
店舗名称 郵便番号 都道府県 市町村区 住所 営業時間 定休日

ドコモショップ日和佐店 7792305 徳島県 海部郡美波町 徳島県海部郡美波町奥河内字寺前467-1 1000～1900 第３水曜

ドコモショップ阿波市店 7711610 徳島県 阿波市 徳島県阿波市市場町香美字西野神181-1 1000～1900 第２木曜

ドコモショップうずしお黒崎店 7720002 徳島県 鳴門市 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜86-1 0900～1800 第３木曜

ドコモショップ末広店 7700863 徳島県 徳島市 徳島県徳島市安宅2-6-76 1000～1800 毎週木曜

ドコモショップ鳴門大津店 7720032 徳島県 鳴門市 徳島県鳴門市大津町吉永236-3 1000～1900 第３水曜

ドコモショップゆめタウン徳島店 7711202 徳島県 板野郡藍住町 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88-1 ゆめタウン徳島店 1000～2100 無休

ドコモショップフジグラン北島店 7710204 徳島県 板野郡北島町 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須174 フジグラン北島 1000～2000

ドコモショップ山城店 7708054 徳島県 徳島市 徳島県徳島市山城西4-5 1000～1900 毎週火曜

ドコモショップ国府店（徳島県） 7793125 徳島県 徳島市 徳島県徳島市国府町早淵6-1 1000～1800 毎週木曜

ドコモショップ田宮街道店 7700804 徳島県 徳島市 徳島県徳島市中吉野町4-10 1000～1900 第３火曜

ドコモショップ新浜店 7708008 徳島県 徳島市 徳島県徳島市西新浜町2-5-21-1 1000～1900 第２水曜

ドコモショップ鴨島店 7760013 徳島県 吉野川市 徳島県吉野川市鴨島町上下島字野神ノ元112-1 1000～1900 第２火曜

ドコモショップ脇町店 7793601 徳島県 美馬市 徳島県美馬市脇町拝原1992-3 0900～1800 第２木曜・第３木曜

ドコモショップ藍住店 7711221 徳島県 板野郡藍住町 徳島県板野郡藍住町東中富字長江傍示87-1 1000～1830 第２火曜

ドコモショップ川内店（徳島県） 7710142 徳島県 徳島市 徳島県徳島市川内町沖島124-1 1000～1900 第２火曜

ドコモショップ小松島店 7730002 徳島県 小松島市 徳島県小松島市神田瀬町12-14 1000～1900 第３火曜

ドコモショップ石井店 7793223 徳島県 名西郡石井町 徳島県名西郡石井町高川原字高川原2413-1 1000～1900 第３火曜

ドコモショップみよし店 7794701 徳島県 三好郡東みよし町 徳島県三好郡東みよし町加茂1743 1000～1900 第３水曜

ドコモショップ阿南店 7740013 徳島県 阿南市 徳島県阿南市日開野町谷田484-1 1000～1900 第２火曜

ドコモショップ上板店 7711343 徳島県 板野郡上板町 徳島県板野郡上板町椎本字四宮東411-1 1000～1830 第３火曜

ドコモショップ鳴門店 7720002 徳島県 鳴門市 徳島県鳴門市撫養町斎田字東発35-1 0900～1800 第２火曜・第３火曜

ドコモショップ沖浜店 7708053 徳島県 徳島市 徳島県徳島市沖浜東1-8-1 1000～1830 第２木曜

ドコモショップ島田店（徳島県） 7700053 徳島県 徳島市 徳島県徳島市南島田町3-55 1000～1900 第２木曜・第３木曜

ドコモショップ大工町店 7700903 徳島県 徳島市 徳島県徳島市西大工町4-41-1 0900～1800 毎週火曜

ドコモショップ小松島大林店 7730022 徳島県 小松島市 徳島県小松島市大林町宮ノ本85-1 1000～1900 第２水曜

ドコモショップ山川店 7793404 徳島県 吉野川市 徳島県吉野川市山川町湯立213-1 1000～1900 第２火曜・第３火曜

ドコモショップ応神北環状店 7711155 徳島県 徳島市 徳島県徳島市応神町西貞方字仁徳74-5 1000～2100 無休

auショップ沖浜 徳島県 徳島市 徳島県徳島市南昭和町１丁目３６－４ 10:00-19:00 年末年始

auショップ田宮街道 徳島県 徳島市 徳島県徳島市北田宮２丁目２－５ 10:00-19:00
毎月第2火曜日

※祝日の場合は翌平日休業

auショップ新浜 徳島県 徳島市 徳島県徳島市西新浜町１丁目７５－１ 10:00-19:00 年中無休

auショップ鳴門 徳島県 鳴門市 徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜１９－５２ 10:00-19:00
毎月第2火曜日

