ポインコマーケットの取扱い店舗一覧
※2018/12/1時点の情報です。
※店休日・営業時間など詳細につきましては、各店舗にご確認ください。
都道府県

北海道

東北

関東

店舗名

郵便番号

住所

北海道

ドコモショップ札幌店

060-0061 札幌市中央区南一条西１－４ 大成札幌ビル1階

北海道

ドコモショップ苗穂店

007-0802 札幌市東区東苗穂2条３－５－３５

北海道

ドコモショップ滝川店

073-0024 滝川市東町２－４４－８

北海道

ドコモショップ帯広大通南28丁目店

080-0010 帯広市大通南２８－１－２

北海道

ドコモショップオホーツク店

090-0834 北見市とん田西町２２６－２ ドコモショップオホーツクビル1階

北海道

ドコモショップ美原店

041-0806 函館市美原３－８－８

青森県

ドコモショップ三沢店

033-0032 三沢市緑町３－３－１０

岩手県

ドコモショップ奥州みずさわ店

023-0003 奥州市水沢区佐倉河字後樋２９－１

宮城県

ドコモショップ富谷店

981-3328 富谷市上桜木１－１－１１

宮城県

ドコモショップ宮城の萩大通り店

984-0823 仙台市若林区遠見塚２－２－２１

秋田県

ドコモショップ湯沢店

012-0845 湯沢市材木町２－１－１５

山形県

ドコモショップ山形北店

990-0886 山形市嶋南１－１３－７

福島県

ドコモショップいわきなこそ店

974-8212 いわき市東田町２－１６－１０

福島県

ドコモショップ会津インター店

965-0005 会津若松市一箕町大字亀賀字川西１１９－１

茨城県

ドコモショップ竜ヶ崎店

301-0001 龍ケ崎市久保台２－１－２５

茨城県

ドコモショップシーサイドひたちなか店

312-0005 ひたちなか市新光町３９－２

栃木県

ドコモショップ宇都宮鶴田店

320-0851 宇都宮市鶴田町２２１－１

栃木県

ドコモショップかましん清原テクノ店

321-3226 宇都宮市ゆいの杜１－２－２１

群馬県

ドコモショップ藤岡店

375-0004 藤岡市森字台４５２－７

群馬県

ドコモショップベイシア前橋モール店

371-0007 前橋市上泉町６８１－３

群馬県

ドコモショップジョイフル本田新田店

370-0314 太田市新田市野井町５５６－１ ジョイフル本田新田店内

埼玉県

ドコモショップ本川越駅前店

350-0043 川越市新富町２－２－３

埼玉県

ドコモショップ春日部店

344-0061 春日部市粕壁１－４－３０ 丸八ビル

埼玉県

ドコモショップ川口店

332-0017 川口市栄町３－２－１ KIKビル1階

千葉県

ドコモショップ柏二番街店

277-0005 柏市柏１－７－１ DayOneタワー2階

千葉県

ドコモショップ山武成東店

289-1345 山武市津辺１０７

千葉県

ドコモショップ海浜幕張店

261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野１－６－２ 公園通りビル 1階

千葉県

ドコモショップセンシティ千葉店

260-0028 千葉市中央区新町１０００ センシティタワー1階

東京都

ドコモショップ丸の内店

100-0006 千代田区有楽町１－１２－１ 新有楽町ビル1階

東京都

ドコモショップ秋葉原UDX店

101-0021 千代田区外神田４－１４－１ 秋葉原UDXビル1階

東京都

ドコモショップ品川店

108-0075 港区港南１－８－２７ 日新ビル1階

東京都

ドコモショップ渋谷宮益坂店

150-0002 渋谷区渋谷２－１９－１９ ワコー宮益坂ビル1階

東京都

ドコモショップ池尻大橋店

153-0044 目黒区大橋２－２３－１ 西渋谷ハイウェービル1階

東京都

ドコモショップ新宿西口店

160-0023 新宿区西新宿１－１４－１１ Daiwa 西新宿ビル1階

東京都

ドコモショップ池袋西口店

