
 

〒105-6920 東京都港区虎ノ門 4 丁目 1番 1号 

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（日本支社） 

 

新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、キャンペーン対象店舗が休業している場合がございます。 

営業状況につきましては、加盟店のホームページ等でご確認ください。 

 

対象店舗一覧 

北海道地方

店舗 住所

ビックカメラ 札幌店 
北海道札幌市中央区北五条西 2-1 札幌 ESTA JR タワー1 階～4

階 

コジマ×ビックカメラ函館店 北海道函館市亀田本町 55-8 

コジマ×ビックカメラ イオン西岡店 
北海道札幌市豊平区西岡 3 条 3-4-1(ｲｵﾝ札幌西岡ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

内) 

東北地方

BIC Apple 修理 弘前ヒロロ店 青森県弘前市駅前町 9-20 HIRORO2 階 

コジマ×ビックカメラ弘前店 青森県弘前市城東北 4-6-3 

コジマ×ビックカメラ盛岡店 岩手県盛岡市盛岡駅西通 1-27-1 

ソフマップ仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央 4-1-1 

コジマ×ビックカメラ多賀城店 宮城県多賀城市町前 2-7-31 

コジマ×ビックカメラ泉中央店 宮城県仙台市泉区泉中央 1-2-1 

コジマＮＥＷ大崎店 宮城県大崎市古川大宮 3-3-30 

コジマ×ビックカメラ イオンモール名取店 宮城県名取市杜せきのした 5-3-1 

KB イオンモール新利府北館店 宮城県宮城郡利府町利府新屋田前２２ 北館 1 階  

コジマ×ビックカメラ卸団地店 秋田県秋田市卸町 2-3-12 

BIC Apple 修理 エスパル山形店 山形県山形市香澄町 1-1-1 

コジマＮＥＷ白河店 福島県白河市北真舟 172-2 

コジマ×ビックカメラ郡山店 福島県郡山市図景 2-15-1 

コジマ×ビックカメラ会津若松店 福島県会津若松市花春町 4-1 

コジマ×ビックカメラいわき店 福島県いわき市平字菱川町 3-1 

コジマ×ビックカメラ福島店 福島県福島市丸子字広町 12-1 

コジマ×ビックカメラ方木田店 福島県福島市方木田南島 10-1 

コジマ×ビックカメラ イオンモールいわき小名浜

店 

福島県いわき市小名浜字辰巳町 79 番地 イオンモールいわき小

名浜 3 階 

関東地方

ビックカメラ 水戸駅店 茨城県水戸市宮町 1-7-31 エクセルみなみ 4 階・5 階 

コジマＮＥＷ古河店 茨城県古河市松並 2-18-10 

コジマ×ビックカメラ駒生店 栃木県宇都宮市駒生町 887-4 

コジマ×ビックカメラ鹿沼店 栃木県鹿沼市西茂呂 1-17-2 

コジマＮＥＷ足利店 栃木県足利市朝倉町 243-1 

コジマ×ビックカメラ栃木店 栃木県栃木市箱森町 41-3 

コジマ×ビックカメラ小山店 栃木県小山市駅南町 6-13-4 

コジマ×ビックカメラ佐野店 栃木県佐野市高萩町 1338-1 

コジマＮＥＷ真岡店 栃木県真岡市上高間木 2-17-7 

コジマ×ビックカメラ日光店 栃木県日光市今市 994-1 

コジマ×ビックカメラ黒磯店 栃木県那須塩原市豊住町 78-4 

コジマ×ビックカメラさくら店 栃木県さくら市櫻野 1609 

コジマ×ビックカメラ宇都宮本店 栃木県宇都宮市今泉町 2996-1 

ビックカメラ 高崎東口店 群馬県高崎市栄町 10-10 

コジマ×ビックカメラ高崎店 群馬県高崎市緑町 3-1-4 

コジマ×ビックカメラスマーク伊勢崎店 群馬県伊勢崎市西小保方町 368 3 階 
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コジマ×ビックカメラ イオンモール高崎店 群馬県高崎市棟高町 1400 

