9-5

042-789-4751

ドコモショップ土気あすみが丘店

〒267-0061

千葉県千葉市緑区あすみが丘東 3-32-15

043-205-5380

ドコモショップ鉾田店

〒311-1516

茨城県鉾田市新鉾田 2-1-5

0120-166-177

〒811-4184

福岡県宗像市くりえいと 1-5-4

0120-813-336

ドコモショップ浦添西原店

〒901-2104

沖縄県浦添市当山 2-9-7 みえばしビル 1F

0120-525-710

ドコモショップ我如古店

〒901-2143

沖縄県宜野湾市我如古 1 丁目 54-24

0120-502-366

ドコモショップ春日店

〒816-0813

福岡県春日市惣利 5 丁目 1 番地

0120-680-059

ドコモショップ西鉄二日市駅前店

〒818-0056

福岡県筑紫野市二日市北 1-18-6 筑宝ビル 1Ｆ

0120-720-303

ドコモショップ太宰府西店

〒818-0135

福岡県太宰府市向佐野 2-13-27

0120-861-332

ドコモショップ大野城店

〒816-0932

福岡県大野城市瓦田 3 丁目 13-10 ｽﾃｲﾀｽ MⅡ1 階

0120-680-017

ドコモショップ大淀店

〒880-0901

宮崎県宮崎市東大淀 2-3-35

0120-686-817

ドコモショップ朝倉街道店

〒818-0081

福岡県筑紫野市針摺東 3-4-5

0120-684-956

ドコモショップ田主丸店

〒839-1234

福岡県久留米市田主丸町豊城 1895 ｲｵﾝ田主丸内

0120-683-068

ドコモショップ博多南駅前店

〒811-1213

福岡県筑紫郡那珂川町中原 2 丁目 40 番

0120-680-372

ドコモショップ八幡永犬丸店

〒807-0851

福岡県北九州市八幡西区永犬丸 4-6-38

0120-684-166

ドコモショップ本郷店

〒880-0911

宮崎県宮崎市大字田吉城ノ下 5508-1

0120-397-768

スマートセレクト夢彩都

〒850-0035

長崎県長崎市元船町 10-1 夢彩都 1Ｆ

095-832-7720

ドコモショップうずしお黒崎店

〒772-0002

徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜 86-1

088-684-5655

ドコモショップゆめタウン丸亀店

〒763-0055

香川県丸亀市新田町 150 番地

0877-58-1181

ドコモショップゆめタウン高松店

〒761-8072

香川県高松市三条町中所 608-1

0120-327-917

ドコモショップゆめタウン三豊

〒769-1506

香川県三豊市豊中町本山甲 22 ゆめタウン三豊 1F

0120-31-6656

ドコモショップ桂浜通り店

〒781-0250

高知県高知市瀬戸 1－6－43

088-837-5775

ドコモショップ古川店

〒790-0941

愛媛県松山市和泉南 2-13-11

089-969-6678

茨城県つくばみらい市陽光台 4 丁目 101 街区 1 画区 ベルソーネみらい平 1
階

0297-47-2880

九州エリア
ドコモショップくりえいと宗像店

四国エリア

ドコモショップ国分寺店

〒769-0102

香川県高松市国分寺町国分 562－3

0120-168-150

ドコモショップ新居浜川東店

〒792-0887

愛媛県新居浜市高田 1 丁目 3 番 45 号

0120-654-466

ドコモショップ大街道中央店

〒790-0004

愛媛県松山市大街道 1 丁目 6－12

089-932-9334

〒950-0156

新潟県新潟市江南区早苗２丁目５２３－１

0120-800-799

ドコモショップ見附店

〒954-0067

新潟県見附市葛巻町 1662-2

0120-320-257

ドコモショップ五泉店

〒959-1863

新潟県五泉市東本町２丁目３－１８

0120-485-332

ドコモショップ新津店

〒956-0035

新潟県新潟市秋葉区程島２０４６－１

0120-82-3050

ドコモショップ村上店

〒985-0824

新潟県村上市本町字田口 985-12

0120-650-321

ドコモショップ長岡川崎店

〒940-0861

新潟県長岡市川崎町字野口 1282-1

0120-838-766

ドコモショップ新潟店

〒951-8068

新潟市中央区上大川前通７番町 1230-7 ストークビル鏡橋 10F

025-224-1555

新潟エリア
ドコモショップ亀田店

西日本エリア
ドコモショップＪＲ大久保駅前店

〒673-0058

兵庫県明石市大久保町駅前 1-11-4 KM ビル 1F

