
地域 店舗名 住所

 北海道 コーチャンフォー 旭川店 北海道旭川市宮前1条2丁目4番1号

 北海道 コーチャンフォー 美しが丘店 北海道札幌市清田区美しが丘1条5丁目

 北海道 コーチャンフォー 北見店 北海道北見市並木町521

 北海道 コーチャンフォー 釧路店 北海道釧路市春採7丁目1番24号

 北海道 コーチャンフォー 新川通り店 北海道札幌市北区新川3条18丁目

 北海道 コーチャンフォー ミュンヘン大橋店 北海道札幌市豊平区中の島1条13丁目

 北海道 TSUTAYA 木野店 北海道河東郡音更町木野大通西12丁目1-10

 北海道 TSUTAYA 小樽店 北海道小樽市稲穂5丁目10-1

 北海道 岡書 帯広イーストモール店 北海道帯広市東4条南16丁目6

 北海道 ヨドバシカメラ マルチメディア札幌 北海道札幌市北区北6条西5丁目1－22

 北海道 ヴィレッジヴァンガード イオンモール札幌平岡 北海道札幌市清田区平岡3条5-3-1 イオンモール札幌平岡2F

 北海道 ヴィレッジヴァンガード イオンモール札幌苗穂 北海道札幌市東区東苗穂2条3-1-1 イオンモール札幌苗穂2F

 北海道 ヴィレッジヴァンガード イオンモール苫小牧 北海道苫小牧市柳町3-1-20 イオンモール苫小牧2F

 北海道 ヴィレッジヴァンガード イオンモール札幌発寒 北海道札幌市西区発寒八条12丁目 イオン札幌発寒3F

 北海道 ヴィレッジヴァンガード 札幌エスタ 北海道札幌市中央区北5条西2丁目 札幌エスタ8F

 北海道 ヴィレッジヴァンガード イオンモール釧路昭和 北海道釧路市昭和中央4-18-1 イオンモール釧路昭和2F

 北海道 ヴィレッジヴァンガード イオンモール旭川西 北海道旭川市緑町21 イオン旭川西SC2F

 北海道 ヴィレッジヴァンガード イオンモール旭川駅前 北海道旭川市宮下通7-2-5 イオンモール旭川駅前3F

 北海道 おもちゃのヨシダ札幌店 大空 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館1階

 北海道 おもちゃのヨシダ本店 北海道旭川市本町3丁目437-238吉田ビル1F

 北海道 西友 厚別店 北海道札幌市厚別区厚別西4条6丁目700-126

 北海道 博品館TOY PARK千歳アウトレットモール・レラ店 北海道千歳市柏台南1-2-1 千歳アウトレットモール･レラ 870区画

 北海道 Dearパティズ 釧路店 北海道釧路郡釧路町桂木1-1-7 イオンモール釧路店内2F

 北海道 ピンキーランド苫小牧店 北海道苫小牧市柳町3-1-20 イオンモール苫小牧 2F

 北海道 ピンキーランド北見店 北海道北見市北進1-1-1 イオン北見店

 北海道 イオンスーパーセンター三笠店 北海道三笠市岡山1059-1

 北海道 イオンスーパーセンター手稲山口店 北海道札幌市手稲区明日風6丁目1番1号

 北海道 イオンスーパーセンター石狩緑苑台店 北海道石狩市緑苑台中央1-2

 北海道 イオン旭川永山店 北海道旭川市永山3条12丁目2番11号

 北海道 イオン旭川西店 北海道旭川市緑町23-2161-3

 北海道 イオン伊達店 北海道伊達市末永町8-1

 北海道 イオン岩見沢店 北海道岩見沢市大和4条8-1

 北海道 イオン釧路昭和店 北海道釧路市昭和中央4-18-1

 北海道 イオン釧路店 北海道釧路郡釧路町桂木1丁目1番地7

 北海道 イオン江別店 北海道江別市幸町35番地

 北海道 イオン根室店 北海道根室市常盤町3-9

 北海道 イオン札幌桑園店 北海道札幌市中央区北八条西14-28

 北海道 イオン札幌元町店 北海道札幌市東区北31条東15-1-1

 北海道 イオン札幌藻岩店 北海道札幌市南区川沿2条2-1-1

 北海道 イオン札幌発寒店 北海道札幌市西区発寒8条12丁目1番地

 北海道 イオン札幌苗穂店 北海道札幌市東区東苗穂二条3-1-1

 北海道 イオン札幌平岡店 北海道札幌市清田区平岡3条5丁目3-1

 北海道 イオン室蘭店 北海道室蘭市東町2-4-32

 北海道 イオン小樽店 北海道小樽市築港11番6号

 北海道 イオン上磯店 北海道北斗市七重浜4-44-1