ビックカメラ 大宮西口そごう店 
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-8-4 そごう大宮店パーキング

館 1 階～3 階 

ビックカメラ 所沢駅店 埼玉県所沢市日吉町 12-1 西武所沢 S.C. 6 階 

ソフマップ大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-1-1 

ソフマップ川越店 埼玉県川越市新富町 2-11-1 

コジマＮＥＷ川越インター店 埼玉県川越市南大塚 2-11-13 

コジマ×ビックカメラ深作店 埼玉県さいたま市見沼区深作 2-9-10 

コジマ×ビックカメラ和光店 埼玉県和光市白子 1-8-5 

コジマ×ビックカメラ南越谷店 埼玉県越谷市南町 2-3-1 

コジマ×ビックカメラ所沢西店 埼玉県所沢市林 3-507-1 

コジマ×ビックカメラ川口店 埼玉県川口市青木 3-7-10 

コジマ×ビックカメラ上福岡店 埼玉県ふじみ野市上福岡 5-10-18 

コジマ×ビックカメラ坂戸店 埼玉県坂戸市八幡 2-5-38 

コジマ×ビックカメラ浦和店 埼玉県さいたま市南区内谷 1-7-5 

コジマ×ビックカメラ鳩ヶ谷店 埼玉県川口市里 1585-1 

コジマ×ビックカメラ越谷店 埼玉県越谷市大字南荻島 153-1 

コジマ×ビックカメラ熊谷店 埼玉県熊谷市大字石原 484 

コジマ×ビックカメラ新座店 埼玉県新座市野火止 6-1-10 

コジマ×ビックカメラ上尾春日店 埼玉県上尾市春日 2-5-3 

コジマ×ビックカメラ春日部店 埼玉県春日部市梅田 2-9-20 

コジマ×ビックカメラ所沢店 埼玉県所沢市牛沼 2833-5 

コジマＮＥＷ北本店 埼玉県北本市北中丸 1-6 

コジマ×ビックカメラ アクロスプラザ三芳店 埼玉県入間郡三芳町藤久保北新埜 855-403 

コジマ×ビックカメラニトリホームズ宮原店 埼玉県さいたま市北区植竹町 1-820-5 ニトリホームズ宮原店 2F 

ビックカメラ 柏店 千葉県柏市柏 1-1-20 スカイプラザ柏 2 階～6 階 

ビックカメラ 船橋駅 FACE 店 千葉県船橋市本町 1-3-1 船橋 FACE2 階・4 階 

コジマ×ビックカメラ柏店 千葉県柏市大山台 1-10 

コジマ×ビックカメラ松戸店 千葉県松戸市緑ヶ丘 1-121-2 

コジマ×ビックカメラ船橋店 千葉県船橋市二和東 3-7-24 

コジマ×ビックカメラ習志野店 千葉県船橋市習志野 4-5-5 

コジマ×ビックカメラ新船橋店 千葉県船橋市山手 3-7-1 

コジマ×ビックカメラ ららぽーと TOKYO-BAY

店 

千葉県船橋市浜町 2-1-1 ららぽーと TOKYO-BAY 南館 3 階 

コジマ×ビックカメラワンズモール稲毛店 千葉県千葉市稲毛区長沼町 330 番地 50 2 階 

KB フルルガーデン八千代店 千葉県八千代市村上南 1-3-1 

コジマ×ビックカメラ COTOE 流山おおたかの森

店 

千葉県流山市おおたかの森西一丁目 15 番-3 

ビックカメラ 渋谷ハチ公口店 東京都渋谷区道玄坂 2-5-9 

ビックカメラ 池袋本店 東京都豊島区東池袋 1-41-5 

ビックカメラ 渋谷東口店 東京都渋谷区渋谷 1-24-12 

ビックカメラ 立川店 東京都立川市曙町 2-12-2 

ビックカメラ 有楽町店 東京都千代田区有楽町 1-11-1 

ビックカメラ 新宿西口店 東京都新宿区西新宿 1-5-1 新宿西口ハルク 2 階～7 階 

ビックカメラ 池袋西口店 東京都豊島区西池袋 1-16-3 

ビックカメラ 池袋カメラパソコン館 東京都豊島区東池袋 1-6-7 

ビックカメラ 聖蹟桜ヶ丘駅店 
東京都多摩市関戸 1-11-1 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター

