カメラのキタムラ BIGLOBE SIM取扱店舗一覧
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住所

連絡先

北海道

カメラのキタムラ 札幌/羊ケ丘通り店

●

062-0034 北海道札幌市豊平区西岡４条３－６－３１

011-854-9171

青森県

カメラのキタムラ 弘前/高田店

●

036-8084 青森県弘前市大字高田３－１－３

0172-26-1681

秋田県

カメラのキタムラ 秋田/イオンタウン茨島店

●

010-0065 秋田県秋田市茨島４丁目３番２１号

018-866-2920

秋田県

カメラのキタムラ 秋田/将軍野店

●

011-0936 秋田県秋田市将軍野南３丁目７－７

018-847-5293

岩手県

カメラのキタムラ 盛岡/南店

●

●

020-0835 岩手県盛岡市津志田南１－１－３０

019-637-5377

宮城県

カメラのキタムラ 仙台/泉店

●

●

981-3116 宮城県仙台市泉区高玉町４－９

022-375-1511

福島県

カメラのキタムラ 福島/福島店

●

960-8055 福島県福島市野田町２－４－３

024-528-2426

山形県

カメラのキタムラ 山形/馬見ヶ崎店

●

990-0810 山形県山形市馬見ケ崎２－６－２１

023-681-3133

新潟県

カメラのキタムラ 新潟/とやの店

●

950-0981 新潟県新潟市中央区堀之内４２－１

025-245-2171

長野県

カメラのキタムラ 松本/渚店

●

390-0841 長野県松本市渚３－１０－１８

0263-28-1377

東京都

カメラのキタムラ 東京/セブンタウン小豆沢店

●

174-0051 東京都板橋区小豆沢３－９－５セブンタウン小豆沢内

03-5916-1061

東京都

カメラのキタムラ 東京/日本橋店

●

103-0022 東京都中央区日本橋室町４－２－１０

03-3270-1051

東京都

カメラのキタムラ 東京/玉川高島屋店

●

158-0094 東京都世田谷区玉川３－１７－１玉川高島屋ＳＣ南館５Ｆ

03-3709-3273

東京都

カメラのキタムラ 東京/羽村店

●

205-0002 東京都羽村市栄町１丁目１２－１

042-578-3421

東京都

カメラのキタムラ 東京/渋谷店

●

150-0043 東京都渋谷区道玄坂２－２５－９

03-3463-2505

東京都

カメラのキタムラ 東京/ウイングキッチン京急蒲田店

●

144-0052 東京都大田区蒲田４－５０－１１ウィングキッチン京急蒲田２Ｆ

03-3734-5535

神奈川県 カメラのキタムラ 横浜/瀬谷店

●

246-0037 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸２－５－１

045-306-0131

神奈川県 カメラのキタムラ 伊勢原/伊勢原店

●

259-1132 神奈川県伊勢原市桜台１丁目２－２０

0463-96-1771

神奈川県 カメラのキタムラ 平塚/平塚店

●

254-0053 神奈川県平塚市桜ヶ丘２－９

0463-30-0668

神奈川県 カメラのキタムラ 茅ヶ崎/高田店

●

253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田４－２４－２２

0467-51-7777

神奈川県 カメラのキタムラ 藤沢/湘南台店

●

252-0804 神奈川県藤沢市湘南台３－１８－１

0466-41-3422

●

●

●

●

千葉県

カメラのキタムラ 柏/柏高島屋ステーションモール店

●

277-8550 千葉県柏市末広町１－１柏高島屋ステーションモール１階

04-7148-2023

千葉県

カメラのキタムラ 成田/成田店

●

286-0013 千葉県成田市美郷台１丁目１１－３

0476-22-9360

千葉県

カメラのキタムラ 市川/北国分店

●

272-0837 千葉県市川市堀之内３丁目２５番地６号

047-373-8886

千葉県

カメラのキタムラ 浦安/ＭＯＮＡ新浦安店

●

279-0012 千葉県浦安市入船１－５－１ＭＯＮＡ新浦安１階

047-381-2733

●
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千葉県

カメラのキタムラ 千葉/市原店

●

290-0051 千葉県市原市君塚３－４－１３

0436-23-7333

千葉県

カメラのキタムラ 千葉/おゆみ野店

●

266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南６－８－６

043-292-1075