 北海道 イオン新さっぽろ店 北海道札幌市厚別区中央2条5-7-1

 北海道 イオン静内店 北海道日高郡新ひだか町静内末広町2-2-1

 北海道 イオン千歳店 北海道千歳市栄町6丁目51番地

 北海道 イオン帯広店 北海道帯広市西4条南20-1

 北海道 イオン滝川店 北海道滝川市東町2-25-3

 北海道 イオン登別店 北海道登別市若山町4丁目33-1

 北海道 イオン東札幌店 北海道札幌市白石区東札幌3条2-1

 北海道 イオン苫小牧店 北海道苫小牧市柳町3-1-20

 北海道 イオン北見店 北海道北見市北進町1丁目1番1号

 北海道 イオン麻生店 北海道札幌市北区北39条西4-1-5

 北海道 イオン名寄店 北海道名寄市徳田80-1

 北海道 イオン余市店 北海道余市郡余市町黒川町12-62-1

 北海道 アニメイト 札幌 北海道札幌市中央区南二条西 1 丁目 5 番地丸大 ビル2F

 北海道 イトーヨーカドー 帯広店 北海道帯広市稲田町南8線西10-1

 北海道 イトーヨーカドー 屯田店 北海道札幌市北区屯田8条3丁目5-1

 北海道 イトーヨーカドー アリオ札幌店 北海道札幌市東区北7条東9-2-20
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地域 店舗名 住所

 青森県 イトーヨーカドー 弘前店 青森県弘前市大字駅前3-2-1

 青森県 イトーヨーカドー 青森店 青森県青森市浜田1-14-1

 青森県 キデイランド 青森店 青森県青森市三好2-3-19 マエダ ガーラモール2F

 青森県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール下田 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 イオンモール下田1F

 青森県 TAM･TAM 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1

 青森県 パステル 弘前店 青森県弘前市城東北3-10-1さくら野百貨店 弘前店 3階

 青森県 パステル 青森店 青森県青森市緑3丁目9-2ショッピングタウンサンロード青森 2階

 青森県 パステル 八戸店 青森県八戸市江陽2-14-1八戸ショッピングセンターラピア 3階

 青森県 パセリハウスさくら野百貨店弘前店 青森県弘前市城東北3丁目10-1さくら野百貨店弘前店3F

 青森県 イオンつがる柏店 青森県つがる市柏稲盛幾世41

 青森県 イオン下田店 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1

 青森県 イオン七戸十和田駅前店 青森県上北郡七戸町字荒熊内67番地990

 青森県 イオン青森店 青森県青森市緑3-9-2

 青森県 イオン藤崎店 青森県南津軽郡藤崎町西豊田1-7-1

 青森県 イオン八戸田向店 青森県八戸市田向3丁目5－1

 青森県 スーパーセンター十和田店 青森県十和田市大字相坂字六日町山166-1

 青森県 イトーヨーカドー 八戸沼館店 青森県八戸市沼館4-7-111

 岩手県 イトーヨーカドー 花巻店 岩手県花巻市下小舟渡118-1

 岩手県 キャラカプ盛岡店 岩手県盛岡市前潟4丁目7番1号イオンモール盛岡2F

 岩手県 アメリカンパラダイス 北上店 岩手県北上市北鬼柳32-44

 岩手県 白牡丹 北上店 岩手県北上市北鬼柳19-68 江釣子SC内

 岩手県 パステル 北上店 岩手県北上市本通リ2-2-1さくら野百貨店 北上店 4階

 岩手県 イオン一関店 岩手県一関市山目字泥田89-1

 岩手県 イオン江釣子店 岩手県北上市北鬼柳19-68

 岩手県 イオン盛岡店 岩手県盛岡市前潟4丁目7-1

 岩手県 イオン盛岡南店 岩手県盛岡市本宮七丁目1番1号

 岩手県 イオン前沢店 岩手県奥州市前沢区向田2丁目85

 岩手県 スーパーセンター盛岡渋民店 岩手県盛岡市玉山区渋民字鶴飼20-1

 岩手県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール盛岡南 岩手県盛岡市本宮7丁目1番地1号 イオンモール盛岡南3F