※祝日の場合は翌平日休業
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auショップ小松島 徳島県 小松島市 徳島県小松島市日開野町字弥三次１５－１コレクト小松島内 10:00-19:00 年中無休

auショップ阿南 徳島県 阿南市 徳島県阿南市日開野町南居内３２１－１ 10:00-19:00 年中無休

auショップかもじま 徳島県 吉野川市 徳島県吉野川市鴨島町上下島字松元３８９番地１ 10:00-19:00
毎月第2火曜日

※祝日の場合は翌平日休業

auショップ脇町 徳島県 美馬市 徳島県美馬市脇町拝原１５８２ 10:00-19:00
毎月第2水曜日

※祝日の場合は通常営業

auショップ石井 徳島県 石井町 徳島県名西郡石井町高川原字天神６６５－１ 10:00-19:00 年中無休

auショップ北島バイパス 徳島県 北島町 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須６４－１１ 10:00-19:00
毎月第2水曜日

※祝日の場合は翌平日休業

auショップゆめタウン徳島 徳島県 藍住町 徳島県板野郡藍住町奥野字中須８８－１ゆめタウン徳島１Ｆ 10:00-19:00 年中無休

auショップ藍住 徳島県 藍住町 徳島県板野郡藍住町笠木字中野１７３－１ 10:00-19:00
毎月第2火曜日

※祝日の場合は翌週火曜日休業

auショップ三加茂 徳島県 東みよし町 徳島県三好郡東みよし町加茂１７８５ 10:00-19:00
毎月第2木曜日

※祝日の場合は翌平日休業

UQスポットゆめタウン徳島 徳島県 藍住町 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須８８番地１ゆめタウン徳島２階 10:00-20:00 年中無休

ソフトバンク藍住 7711262 徳島県 板野郡藍住町 徳島県 板野郡藍住町 笠木字中野 １６７‐１ 10:00-20:00(20:00)

ソフトバンク阿南中央 7740030 徳島県 阿南市 徳島県 阿南市 富岡町滝の下 ２４‐１ 10:00-19:00(18:30)

ソフトバンクイオンモール徳島 7700865 徳島県 徳島市 徳島県 徳島市 南末広町 ４番１号　イオンモール徳島４Ｆ 10:00-21:00(21:00)

ソフトバンク沖浜 7700944 徳島県 徳島市 徳島県 徳島市 南昭和町１丁目 ２４ 10:00-19:00(18:30)

ソフトバンク小松島ルピア 7730001 徳島県 小松島市 徳島県 小松島市 小松島町字領田 ２０番地 10:00-19:00(18:00)

ソフトバンク島田タクト 7700053 徳島県 徳島市 徳島県 徳島市 南島田町３丁目 ５５　ショッピングプラザタクトＢ館 10:00-19:30(19:30)

ソフトバンク徳島中央 7700003 徳島県 徳島市 徳島県 徳島市 北田宮１丁目 ２３６ー２ 10:00-19:00(18:45) 火曜日、水曜日

ソフトバンク鳴門 7720002 徳島県 鳴門市 徳島県 鳴門市 撫養町斎田字東発 １９‐４ 10:00-19:00(19:00)

ソフトバンクハローズ佐古 7700023 徳島県 徳島市 徳島県 徳島市 佐古三番町 １５番２２号 10:00-19:30(19:30)

ソフトバンクフジグラン石井 7793222 徳島県 名西郡石井町 徳島県 名西郡石井町 高川原字天神 ５４４‐１ 10:00-19:00(18:30)

ソフトバンクフジグラン北島 7710204 徳島県 板野郡北島町 徳島県 板野郡北島町 鯛浜字西ノ須 １７４　フジグラン北島２Ｆ 10:00-19:00(18:30)

ソフトバンク三加茂 7794701 徳島県 三好郡東みよし町 徳島県 三好郡東みよし町 加茂 １７３６番１‐２ 10:00-19:00(19:00)

ソフトバンクみなみかんじょうバイパス 7708070 徳島県 徳島市 徳島県 徳島市 八万町大野 １５８番地１ 10:00-19:00(18:30)

ソフトバンクゆめタウン徳島 7711202 徳島県 板野郡藍住町 徳島県 板野郡藍住町 奥野字東中須 ８８番地ー１ 10:00-20:00(19:00)

ソフトバンク吉野川 7760013 徳島県 吉野川市 徳島県 吉野川市 鴨島町上下島 １２５‐３ 10:00-19:00(18:30)

ソフトバンク脇町 7793601 徳島県 美馬市 徳島県 美馬市 脇町字拝原 １５８３‐１ 10:00-19:00(18:30)

ワイモバイル沖浜 7708053 徳島県 徳島市 徳島県徳島市沖浜東３丁目2 10:00-19:00(18:30)

ワイモバイルゆめタウン徳島 7711202 徳島県 板野郡藍住町 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須８８‐１　ゆめタウン徳島１階 10:00-20:00(20:00)


