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さいたま ビックカメラ大宮西口そごう店 BicCamera 大宮西口SOGO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 1F～3F
048-647-1111

その他九州 ビックカメラ鹿児島中央駅店 BicCamera 鹿兒島中央站店
鹿児島県鹿児島市中央町1-1 えきマチ1丁目

鹿児島 1F・2F
099-814-1111

その他中部
ビックトイズプライムツリー赤

池店
BicToys PRIMETREE赤池店

愛知県日進市赤池町箕ノ手1番 PRIMETREE

AKAIKE（プライムツリー赤池）3F
052-807-8881

その他中部
ＡＩＲ　ＢＩＣＣＡＭＥＲＡ

中部空港セントレア店

Air BicCamera 名古屋中部國際機場

新特麗亞店（國際航班出發登機口

内）

愛知県常滑市セントレア1-1 中部国際空港 旅

客ターミナルビル３階 国際線出発ゲート
0569-84-0001

その他関東 ビックカメラ水戸駅店 BicCamera 水戶站店
茨城県水戸市宮町1-7-31 エクセルみなみ4F・

5F
029-303-1111

その他関東 ビックカメラ藤沢店 BicCamera 藤澤店 神奈川県藤沢市藤沢559 0466-29-1111

その他関東 ビックカメラ高崎東口店 BicCamera 高崎東口店 群馬県高崎市栄町10-10 027-327-2111

箱根.湘南 大磯プリンスホテル Prince Hotel Oiso 〒259-0193 神奈川県中郡大磯町国府本郷546 0463-61-1111

箱根.湘南 大磯ロングビーチ Oiso Long Beach 〒259-0193 神奈川県中郡大磯町国府本郷546 0463-61-7726

箱根.湘南 大磯ゴルフコース Oiso Golf Course 〒259-0193　神奈川県中郡大磯町国府本郷546 0463-61-7757

千葉
ＡＩＲ　ＢＩＣＣＡＭＥＲＡ

成田空港第２ターミナル店
Air BicCamera 成田機場第2航厦店

千葉県成田市古込1-1 成田国際空港第2旅客タ

ーミナル本館4Ｆ
0476-33-7111

千葉 ビックカメラ船橋駅FACE店 BicCamera 船橋站FACE店 千葉県船橋市本町1-3-1 船橋FACE 2F・4F 047-460-1111

千葉 ビックカメラ柏店 BicCamera 柏店 千葉県柏市柏1-1-20 スカイプラザ柏2F～6F 04-7165-1111

千葉 ビックカメラ船橋東武店 BicCamera 船橋東武店
千葉県船橋市本町7-1-1　2階・3階（東側エリ

ア）
047-421-1111

埼玉.千葉 武蔵丘ゴルフコース Musashigaoka Golf Course 〒357-0006　埼玉県飯能市中山665 042-973-3333

埼玉.千葉 新武蔵丘ゴルフコース Shin Musashigaoka Gold Course 〒350-1246　埼玉県日高市梅原372 042-974-5111

大阪 ビックカメラなんば店 BicCamera 難波店 大阪府大阪市中央区千日前2-10-1 06-6634-1111

大阪
ビックカメラあべのキューズモ

ール店
BicCamera 阿倍野Q's MALL店

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべの

キューズモール内3階
06-6631-1111

大阪
ビックカメラアウトレットなん

ば店ザウルス２
BicCamera 奧特萊斯難波店SAURUS2 大阪府大阪市浪速区日本橋3-6-25 4F 06-6634-0071

大阪 エディオン道頓堀店 EDION 道頓堀店
大阪府大阪市中央区道頓堀一丁目4番27号

道頓堀ベニスビル1 2階
06-6212-3035

大阪 エディオン心斎橋店 EDION 心齋橋店 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目8-4 06-6212-6411 

大阪 エディオンなんば本店 EDION NAMBA 大阪府大阪市中央区難波3-2-18 06-6630-6733

大阪
エディオンユニバーサルシティ

ウォーク大阪店

EDION UNIVERSAL CITYWALK

OSAKA店

大阪市此花区島屋6丁目2番61号　ユニバーサ

ル・シティウォーク大阪4階
06-6469-1211

大阪
エディオン近鉄あべのハルカス

店
EDION 阿倍野HARUKAS店

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号

あべのハルカス近鉄本店 ウイング館3.5階
06-6626-3611 

川崎 ビックカメララゾーナ川崎店 BicCamera LAZONA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1F～4F
044-520-1111

広島 ビックカメラ広島駅前店 BicCamera 廣島站前店 広島県広島市南区松原町5-1 082-506-1111

札幌 ビックカメラ札幌店 BicCamera 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 1F～4F
011-261-1111

名古屋 ビックカメラ名古屋駅西店 BicCamera 名古屋站西店 愛知県名古屋市中村区椿町6-9 052-459-1111

名古屋
ビックカメラ名古屋ＪＲゲート

タワー店

BicCamera 名古屋JR GATE TOWER

店

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 地上9 階～10

階
052-569-1111

沖縄 コジマ×ビックカメラ那覇店 kojima×BicCamera 那霸店 沖縄県那覇市字安謝664-5 098-941-3001

台灣金融卡日本消費購物5%現金回饋活動特店一覽表
*西武王子飯店資訊目前正收集中
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沖縄 エディオン那覇メインプレイス EDION 那霸Main Place 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3333