078-934-9701

ドコモショップアリオ八尾店

〒581-0803

大阪府八尾市光町 2-3 アリオ八尾 3F

072-995-2668

ドコモショップなんば御堂筋店

〒542-0076

大阪府大阪市中央区難波 4-2-4 ヤシマ御堂筋ビル 1・2F

06-6641-8655

ドコモショップ久御山

〒613-0024

京都府久世郡久御山町大字森小字大内 127

075-633-5550

ドコモショップ御影クラッセ店

〒658-0054

兵庫県神戸市東灘区御影中町 3-2-1 御影クラッセ 1Ｆ

078-858-6225

ドコモショップ江坂店

〒564-0051

大阪府吹田市豊津町 9-40 江坂東急ビル B1F

06-6821-5155

ドコモショップ西明石店

〒637-0018

兵庫県明石市西明石北町 1-1-1

078-924-1931

ドコモショップ大阪駅前３ビル店

〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田 1-1-3-100 大阪駅前第 3 ビル 1Ｆ

06-6345-2262

ドコモショップ大東南店

〒574-0034

大阪府大東市朋来 2-5-35 サンメゾンイースト内

072-869-4488

ドコモショップ大日店

〒570-0017

大阪府守口市佐太東町 2-6-1 ジャガータウンウエストビル

06-6780-5955

ドコモショップ堂島地下センター店

〒530-0003

大阪府大阪市北区堂島 1 丁目堂島地下街 6 号堂島地下センター内

06-6344-3066

ドコモショップ二見店

〒674-0094

兵庫県明石市二見町西二見 89-7 兵庫二見ビル 1F101 号

078-944-5545

ドコモショップ日本橋 4 丁目店

〒556-0005

大阪府大阪市浪速区日本橋 4-8-11 SHOWA ビル 1Ｆ

06-6633-8844

ドコモショップ淀屋橋店

〒541-0041

大阪府大阪市中央区北浜 4-1-3 淀屋橋ビル 1F

06-6209-2010

〒735-0021

広島県安芸郡府中町大須 2－1－1 イオンモール広島府中ソレイユ 2 階

0120-510-350

ドコモショップゆめタウン広島店

〒734-0007

広島県広島市南区皆実町 2-8-17 ゆめタウン広島本店 1F

082-250-6234

ドコモショップゆめタウン出雲店

〒693-0063

島根県出雲市大塚町 650-1

0120-62-6167

ドコモショップゆめタウン長府店

〒752-0926

山口県下関市ゆめタウン 1-1 ゆめタウン長府店 1F

083-249-0663

ドコモショップゆめタウン邑久店

〒701-4221

岡山県瀬戸内市邑久町尾張 268 ゆめタウン邑久 1F

0120-567-807

ドコモショップ宇部駅前店

〒759-0208

山口県宇部市西宇部南 3 丁目 5-55

0836-45-4141

ドコモショップ岡山駅西口店

〒700-0024

岡山県岡山市北区駅元町 15－1 リットシティビル 2F

0120-826-868

ドコモショップ海田店

〒736-0043

広島県安芸郡海田町栄町 5－34

0120-68-0239

ドコモショップ宮内店

〒738-0034

広島県廿日市市宮内 1078－1 1F

0120-110-650

ドコモショップ三刀屋店

〒690-2403

島根県雲南市三刀屋町下熊谷 1298

0854-45-9301

ドコモショップ西広島店

〒733-0822

広島県広島市西区庚午中 1-6-27

0120-473210

ドコモショップ西風新都店

〒731-3167

広島県広島市安佐南区大塚西 6-7027

082-849-2900

ドコモショップ大州店

〒732-0802

広島県広島市南区大州 4-9-15 マツダ興産ビル 1Ｆ

0120-680-039

ドコモショップ大竹店

〒739-0623

広島県大竹市小方 1－12－6

0120-020-090

ドコモショップ大内店

〒753-0215

山口県山口市大内矢田 622－1

0120-680-839

ドコモショップ津山林田店

〒708-0822

岡山県津山市林田 102 番地

0868-32-2777

ドコモショップ津島店

〒700-0086

岡山県岡山市北区津島西坂 2 丁目 99-1

0120-777-210

ドコモショップ東川原店

〒703-8255

岡山県岡山市中区東川原 243－1

0120-681-170

ドコモショップ廿日市市役所前店

〒738-0023

広島県廿日市市下平良 1 丁目 4－24

0120-682-568

ドコモショップ八本松店