埼玉県

カメラのキタムラ 熊谷/熊谷店

●

360-0015 埼玉県熊谷市肥塚１丁目６－４８

048-524-6622

埼玉県

カメラのキタムラ 鶴ヶ島/鶴ヶ島店

●

350-2204 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘４０１－１

049-271-7166

埼玉県

カメラのキタムラ 埼玉/坂戸店

●

350-0223 埼玉県坂戸市八幡１丁目１８－１

049-282-1004

埼玉県

カメラのキタムラ 春日部/ユリノキ通り店

●

344-0066 埼玉県春日部市豊町５－７－２１

048-755-4311

埼玉県

カメラのキタムラ 川口/アリオ川口店

●

332-0033 埼玉県川口市並木元町１－７９アリオ川口３Ｆ

048-241-7253

埼玉県

カメラのキタムラ さいたま/浦和仲町店

●

330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町１－２－９

048-824-2640

埼玉県

カメラのキタムラ 大井/ふじみ野店

●

356-0050 埼玉県ふじみ野市ふじみ野１－１－１

049-266-7881

埼玉県

カメラのキタムラ 川越/川越マイン店

●

350-1122 埼玉県川越市脇田町１０３番地ショッピングセンター川越マイン３Ｆ

049-222-5079

群馬県

カメラのキタムラ 太田/太田店

●

373-0817 群馬県太田市飯塚町１４３９－１

0276-48-5833

茨城県

カメラのキタムラ 水戸/姫子店

●

●

311-4151 茨城県水戸市姫子１丁目８００－８

029-253-6505

茨城県

カメラのキタムラ 水戸/下市店

●

●

310-0817 茨城県水戸市柳町２丁目３－１５

029-231-7761

茨城県

カメラのキタムラ 牛久/中央店

●

300-1234 茨城県牛久市中央３－８－２

029-872-8550

栃木県

カメラのキタムラ 小山/小山店

●

323-0820 栃木県小山市西城南４－４－３

0285-28-6903

栃木県

カメラのキタムラ 宇都宮/ＦＫＤ宇都宮店

●

321-0962 栃木県宇都宮市今泉町２３７ＦＫＤショッピングプラザ宇都宮店３Ｆ

028-627-3119

静岡県

カメラのキタムラ 静岡/石田店

●

422-8041 静岡県静岡市駿河区中田４丁目２番１５号

054-288-2211

静岡県

カメラのキタムラ 静岡/草薙店

●

424-0888 静岡県静岡市清水区中之郷１－１１－１

054-347-6880

静岡県

カメラのキタムラ 藤枝/田沼店

●

426-0061 静岡県藤枝市田沼２丁目１８－３９

054-636-8211

静岡県

カメラのキタムラ 浜松/柳通り店

●

430-0801 静岡県浜松市東区神立町１３８－１

053-465-3151

静岡県

カメラのキタムラ 磐田/今之浦店

●

438-0071 静岡県磐田市今之浦３－１１－１

0538-33-2325

愛知県

カメラのキタムラ 豊橋/牧野店

●

441-8112 愛知県豊橋市牧野町字牧野２６－１０２

0532-37-7882

愛知県

カメラのキタムラ 岡崎/伊賀店

●

444-0075 愛知県岡崎市伊賀町７丁目１０番地

0564-26-5053

愛知県

カメラのキタムラ 豊川/諏訪店

●

442-0068 愛知県豊川市諏訪２丁目２８５番地

0533-84-4437

愛知県

カメラのキタムラ 西尾/シャオ店

●

445-0891 愛知県西尾市下町御城下５－１

0563-57-8565

●

カメラのキタムラ BIGLOBE SIM取扱店舗一覧
2017年8月4日現在

エリア

店名

無料設定
即日開通
サポート

愛知県

カメラのキタムラ 名古屋/緑・上旭店

●

三重県

カメラのキタムラ 四日市/西浦店

●

三重県

カメラのキタムラ 津/阿漕店

●

岐阜県

カメラのキタムラ 高山/桐生店

●

岐阜県

カメラのキタムラ 岐阜/加納店

●

●

富山県

カメラのキタムラ 富山/掛尾店

●

●

石川県

カメラのキタムラ 金沢/浅野本町店

●

福井県

カメラのキタムラ 福井/バイパス南店

●

京都部

カメラのキタムラ 宇治/大久保店

奈良県

郵便番号

住所

連絡先

458-0016 愛知県名古屋市緑区上旭１丁目１５１０番地

052-896-8878

510-0071 三重県四日市市西浦１丁目３番地７号

059-354-2005

514-0834 三重県津市大倉６－１２

059-223-1663

506-0004 岐阜県高山市桐生町３丁目２１３－１

0577-35-5066

