
店舗名称 市町村区 住所

ドコモショップ宇都宮上戸祭店 宇都宮市 栃木県宇都宮市上戸祭町230-1 

ドコモショップハーヴェストウォーク小山
店

小山市
栃木県小山市喜沢1475 ハーヴェスト
ウォークパークタウンサウス

ドコモショップ自治医大店 下野市 栃木県下野市祇園1-15-2 

ドコモショップさくら店 さくら市
栃木県さくら市櫻野505 ビッグワンさくら
モール内

ドコモショップ宇都宮北店 宇都宮市 栃木県宇都宮市岩曽町1321-2 

ドコモショップ足利山辺店 足利市 栃木県足利市中川町字中川3668-1 

ドコモショップ佐野店 佐野市 栃木県佐野市浅沼町567-5 

ドコモショップおもちゃのまち店 下都賀郡壬生町 栃木県下都賀郡壬生町幸町3-1-7 

ドコモショップ岡本店（栃木県） 宇都宮市 栃木県宇都宮市下岡本町4552-4 

ドコモショップ西那須野店 那須塩原市 栃木県那須塩原市太夫塚6-232-8-2 

ドコモショップベイシア烏山店 那須烏山市 栃木県那須烏山市城東1880 

ドコモショップ大平店 栃木市 栃木県栃木市大平町西野田230-1 

ドコモショップ二宮店 真岡市 栃木県真岡市久下田西4-159 

ドコモショップ日光店 日光市 栃木県日光市今市1063-1 

ドコモショップ宇都宮西川田店 宇都宮市 栃木県宇都宮市西川田町66 

ドコモショップ宇都宮駒生店 宇都宮市 栃木県宇都宮市駒生町731 

ドコモショップ宇都宮駅東口店 宇都宮市 栃木県宇都宮市東宿郷3-1-3 

ドコモショップ宇都宮馬場町店 宇都宮市
栃木県宇都宮市馬場通り1-1-1 シティタ
ワー宇都宮

ドコモショップ宇都宮インターパークビ
レッジ店

宇都宮市 栃木県宇都宮市インターパーク4-1-3 

ドコモショップかましんゆいの杜店 宇都宮市 栃木県宇都宮市ゆいの杜1-2-21 

ドコモショップ宇都宮鶴田店 宇都宮市 栃木県宇都宮市鶴田町221-1 

ドコモショップ佐野西店 佐野市 栃木県佐野市大橋町3177-1 

ドコモショップ小山南店 小山市 栃木県小山市西城南5-48-1 



ドコモショップ栃木バイパス店 栃木市 栃木県栃木市箱森町13-3 

ドコモショップ足利店 足利市 栃木県足利市岩井町790 

ドコモショップとちぎ店 栃木市 栃木県栃木市本町1-37 

ドコモショップ鹿沼店 鹿沼市 栃木県鹿沼市西茂呂2-1-7 

ドコモショップ那須塩原店 那須塩原市 栃木県那須塩原市清住町95-1 

ドコモショップ宇都宮平出店 宇都宮市
栃木県宇都宮市平出工業団地48-7 ドコモ
宇都宮平出ビル

ドコモショップ小山東店 小山市 栃木県小山市東城南1-28-5 

ドコモショップ真岡店 真岡市 栃木県真岡市大谷本町1-2 

ドコモショップ大田原店 大田原市
栃木県大田原市本町1-2705-11 ＯＫスクエ
ア

ドコモショップ矢板店 矢板市 栃木県矢板市中416-6 

auショップ宇都宮北 宇都宮市 栃木県宇都宮市下川俣町２０６－６５

auショップ宇都宮西川田 宇都宮市 栃木県宇都宮市西川田７－４－１８

auショップ宇都宮駒生 宇都宮市 栃木県宇都宮市駒生町３３６４－２

auショップインターパークビレッジ 宇都宮市
栃木県宇都宮市インターパーク４－１－３
インターパークショッピングビレッジ内

auショップ宇都宮ＦＫＤ 宇都宮市
栃木県宇都宮市今泉町２３７ＦＫＤ宇都宮
３Ｆ

auショップベルモール宇都宮 宇都宮市
栃木県宇都宮市陽東６丁目２－１ベルモー
ル宇都宮２Ｆ

auショップ宇都宮テクノポリス 宇都宮市
栃木県宇都宮市ゆいの杜６丁目１８番２３
号

auショップ足利北 足利市 栃木県足利市助戸東山町９１３－１

auショップ足利コムファースト 足利市 栃木県足利市朝倉町２４５番地５

auショップ栃木 栃木市 栃木県栃木市箱森町４６－２４

auショップ佐野浅沼 佐野市 栃木県佐野市浅沼町４７２－１

auショップ佐野 佐野市 栃木県佐野市堀米町２５８７－１