 宮城県 ヨドバシカメラ マルチメディア仙台 宮城県仙台市宮城野区榴岡1丁目2－13

 宮城県 Deli & WIZ 泉パークタウンタピオ店 宮城県仙台市泉区寺岡6丁目5-1 TAPIO内2F

 宮城県 Deli&WIZ 名取店 宮城県名取市杜せきのした5-31イオンモール名取店内3F

 宮城県 santy 宮城県仙台市青葉区中央3丁目9-23 高野ビル1F

 宮城県 TSUTAYA仙台荒井店 宮城県仙台市若林区南小泉字梅木59-1 クロスモール仙台荒井Bゾーン

 宮城県 キッズウォーカー 柴田店 宮城県柴田郡柴田町上名生字新大原194-1 イオンタウン柴田内

 宮城県 フジヤ あゆみ野本店 宮城県石巻市あゆみ野5丁目1-10

 宮城県 フジヤ 名取店 宮城県名取市飯野坂3-5-10 イオンタウン名取 The BiG2階

 宮城県 フジヤ 利府青山店 宮城県宮城郡利府町青山2-2-1

 宮城県 白牡丹 石巻店 宮城県石巻市茜平4-104 イオン2F

 宮城県 万代 仙台泉店 宮城県仙台市泉区松森斎兵衛58-9

 宮城県 パーティリコ 仙台長町店 宮城県仙台市太白区長町7-20-3ザ･モール仙台長町3F

 宮城県 イオンスタイル新利府店 宮城県宮城郡利府町新中道3丁目1-1

 宮城県 イオンスタイル仙台卸町店 宮城県仙台市若林区卸町一丁目1番1号

 宮城県 イオンスタイル名取店 宮城県名取市杜せきのした5丁目3番地の1

 宮城県 イオン気仙沼店 宮城県気仙沼市赤岩舘下6-1外

 宮城県 イオン古川店 宮城県大崎市古川旭2丁目2番1号

 宮城県 イオン石巻店 宮城県石巻市茜平4丁目104番地

 宮城県 イオン仙台幸町店 宮城県仙台市宮城野区幸町5-10-1

 宮城県 イオン仙台中山店 宮城県仙台市泉区南中山1-35-40

 宮城県 イオン仙台店 宮城県仙台市青葉区中央2-3-6

 宮城県 イオン船岡店 宮城県柴田郡柴田町西船迫2-1-15

 宮城県 イオン多賀城店 宮城県多賀城市町前4-1-1

 宮城県 イオン富谷店 宮城県富谷市大清水1丁目33ー1

 宮城県 スーパーセンター鈎取店 宮城県仙台市太白区鈎取本町1-21-1

 宮城県 スーパーセンター栗原志波姫店 宮城県栗原市志波姫新熊谷11

 宮城県 スーパーセンター佐沼店 宮城県登米市南方町新島前46-1

 宮城県 ヴィレッジヴァンガード 仙台ロフト 宮城県仙台市青葉区中央1-10-10 仙台ロフト7F

 宮城県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール名取 宮城県名取市杜せきのした5-3-1 イオンモール名取2F

 宮城県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール石巻 宮城県石巻市茜平4-104 イオンモール石巻2F

 宮城県 アニメイト 仙台 宮城県仙台市青葉区中央 4-1-1イービーンズ7F

 宮城県 イトーヨーカドー アリオ仙台泉店 宮城県仙台市泉区泉中央1-5-1

 秋田県 FACEイオンモール秋田店 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1イオンモール秋田3F

 秋田県 FACE土崎港店 秋田県秋田市土崎港南2丁目3-41イオン2F

 秋田県 PaniPani大曲店 秋田県大仙市和合字坪立177イオン大曲ショッピングセンター2F

 秋田県 パステル 能代店 秋田県能代市字寺向70番地いとく能代ショッピングセンター 1階

 秋田県 イオンスタイル能代東店 秋田県能代市鰄渕字古屋布1番

 秋田県 イオン横手店 秋田県横手市安田字向田147

 秋田県 イオン秋田中央店 秋田県秋田市楢山川口境5-11

 秋田県 イオン大曲店 秋田県大仙市和合字坪立177番地

 秋田県 イオン中仙店 秋田県大仙市北長野袴田188

 秋田県 イオン土崎港店 秋田県秋田市土崎港南2-3-41

 秋田県 イオン能代店 秋田県能代市柳町11-1

 秋田県 キッズリパブリック御所野店 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1

 秋田県 スーパーセンター大館店 秋田県大館市大田面238

 秋田県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール大曲 秋田県大仙市和合字坪立177番地 イオンモール大曲2F