〒739-0142

広島県東広島市八本松東 7 丁目 7‐23

082-497-3161

ドコモショップ斐川店

〒699-0631

島根県出雲市斐川町直江 5041-8

0853-73-3800

ドコモショップ福山東店

〒721-0942

広島県福山市引野町 5-21-24

0120-687-739

ドコモショップ福山北店

〒720-1131

広島県福山市駅家町万能倉 62－1

0120-683-715

中国エリア
ドコモショップイオンモール広島府中店

長野エリア
ドコモショップ須坂店

〒382-0097

長野県須坂市南横町１６１８－１

026-248-5888

ドコモショップ千曲店

〒387-0012

長野県千曲市桜堂西沖 361-1

026-274-4377

ドコモショップ長野篠ノ井店

〒388-8003

長野県長野市篠ノ井小森字福王寺 490-2

026-299-3333

ドコモショップ長野若槻店

〒381-0042

長野県長野市稲田 1-7-19

026-244-9401

〒381-2217

長野県長野市稲里町中央 1-3-48

026-283-8300

ドコモショップ R136 三島店

〒411-0815

静岡県三島市安久 317-1

0120-136-340

ドコモショップアピタ阿久比店

〒470-2214

愛知県知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉 1-12 アピタ阿久比店 1F

0120-156-048

ドコモショップ金山店

〒456-0002

愛知県名古屋市熱田区金山町 1-7-5 住友生命金山第 2 ビル 1F

0120-777-421

ドコモショップ佐鳴台店

〒432-8061

静岡県浜松市西区入野町 726-3

0120-400-675

ドコモショップ清水店

〒424-0806

静岡県静岡市清水区辻 2-1-31

0120-689-777

ドコモショップ静岡南店

〒422-8041

静岡県静岡市駿河区中田 3-2-5

054-203-6400

〒432-8066

静岡県浜松市西区志都呂町 5147-1

0120-4106-22

〒982-0804

宮城県仙台市太白区鈎取 1-1-2

0120-175-520

ドコモショップ円山店

〒064-0820

北海道札幌市中央区大通西 21 丁目 1-12

011-622-0068

ドコモショップ小樽駅前店

〒047-0032

北海道小樽市稲穂３丁目 7-4 朝日生命ﾋﾞﾙ 1F

0134-31-6868

ドコモショップ新札幌店

〒004-0052

北海道札幌市厚別区厚別中央 2 条 5 丁目 2-30 新札幌ジェムシティ

011-894-3355

ドコモショップ清田店

〒004-0842

北海道札幌市清田区清田 2 条 1 丁目 3-25

011-889-2813

ドコモショップ石山通店

〒064-0923

北海道札幌市中央区南 23 条西 11 丁目 2-3

011-561-8686

ドコモショップ函館若松店

〒040-0063

北海道函館市若松町 26 番 7 号

0138-23-3131

ドコモショップ美しが丘店

〒004-0813

北海道札幌市清田区美しが丘 3 条 5 丁目 9-1 STAGE-Ⅱ

011-889-6630

ドコモショップ美園店

〒062-0003

北海道札幌市豊平区美園 3 条 1 丁目 1-26

011-815-8721

ドコモショップ伏古店

〒007-0865

北海道札幌市東区伏古５条３丁目４－６

011-781-7711

ドコモショップ北 24 条店

〒001-0023

北海道札幌市北区北 23 条西 4 丁目 2-31 ドエル花菱 1F

011-757-6871

〒924-0817

石川県白山市幸明町 270 アピタ松任店 1F

076-274-5511

ドコモショップイオン金沢店

〒920-3126

石川県石川県金沢市福久町 2-58 イオン金沢 1F

076-258-7666

ドコモショップ丸岡店

〒910-0253

福井県坂井市丸岡町一本田中 34 号 58 番地 1

0776-68-1010

ドコモショップ御経塚店

〒921-8801

石川県野々市市御経塚 1-422

076-227-9940

ドコモショップ上飯野店

〒930-0827

富山県富山市上飯野 41-16

076-451-2333

ドコモショップ津幡店

〒929-0341

石川県河北郡津幡町字横浜ヘ 4

076-288-7200

ドコモショップ長野南バイパス店
東海エリア

ドコモショップ浜松志都呂店
東北エリア
ドコモショップ仙台西多賀店
北海道エリア

北陸エリア
ドコモショップアピタ松任店

以上