A 館 6 階 

ビックカメラ 新宿東口駅前店 東京都新宿区新宿 3-26-10 

ビックカメラ ＪＲ八王子駅店 東京都八王子市旭町 1-17 セレオ八王子南館 

ビックカメラ 新宿東口店 東京都新宿区新宿 3-29-1 
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ビックカメラ 赤坂見附駅店 東京都港区赤坂 3-1-6 

ビックカメラ AKIBA 東京都千代田区外神田 4-1-1 

Air BicCamera アクアシティお台場店 東京都港区台場 1-7-1 アクアシティお台場 4 階 

ビックカメラ 京王調布店 東京都調布市小島町 2-48-6 トリエ京王調布 Ｂ館 

ビックカメラセレクト 原宿店 東京都渋谷区神宮前 1 丁目 19 番 24 号 

Air BicCamera ダイバーシティ東京プラザ店 
東京都江東区青海 1-1-10 ダイバーシティ東京プラザ 2 階 2120

区画 

ビックカメラ 町田店 東京都町田市原町田 6-12-20 小田急百貨店町田店 7 階・8 階 

ビックカメラ 日本橋三越 東京都中央区日本橋室町 1-4-1 6 階 

セレクト六本木店 東京都港区六本木 7-14-11 

Air BicCamera 東京スカイツリータウンソラマ

チ店 

東京都墨田区押上１－１－２ 東京スカイツリータウン・ソラ

マチ３階 

ビックカメラ 池袋セレクト 東京都豊島区東池袋 1 丁目 5-6 アイケアビル 1F・13F 

ビックカメラアウトレット×ソフマップ 池袋東口

店 

東京都豊島区東池袋 1-11-7 

ビックカメラアウトレット×ソフマップ町田店 東京都町田市原町田 6-7-8 Tip's 町田 1 階・2 階 

ソフマップ AKIBA U-SHOP  東京都千代田区外神田 3-14-6 

ソフマップ Re collection 新橋店 東京都港区新橋 3-16-2 

ソフマップ Re Collection 池袋店 東京都豊島区東池袋 1-2-8  

ソフマップ AKIBA 駅前館 東京都千代田区外神田 1-15-8 

ソフマップ AKIBA パソコン・デジタル館  東京都千代田区外神田 3-13-12 

ソフマップ AKIBA アミューズメント館 東京都千代田区外神田 1-10-8 

ソフマップ新宿店 東京都新宿区西新宿 1-18-5 

ビックカメラアウトレット×ソフマップ町田店 東京都町田市原町田 6-7-8 

ソフマップ立川店 東京都立川市曙町 2-12-25 

ビックカメラアウトレット×ソフマップ池袋東口

店 

東京都豊島区東池袋 1-11-7 

Re Collection 中野ブロードウェイ店 東京都中野区中野 5-52-1 

コジマ×ビックカメラ上板橋店 東京都板橋区上板橋 3-14-20 

コジマ×ビックカメラ小平店 東京都小平市小川東町 1-5-18 

コジマ×ビックカメラ高島平店 東京都板橋区徳丸 7-25-8 

コジマ×ビックカメラ豊玉店 東京都練馬区豊玉中 2-28-10 

コジマ×ビックカメラ江戸川店 東京都江戸川区中央 1-8-4 

コジマ×ビックカメラ東大和店 東京都東大和市高木 3-378-3 

コジマ×ビックカメラ井草店 東京都杉並区井草 3-17-10 

コジマ×ビックカメラ用賀店 東京都世田谷区用賀 2-20-12 

コジマ×ビックカメラ若林店 東京都世田谷区若林 5-41-20 

コジマ×ビックカメラ志村店 東京都板橋区志村 3-26-4 

コジマ×ビックカメラ新小岩店 東京都葛飾区東新小岩 2-18-2 

コジマ×ビックカメラ三鷹店 東京都三鷹市野崎 1-3-10 

コジマ×ビックカメラ池上店 東京都大田区池上 3-2-1 