171-0014 豊島区池袋２－１３－１ 池袋岸野ビル1階

東京都

ドコモショップ綾瀬駅前店

120-0005 足立区綾瀬４－８－２１ 柏芳ビル壱号館2階

東京都

ドコモショップ北千住店

120-0034 足立区千住３－９８ 千住ミルディスII番館1階

東京都

ドコモショップ成増駅前店

175-0094 板橋区成増２－１４－２

東京都

ドコモショップ東久留米店

203-0032 東久留米市前沢１－４－４８

東京都

ドコモショップ福生店

197-0023 福生市志茂２０８－３

東京都

ドコモショップキラリナ京王吉祥寺店

180-0003 武蔵野市吉祥寺南町２－１－２５ キラリナ京王吉祥寺6階

ポインコマーケットの取扱い店舗一覧
※2018/12/1時点の情報です。
※店休日・営業時間など詳細につきましては、各店舗にご確認ください。
都道府県
東京都

関東

中部

近畿

店舗名

郵便番号

住所

ドコモショップ立川店

190-0012 立川市曙町１－３１－２ 遠藤創進ビル1階

神奈川県

ドコモショップ溝の口店

213-0001 川崎市高津区溝口３－１－１０ MTTビル1階

神奈川県

ドコモショップ茅ヶ崎店

253-0041 茅ヶ崎市茅ケ崎１－２－４３ サーパス茅ヶ崎第二1階

神奈川県

ドコモショップ本厚木店

243-0018 厚木市中町３－２－６ 厚木Tビル1階

神奈川県

ドコモショップ日吉東急店

223-0061 横浜市港北区日吉２－１－１ 日吉東急本館3階

神奈川県

ドコモショップ横浜そごう店

220-0011 横浜市西区高島２－１８－１ 横浜そごう9階

神奈川県

ドコモショップ武蔵小杉東急スクエア店

211-0063 川崎市中原区小杉町３－４７２ 武蔵小杉東急スクエア3階

新潟県

ドコモショップラブラ万代店

950-0088 新潟市中央区万代１－５－１ ラブラ万代3階

新潟県

ドコモショップ亀貝インター店

950-2033 新潟市西区亀貝３２１０

新潟県

ドコモショップ新発田店

957-0062 新発田市富塚町３－３－１２

新潟県

ドコモショップ燕三条店

959-1232 燕市井土巻３－１２７

富山県

ドコモショップ婦中店

939-2713 富山市婦中町上轡田１３７－１

石川県

ドコモショップアピタ松任店

924-0817 白山市幸明町２７０ アピタ松任店1階

福井県

ドコモショップ大和田中央市場前店

910-0837 福井市高柳１－９１５

山梨県

ドコモショップ富士吉田店

403-0005 富士吉田市上吉田字大溝上３３５１

長野県

ドコモショップ松本店

390-0834 松本市高宮中３－７

岐阜県

ドコモショップ各務原店

504-0832 各務原市蘇原花園町２－３８ イオンタウン各務原内

岐阜県

ドコモショップ美濃加茂店

505-0036 美濃加茂市山手町１－８０

静岡県

ドコモショップ浜北店

434-0031 浜松市浜北区小林４０６

静岡県

ドコモショップ三方原店

433-8112 浜松市北区初生町８０５－１

静岡県

ドコモショップ沼津リコー通り店

410-0054 沼津市北高島町７－３

愛知県

ドコモショップ千音寺アズパーク店

454-0972 名古屋市中川区新家１－２４２１

愛知県

ドコモショップ豊橋店

440-0853 豊橋市佐藤２－７－１４

愛知県

ドコモショップ津島店

496-0027 津島市大字津島字北新開３７９

愛知県

ドコモショップ モゾ ワンダーシティ店

452-0817 名古屋市西区二方町４０ モゾワンダーシティ4階

大阪府

ドコモショップ本町店

541-0053 大阪市中央区本町３－５－７ 御堂筋本町ビル1階

大阪府

ドコモショップグランフロント大阪店

530-0011 大阪市北区大深町３－１ グランフロント大阪ナレッジキャピタル2階

大阪府

ドコモショップあべちか店

543-0056 大阪市天王寺区堀越町アベノ地下街７ あべちか(アベノ地下街)