沖縄 エディオン石垣シティ EDION 石垣City 沖縄県石垣市真栄里327番地 0980-86-0039

京都 ビックカメラＪＲ京都駅店 BicCamera JR京都站店 京都府京都市下京区東塩小路町927 075-353-1111

京都
ビックカメラセレクト京都四条

通店
BicCamera 挑選京都四條河原町店

京都府京都市下京区四条通麩屋町東入奈良物

町364
075-252-2111

岡山 ビックカメラ岡山駅前店 BicCamera 岡山站前店 岡山県岡山市北区駅前町1-1-1 086-236-1111

東京 ビックカメラ有楽町店 BicCamera 有樂町店 東京都千代田区有楽町1-11-1 03-5221-1111

東京 ビックカメラ池袋本店 BicCamera 池袋本店 東京都豊島区東池袋1-41-5 03-5396-1111

東京 ビックカメラ新宿東口駅前店 BicCamera 新宿東口站前店 東京都新宿区新宿3-26-10 03-5312-1111

東京 ビックカメラ新宿西口店 BicCamera 新宿西口店
東京都新宿区西新宿1-5-1 新宿西口ハルク 2F

～7F
03-5326-1111

東京 ビックカメラビックロ BicCamera BICQLO 東京都新宿区新宿3-29-1 03-3226-1111

東京 ビックカメラＡＫＩＢＡ BicCamera AKIBA店（秋葉原） 東京都千代田区外神田4-1-1 03-6260-8111

東京
ＡＩＲ　ＢＩＣＣＡＭＥＲＡ

羽田空港国際線ターミナル店

Air BicCamera 羽田機場國際線航廈

店

東京都大田区羽田空港2-6-5　羽田空港国際

線旅客ターミナル2Ｆ
03-5579-7111

東京
ＡＩＲ　ＢＩＣＣＡＭＥＲＡ

アクアシティお台場店
Air BicCamera Ａｑｕａ城台場店

東京都港区台場1-7-1　アクアシティお台場

4階
03-5564-7111

東京
ビックカメラ池袋本店パソコン

館
BicCamera 池袋本店電腦館 東京都豊島区東池袋1-6-7 03-5956-1111

東京 ビックカメラ立川店 BicCamera 立川店 東京都立川市曙町2-12-2 042-548-1111

東京 ビックカメラ聖蹟桜ヶ丘駅店 BicCamera 聖跡櫻丘站店
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
042-310-1111

東京 ビックカメラ渋谷東口店 BicCamera 澀谷東口店
本館：東京都渋谷区渋谷1-24-12

別館：東京都渋谷区渋谷1-24-10
03-5466-1111

東京 ビックカメラ渋谷ハチ公口店 BicCamera 澀谷八公口店 東京都渋谷区道玄坂2-5-9 03-3477-0002

東京 ビックカメラ京王調布店 BicCamera 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 1～4階
042-444-1111

東京 ビックカメラ赤坂見附駅店 BicCamera 赤阪見附站店 東京都港区赤坂3-1-6 03-6230-1111

東京 ビックカメラセレクト町田店 BicCamera 挑選町田店 東京都町田市原町田6-7-8 Tip's町田 1F ⁄ 2F 042-710-1111

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

(1F～5F)
042-646-1111

東京 ビックカメラ池袋東口カメラ館 BicCamera 池袋東口相機館 東京都豊島区東池袋1-1-3 03-3988-0002

東京 ビックカメラ池袋西口店 BicCamera 池袋西口店 東京都豊島区西池袋1-16-3 03-5960-1111

東京
ビックカメラアウトレット池袋

東口
BicCamera Outlet池袋東口店 東京都豊島区東池袋1-11-7 03-3590-1111

東京 ビックカメラセレクト原宿店 BicCamera SELECT原宿店 東京都渋谷区神宮前1丁目19番24 03-6804-1111

東京 ビックカメラLIQUOR BicCamera LIQUOR
東京都港区台場 1-7-1　アクアシティお台場

4階
03-5962-1811

東京
Ａｉｒ　ＢＩＣ ダイバーシテ

ィ東京店

Air BicCamera 潛水員城東京PLAZA

店

東京都江東区青海１－１－１０ダイバーシテ

ィ東京プラザ2F　2120区画
03-5579-6111

東京 ビックカメラ町田店 BicCamera 町田店
東京都町田市原町田6-12-20小田急百貨店町田

7階・8階
042-726-1111

東京 エディオンＡＫＩＢＡ EDION AKIBA 東京都千代田区外神田1‐2‐9 03-3257-1100 

東京 赤坂プリンスクラシックハウス The Classic House at Akasaka Prince 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-2 03-6261-1122

相模原 ビックカメラ相模大野駅店 BicCamera 相模大野站店
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
042-701-1111

浜松 ビックカメラ浜松店 BicCamera 濱松店 静岡県浜松市中区砂山町322-1 053-455-1111

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

内1F～3F
025-248-1111

福岡 キャナルシティ博多
福岡博多運河城

https://canalcity.co.jp/zh-tw
812-0018 福岡市博多區住吉1丁目2 092-282-2525 
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福岡 マリノアシティ福岡
福岡海購城奧特萊斯

https://www.marinoacity.com/
福岡県福岡市西区小戸2-12-30 092-892-8700 

福岡 ビックカメラ天神２号館 BicCamera 天神2號館 福岡県福岡市中央区天神2-4-5 092-732-1111

福岡 ビックカメラ天神１号館 BicCamera 天神1號館 福岡県福岡市中央区今泉1-25-1 092-732-1112

横浜 ビックカメラ横浜西口店 BicCamera 橫濱西口店 神奈川県横浜市西区南幸2-1-29 045-320-0002

横浜 ビックカメラ新横浜店 BicCamera 新橫濱店
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3F～9F
045-478-1111

横浜
ビックカメラアウトレット横浜

ビブレ店
BicCamera 奧特萊斯橫濱VIVRE店

神奈川県横浜市西区南幸2-15-13 横浜ビブレ

7F
045-320-1111