コジマ×ビックカメラ善福寺店 東京都杉並区善福寺 1-34-24 

コジマ×ビックカメラ葛飾店 東京都葛飾区立石 4-10-1 

コジマ×ビックカメラ東村山店 東京都東村山市恩多町 5-47-5 

コジマ×ビックカメラ江北駅前店 東京都足立区西新井本町 2-31-20 

コジマ×ビックカメラ南砂町 SUNAMO 店 東京都江東区新砂 3-4-31 

コジマ×ビックカメラ福生店 東京都福生市本町 36-1 

コジマ×ビックカメラ西東京店 東京都西東京市向台町 3-5-74 

コジマ×ビックカメラ足立加平店 東京都足立区加平 3-1-15 

コジマ×ビックカメラ イオン昭島ショッピングセ

ンター店 

東京都昭島市宮沢町 500-1 ｲｵﾝ昭島ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 2 階 
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コジマ×ビックカメラ高井戸東店 東京都杉並区高井戸東 4-2-1 

コジマ×ビックカメラ成城店 東京都世田谷区成城 1-3-1 

コジマ×ビックカメラ八王子高倉店 東京都八王子市高倉町 49-3 コープみらい高倉店 2 階 

コジマ×ビックカメラ西友ひばりヶ丘店 東京都西東京市住吉町 3-9-8 2F 

コジマ×ビックカメラ ベルクスモール浮間舟渡店 東京都板橋区舟渡 1-6-22 2F 

コジマ×ビックカメラ KAMEIDO CLOCK 店  東京都江東区亀戸 6-31-6 

ビックカメラ 横浜西口店 神奈川県横浜市西区南幸 2-1-29 

ビックカメラ 藤沢店 神奈川県藤沢市藤沢 559 

ビックカメラ ラゾーナ川崎店 
神奈川県川崎市幸区堀川町 72-1 ラゾーナ川崎プラザ 1 階～4

階 

ビックカメラ 新横浜店 
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-100-45 キュービックプラザ新

横浜 3 階～9 階 

ビックカメラ 相模大野駅店 
神奈川県相模原市南区相模大野 3-8-1 相模大野ステーションス

クエア B 館 6 階 

ビックカメラ イトーヨーカドーたまプラーザ店 
神奈川県横浜市青葉区美しが丘 1-6-1 イトーヨーカドー たまプ

ラーザ店 3 階 

ビックカメラアウトレット×ソフマップ横浜ビブ

レ店 

神奈川県横浜市西区南幸 2-15-13 横浜ビブレ 7 階 

ビックカメラアウトレット×ソフマップ横浜ビブ

レ店 

神奈川県横浜市西区南幸 2-15-13 

コジマ×ビックカメラ港北インター店 神奈川県横浜市都筑区折本町 437 

コジマ×ビックカメラ厚木栄町店 神奈川県厚木市栄町 2-1-5 

コジマ×ビックカメラ海老名店 神奈川県海老名市大谷北 1-2-1 

コジマ×ビックカメラ梶ヶ谷店 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷 2-2-3 

コジマ×ビックカメラ横須賀店 神奈川県横須賀市日の出町 3-16-1 

コジマ×ビックカメラ相模原店 神奈川県相模原市中央区共和 4-18-19 

コジマ×ビックカメラ座間店 神奈川県座間市相模が丘 1-12-2 

コジマ×ビックカメラ橋本店 神奈川県相模原市緑区西橋本 5-3-5 

コジマ×ビックカメラ横浜大口店 神奈川県横浜市神奈川区神之木町 3-3 

コジマ×ビックカメラ東海大学東店 神奈川県平塚市北金目 1-6-1 

コジマ×ビックカメラ港北東急 S.C.店 
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 5-1 港北東急 S.C.内 Ｂ館 2