大阪府

ドコモショップ熊取店

590-0412 泉南郡熊取町紺屋２－２６－５

大阪府

ドコモショップ岸和田26号線店

596-0049 岸和田市八阪町１－１１－２０

大阪府

ドコモショップ千里中央店

560-0082 豊中市新千里東町１－３ せんちゅうパル2階

京都府

ドコモショップ四条河原町店

604-8027 京都市中京区河原町通四条上ル塩屋町３３６

京都府

ドコモショップ北野白梅町店

603-8324 京都市北区北野紅梅町８８

兵庫県

ドコモショップ阪急西宮ガーデンズ店

663-8204 西宮市高松町１４－２ 阪急西宮ガーデンズ5階

兵庫県

ドコモショップ三宮さんプラザ店

650-0021 神戸市中央区三宮町１－８－２ さんプラザ1階

兵庫県

ドコモショップ姫路みゆき通り店

670-0927 姫路市駅前町２６５ 姫路KTビル1階

奈良県

ドコモショップ大和郡山店

639-1121 大和郡山市杉町２６１－２

三重県

ドコモショップミタス伊勢店

516-0008 伊勢市船江１－１０－１５

三重県

ドコモショップ菰野店

510-1232 三重郡菰野町大字宿野３５７ イオンタウン菰野内

和歌山県

ドコモショップ延時店

640-8431 和歌山市向２２０－１

ポインコマーケットの取扱い店舗一覧
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都道府県

中国

四国

九州・沖縄

店舗名

郵便番号

住所

鳥取県

ドコモショップ鳥取湖山店

680-0931 鳥取市岩吉１９９－１

島根県

ドコモショップゆめタウン出雲店

693-0063 出雲市大塚町６５０－１ ゆめタウン出雲東館2階

岡山県

ドコモショップ倉敷インター店

710-0005 倉敷市西岡１１７３－４

岡山県

ドコモショップ岡山南店

700-0956 岡山市南区当新田７４－１

広島県

ドコモショップイオンモール広島府中店

735-0021 安芸郡府中町大須２－１－１－２０４６ イオンモール広島府中店2階

広島県

ドコモショップ蔵王店

721-0973 福山市南蔵王町５－１－２１

広島県

ドコモショップ松永店

729-0111 福山市今津町５－２－５

山口県

ドコモショップフジグラン宇部店

755-0008 宇部市明神町３－１－１ フジグラン宇部グランフジ1階

徳島県

ドコモショップ田宮街道店

770-0804 徳島市中吉野町４－１０

香川県

ドコモショップ屋島店

761-0113 高松市屋島西町１８７９－１

香川県

ドコモショップ土器店

763-0082 丸亀市土器町東６－４３９

愛媛県

ドコモショップフライブルク店

790-0062 松山市南江戸３－５－２０

愛媛県

ドコモショップ久米店

791-1102 松山市来住町１１０９－１

高知県

ドコモショップ野市店

781-5235 香南市野市町下井６１７－１

福岡県

ドコモショップ天神中央店

810-0001 福岡市中央区天神２－４－３８ NTT-KFビル1階

福岡県

ドコモショップくりえいと宗像店

811-4184 宗像市くりえいと１－４－１

福岡県

ドコモショップ博多バスターミナル店

812-0012 福岡市博多区博多駅中央街２－１ 博多バスターミナル4階

福岡県

ドコモショップ福重店

819-0022 福岡市西区福重４－３－１９

福岡県

ドコモショップ徳力店

802-0971 北九州市小倉南区守恒本町２－５－２０ ルピナス守恒1階

福岡県

ドコモショップ小倉魚町店

802-0006 北九州市小倉北区魚町１－１－１５ 巴ビル1階

佐賀県

ドコモショップフレスポ鳥栖店

841-0026 鳥栖市本鳥栖町５３７－１

長崎県

ドコモショップ浜町アーケード店

850-0853 長崎市浜町７－８

長崎県

ドコモショップ佐世保京町店

857-0872 佐世保市上京町１－３

大分県

ドコモショップパークプレイス大分店

870-0174 大分市公園通り西２－１

宮崎県

ドコモショップフェニックスガーデンうきのじょう店

880-0844 宮崎市柳丸町１５０ フェニックスガーデンうきのじょう内

熊本県

ドコモショップ東バイパス店

862-0926 熊本市東区保田窪３－６－３１

熊本県

ドコモショップ新市街店

860-0803 熊本市中央区新市街４－６ 古城ビル1階

鹿児島県

ドコモショップ鹿児島城西店

890-0026 鹿児島市原良１－７－５

鹿児島県

ドコモショップ南鹿児島店

890-0073 鹿児島市宇宿２－２５－１３

ドコモショップモバイルタウン小禄店

901-0154 那覇市赤嶺１－１－１ ラ・ウニオンビル1階

沖縄県