auショップ鹿沼 鹿沼市 栃木県鹿沼市晃望台２２－１

auショップ日光 日光市 栃木県日光市今市９７７－１



auショップ小山中央 小山市 栃木県小山市城山町２丁目３－１

auショップ小山城南 小山市 栃木県小山市西城南３丁目１８－９

auショップ小山羽川 小山市 栃木県小山市羽川５１７－３

auショップ真岡西 真岡市 栃木県真岡市上高間木３－９－３

auショップ黒磯 那須塩原市 栃木県那須塩原市豊浦北町６９－６０

auショップ大田原 那須塩原市 栃木県那須塩原市緑１丁目８番地６１

auショップ氏家 さくら市 栃木県さくら市卯の里２－２６－５

au Style イオンモール佐野新都市 佐野市
栃木県佐野市高萩町１３２４－１イオン
モール佐野新都市１Ｆ

UQスポットインターパークビレッジ 宇都宮市
栃木県宇都宮市インターパーク４－１－３
インターパークビレッジ内

UQスポットベルモール宇都宮 宇都宮市
栃木県宇都宮市陽東６－２－１ベルモール
２階

UQスポットイオンモール小山 小山市
栃木県小山市大字中久喜１４６７－１イオ
ンモール小山２Ｆ

UQスポットカインズ大平 栃木市
栃木県栃木市大平町下皆川２１１６番地１
カインズ大平本館内

ソフトバンク足利 足利市 栃木県 足利市 山川町 ６４８‐１

ソフトバンク足利コムファースト 足利市
栃木県 足利市 朝倉町 ２４５番地５コム
ファーストショッピングセンター専門店街

ソフトバンクイオン今市 日光市
栃木県 日光市 豊田 ７９‐１ イオン今市
店内

ソフトバンクインターパーク宇都宮 宇都宮市
栃木県 宇都宮市 インターパーク２丁目 １
４番地１０

ソフトバンク氏家 さくら市
栃木県 さくら市 卯の里２丁目 ２６‐３ 
卯の里貸店舗１号室

ソフトバンクＴＳＵＴＡＹＡ宇都宮竹林 宇都宮市 栃木県 宇都宮市 竹林町 ５４９‐１

ソフトバンク宇都宮鶴田 宇都宮市 栃木県 宇都宮市 鶴田１丁目 ９番７号

ソフトバンク宇都宮テクノポリス 宇都宮市 栃木県 宇都宮市 ゆいの杜５丁目 ８‐１２

ソフトバンク宇都宮西川田 宇都宮市 栃木県 宇都宮市 西川田町 ８５０‐１

ソフトバンク宇都宮東 宇都宮市 栃木県 宇都宮市 元今泉３丁目 １０‐２５

ソフトバンク宇都宮宮環細谷 宇都宮市 栃木県 宇都宮市 細谷町 ７３３‐１

ソフトバンク大田原浅香 大田原市 栃木県 大田原市 浅香１丁目 ４‐２４



ソフトバンク小山 小山市 栃木県 小山市 城北６丁目 ４番地３

ソフトバンク小山城南 小山市 栃木県 小山市 東城南１丁目 ３１‐８

ソフトバンク鹿沼 鹿沼市 栃木県 鹿沼市 西茂呂１丁目 ４‐１

ソフトバンク黒磯厚崎 那須塩原市 栃木県 那須塩原市 上厚崎 ３６８‐８

ソフトバンク小金井駅東 下野市 栃木県 下野市 駅東４丁目 ５番２２

ソフトバンク佐野堀米 佐野市 栃木県 佐野市 堀米町 １６０８‐２

ソフトバンクサンテラス佐野 佐野市 栃木県 佐野市 高萩町 ５０９‐３

ソフトバンク栃木 栃木市 栃木県 栃木市 大町 ２９‐２２

ソフトバンクベルモール宇都宮 宇都宮市
栃木県 宇都宮市 陽東６丁目 ２‐１ ベル
モール２Ｆ

ソフトバンク真岡 真岡市 栃木県 真岡市 下高間木１丁目 １３‐３

ソフトバンク矢板 矢板市 栃木県 矢板市 末広町 ４１‐１１

ソフトバンクヨークタウン大平 栃木市
栃木県 栃木市 大平町下皆川 ２１００番地
１

ワイモバイルアシコタウンあしかが 足利市 栃木県足利市大月町３番２

ワイモバイルイオンタウン真岡 真岡市 栃木県真岡市台町2668

ワイモバイル宇都宮インターパークビレッ
ジ

宇都宮市
栃木県宇都宮市インターパーク４丁目１‐
３

ワイモバイルヨドバシカメラマルチメディ
ア宇都宮

宇都宮市
栃木県宇都宮市駅前通り１丁目４ー６ 宇
都宮西口ビル

ワイモバイルベルモール宇都宮 宇都宮市
栃木県宇都宮市陽東６丁目２‐１ ベル
モール宇都宮２階