階 

コジマ×ビックカメラ西友二俣川店 神奈川県横浜市旭区二俣川 2-52-1 SEIYU 2 階 

中部地方

ビックカメラ 新潟店 新潟県新潟市中央区花園 1-1-21 CoCoLo 南館 1 階～3 階 

コジマ×ビックカメラ新潟店 新潟県新潟市中央区紫竹山 1-6-10 

コジマ×ビックカメラ上越店 新潟県上越市大道福田 602 

コジマ×ビックカメラ ファボーレ富山店 富山県富山市婦中町速星 123 

コジマＮＥＷ甲府店 山梨県甲府市富竹 1-10-33 

コジマ×ビックカメラ甲府バイパス店 山梨県甲府市中小河原 1-14-12 

BIC Apple 修理 MIDORI 長野店 長野県長野市南千歳 1-22-6 

ビックカメラ BicStyle 松本店 長野県松本市中央 4-9-51 イオンモール松本 晴庭 1F 

ビックカメラ 浜松店 静岡県浜松市中区砂山町 322-1 

アニメガ×ソフマップ静岡東急スクエア店 静岡県静岡市葵区伝馬町 6-1 

コジマ×ビックカメラ静岡店 静岡県静岡市駿河区国吉田 1-1-57 

コジマ×ビックカメラ浜松店 静岡県浜松市中区高林 5-7-28 

コジマ×ビックカメラ静岡有明店 静岡県静岡市駿河区有明町 3-15 

コジマ×ビックカメラ沼津店 静岡県沼津市東熊堂 410-1 

コジマ×ビックカメラ富士店 静岡県富士市蓼原 54-4 

ビックカメラ 名古屋駅西店 愛知県名古屋市中村区椿町 6-9 
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ビックカメラ 名古屋 JR ゲートタワー店 
愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 3 号 JR ゲートタワー9

階・10 階 

ビックトイズ プライムツリー赤池店 愛知県日進市赤池町箕ノ手 2-757 プライムツリー赤池 

ビックカメラ BicStyle ららぽーと愛知東郷店 
愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業 62 街区 1・3 1F 

1570 号室 

ソフマップ名古屋駅西店 愛知県名古屋市中村区椿町 6-9 

コジマ×ビックカメラ熱田店 愛知県名古屋市熱田区大宝 2-4-22 

コジマ×ビックカメラ豊橋店 愛知県豊橋市神野新田町字口ﾉ割 52 

コジマ×ビックカメラ有松インター店 愛知県大府市梶田町 1-122 

コジマ×ビックカメラ清洲東インター店 愛知県北名古屋市中之郷神明 45-5 

コジマ×ビックカメラ鳴海店 愛知県名古屋市緑区浦里 3-234 

コジマ×ビックカメラ プライムツリー赤池店 愛知県日進市赤池町箕ノ手１番 プライムツリー赤池 2 階 

KB イーアス春日井店 愛知県春日井市六軒屋町東丘 22 

関西地方

コジマ×ビックカメラ アピタ四日市店 三重県四日市市安島 1-3-31 3 階 

ビックカメラ ＪＲ京都駅店 京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町９２７ 

コジマ×ビックカメラ高野店 京都府京都市左京区高野東開町 15 

ビックカメラ なんば店 大阪府大阪市中央区千日前 2-10-1 

ビックカメラ あべのキューズモール店 
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目 6 番 1 号 あべのキュー

ズモール 3 階 

ビックカメラ アリオ八尾店 大阪府八尾市光町 2 丁目 3 番 アリオ八尾 2 階・3 階 

ビックカメラ 高槻阪急店 大阪府高槻市白梅町 4-1 3F 

ビックカメラアウトレット×ソフマップなんば店 大阪府大阪市中央区千日前 2-10-1 8 階 

ビックカメラアウトレット×Re Collection なん

ば店 

（ソフマップなんば店） 

大阪府大阪市中央区千日前 2-10-1 

ソフマップなんば店 大阪府大阪市浪速区日本橋 3-6-18 

コジマ×ビックカメラ箕面店 大阪府箕面市瀬川 5-1-1 

コジマ×ビックカメラ茨木店 大阪府茨木市双葉町 5-3 

コジマアウトレット堺店 大阪府堺市堺区大仙西町 6-184-1 2F 

コジマ×ビックカメラ生野店 大阪府大阪市生野区巽中 1-25-6 

コジマ×ビックカメラ大東店 大阪府大東市諸福 5-13-25 

コジマ×ビックカメラ イオンモール堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町 1 番地 「イオンモール堺鉄砲町」 1 階 