500-8469 岐阜県岐阜市加納竜興町１丁目２１番地

058-275-9611

939-8215 富山県富山市掛尾栄町１番地の４

076-424-7040

920-0841 石川県金沢市浅野本町口１７７－１

076-251-1008

918-8114 福井県福井市羽水２丁目７２６番地

0776-34-0200

●

611-0031 京都府宇治市広野町西裏５０－９

0774-45-2563

カメラのキタムラ 奈良/南店

●

630-8454 奈良県奈良市杏町１５３

0742-61-9000

大阪府

カメラのキタムラ 大阪/なんばCITY店

●

●

542-0076 大阪府大阪市中央区難波５丁目１ー６０なんばＣＩＴＹ南館Ｂ１

06-6644-2626

大阪府

カメラのキタムラ 豊中/豊中店

●

●

560-0005 大阪府豊中市西緑丘３丁目１０－７

06-6855-6645

大阪府

カメラのキタムラ 岸和田/岸和田店

●

596-0826 大阪府岸和田市作才町１１２３

072-433-3710

香川県

カメラのキタムラ 高松/高松南店

●

761-8056 香川県高松市上天神町１８８－１

087-867-3322

徳島県

カメラのキタムラ 徳島/沖浜バイパス店

●

770-8052 徳島県徳島市沖浜３丁目１２番１３号

088-626-0001

徳島県

カメラのキタムラ 徳島/クレメントプラザ店

●

770-0831 徳島県徳島市寺島本町西１－６１徳島クレメントプラザ

088-656-3140

高知県

カメラのキタムラ 高知/堺町店

●

780-0834 高知県高知市堺町１－２２

088-822-1641

高知県

カメラのキタムラ 高知/土佐道路店

●

780-8061 高知県高知市朝倉甲１７３－１

088-849-3321

岡山県

カメラのキタムラ 岡山/下中野店

●

700-0945 岡山県岡山市南区新保字観音堂８９２番１キタムラＰＣデポ岡山本店内

086-805-0571

岡山県

カメラのキタムラ 倉敷/沖新店

●

710-0837 岡山県倉敷市沖新町４０－３

086-427-5885

広島県

カメラのキタムラ 福山/ココローズ店

●

720-0804 広島県福山市緑町２－１－９

084-932-3041

広島県

カメラのキタムラ 広島/祇園店

●

731-0113 広島県広島市安佐南区西原５丁目５－２

082-874-2226

山口県

カメラのキタムラ 山口/バイパス吉敷店

●

753-0813 山口県山口市吉敷中東４－２－２１

083-921-2828

福岡県

カメラのキタムラ 福岡/天神店

●

810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－８－２２

092-733-4004

福岡県

カメラのキタムラ 福岡/原店

●

814-0022 福岡県福岡市早良区原１丁目３０－２８

092-845-1300

●

●

●

●

●

●

●
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福岡県

カメラのキタムラ 太宰府/太宰府店

●

福岡県

カメラのキタムラ 久留米/上津店

●

福岡県

カメラのキタムラ 八幡/折尾店

●

大分県

カメラのキタムラ 大分/光吉店

●

佐賀県

カメラのキタムラ 佐賀/南部バイパス店

●

熊本県

カメラのキタムラ 熊本/くまなん店

長崎県

カメラのキタムラ 佐世保/四ケ町店

鹿児島県 カメラのキタムラ 鹿児島/中山バイパス店

郵便番号

住所

連絡先

818-0103 福岡県太宰府市朱雀６ー１ー３５

092-921-3100

830-0055 福岡県久留米市上津１丁目１０番１号

0942-22-6161

807-0874 福岡県北九州市八幡西区大浦１丁目１番８号

093-693-8611

870-1132 大分県大分市大字光吉６１０

097-569-4444

840-0027 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄１９７－１

0952-25-2213

●

860-0834 熊本県熊本市南区江越１－１－１

096-379-8822

●

857-0875 長崎県佐世保市下京町７－１８

0956-22-7799

●

891-0113 鹿児島県鹿児島市東谷山６丁目３７－２０

099-260-4555

900-0004 沖縄県那覇市銘苅２丁目１番１号

098-861-9122

904-0116 沖縄県中頭郡北谷町北谷２－７－３

098-936-1700

沖縄県

カメラのキタムラ 那覇/新都心店

●

沖縄県

カメラのキタムラ 沖縄/北谷店

●

●

●

●