BIC Apple 修理 ソフマップ×コジマ神戸ハーバー

ランド店 

兵庫県神戸市中央区東川崎町 1-7-2 神戸ハーバーランド umie 

NORTH MALL6 階 

BIC Apple 修理 あまがさきキューズモール店 兵庫県尼崎市潮江 1-3-1 あまがさきキューズモール 2 階 

ソフマップ×コジマ 神戸ハーバーランド店 兵庫県神戸市中央区東川崎町 1-7-2 

アニメガ×ソフマップ 三宮センタープラザ店 兵庫県神戸市中央区三宮町 1-9-1-201-2 

コジマ×ビックカメラ名谷店 兵庫県神戸市須磨区西落合 1-1-11 

コジマ×ビックカメラ尼崎店 兵庫県尼崎市南武庫之荘 2-34-10 

コジマ神戸ハーバーランド店 
兵庫県神戸市中央区東川崎町 1-7-2 神戸ハーバーランド umie 
NORTHMALL6F 

コジマ×ビックカメラ Corowa 甲子園店 兵庫県西宮市甲子園高潮町 3-3 Corowa 甲子園 3 階 

BIC Apple 修理 ならファミリー店 奈良県奈良市西大寺東町 2-4-1 ならファミリー3 階 

BIC Apple 修理 近鉄和歌山店 和歌山県和歌山市友田町 5-18 

中国地方

ビックカメラ 岡山駅前店 岡山県岡山市北区駅前町１－１－１ 

ソフマップ岡山駅前店 岡山県岡山市駅前町 1-1-1 

ビックカメラ 広島駅前店 広島県広島市南区松原町 5-1 

Re Collection 広島駅前店 広島県広島市南区松原町 5-1 

コジマ×ビックカメラ宇品店 広島県広島市南区宇品東 5-2-35 
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コジマ×ビックカメラ広島インター緑井店 広島県広島市安佐南区緑井 1-3-1 

コジマ×ビックカメラ イオンモール広島府中店 広島県安芸郡府中町大須 2-1-1 2F 

コジマＮＥＷ山口宇部空港店 山口県宇部市東見初町 1-76 

九州地方

ビックカメラ 天神２号館 福岡県福岡市中央区天神 2-4-5 

ビックカメラ 天神１号館 福岡県福岡市中央区今泉 1-25-1 

ソフマップ天神 1 号館 福岡県福岡市中央区今泉 1-25-1 

コジマ×ビックカメラ八幡店 福岡県北九州市八幡東区東田 1-7-21 

コジマ×ビックカメラ福岡春日店 福岡県春日市須玖北 1-1-1 

コジマ×ビックカメラ福岡西店 福岡県福岡市西区橋本 1-12-3 

コジマ×ビックカメラ小倉店 福岡県北九州市小倉南区上葛原 2-18-1 

コジマ×ビックカメラ マークイズ福岡ももち店 福岡県福岡市中央区地行浜 2-2-1 マークイズ福岡ももち 4F 

ビックカメラ アミュプラザくまもと店 熊本市西区春日三丁目 15 番 60 号 JR 熊本白川ビル 

コジマ×ビックカメラ熊本店 熊本県熊本市南区日吉 1-7-7 

ビックカメラ 鹿児島中央駅店 
鹿児島県鹿児島市中央町 1-1 えきマチ 1 丁目 鹿児島 1 階・2

階 

沖縄地方

コジマ×ビックカメラ那覇店 沖縄県那覇市字安謝 664-5 

コジマ×ビックカメラ イオンモール沖縄ライカム

店 

沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業区域内 4 街区
3049 

コジマ×ビックカメラ イーアス沖縄豊崎店 沖縄県豊見城市豊崎 3 番 35 

 