 山形県 パティズ山形南店 山形県山形市若宮3-7-8 イオンモール山形南店2F

 山形県 シュガービーンズ 山形県鶴岡市錦町2番21号S-MALL1F

 山形県 イオンスタイル天童店 山形県天童市芳賀タウン北4丁目1－1

 山形県 イオン三川店 山形県東田川郡三川町猪子字和田庫128-1

 山形県 イオン山形南店 山形県山形市若宮3丁目7番8号

 山形県 イオン山形北店 山形県山形市馬見ケ崎2-12-19

 山形県 イオン酒田南店 山形県酒田市あきほ町120-1

 山形県 イオン東根店 山形県東根市さくらんぼ駅前三丁目7-15

 山形県 イオン米沢店 山形県米沢市春日2-13-4

 山形県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール山形天童 山形県天童市芳賀タウン北4-1-1 イオンモール天童2F

 福島県 ヨドバシカメラ マルチメディア郡山 福島県郡山市駅前1丁目16－7

 福島県 パーティリコ イオンモール小名浜店 福島県いわき市小名浜字巳町79番イオンモールいわき小名浜店4階

 福島県 パーティリコ いわきエブリア店 福島県いわき市鹿島町米田日渡5鹿島ショッピングセンターエブリア2F

 福島県 パステル 郡山モール店 福島県郡山市長者1-1-56ザ･モール郡山 2F

 福島県 パステル 郡山本店 福島県郡山市東原一丁目2番地

 福島県 パステル 須賀川店 福島県須賀川市高久田境80番3メガステージ須賀川 地元館

 福島県 フォレストパステル 福島店 福島県福島市曽根田町1-18ダイユーエイトMAX福島 3階

 福島県 イオンいわき店 福島県いわき市平字三倉68-1

 福島県 イオンスタイルいわき小名浜店 福島県いわき市小名浜字辰巳町79番地

 福島県 イオン郡山フェスタ店 福島県郡山市日和田町字小原1

 福島県 イオン相馬店 福島県相馬市馬場野字雨田51

 福島県 イオン白河西郷店 福島県西白河郡西郷村小田倉字岩下11-1

 福島県 イオン福島店 福島県福島市南矢野目字西荒田50番地17

 福島県 スーパーセンター鏡石店 福島県岩瀬郡鏡石町桜岡375-9

 福島県 スーパーセンター南相馬店 福島県南相馬市原町区大木戸金場77番地

 福島県 ヴィレッジヴァンガード イオンタウン郡山 福島県郡山市松木町2-88 イオンタウン郡山1F

 福島県 ヴィレッジヴァンガード イオンモールいわき小名浜 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4F

 福島県 イトーヨーカドー 福島店 福島県福島市太田町13-4

 福島県 イトーヨーカドー 郡山店 福島県郡山市西ノ内2-11-40

東北



地域 店舗名 住所

 茨城県 水戸京成百貨店 7階玩具売場 茨城県水戸市泉町1-6-1

 茨城県 トイズ・わんチェリオ店 茨城県鹿嶋市大字宮中290-1ショッピングセンターチェリオ2階

 茨城県 クイーンズパステル 佐原東店 茨城県稲敷市西代1495ショッピングセンターパルナ 2階

 茨城県 パステル つくば店 茨城県つくば市研究学園5丁目19番イーアスつくば3F

 茨城県 パステル ひたちなか店 茨城県ひたちなか市新光町35ファッションクルーズニューポートひたちなか 2階

 茨城県 パステル 鹿嶋店 茨城県鹿嶋市宮中290-1ショッピングセンターチェリオ 2階

 茨城県 パステル 常陸大宮店 茨城県常陸大宮市下村田2387常陸大宮ショッピングセンターピサーロ 1階

 茨城県 パティズ＆クローバーつくば店 茨城県つくば市稲岡66-1イオンモールつくば3F

 茨城県 パティズイーアスつくば店 茨城県つくば市研究学園5-19イーアスつくば3F

 茨城県 パティズサプラ店 茨城県竜ケ崎市小柴5-1-2ショッピングセンターサプラ専門店1階

 茨城県 Purseつくば店 茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば3F 3013区画

 茨城県 Purse土浦店 茨城県土浦市上高津367 イオン土浦SC3F

 茨城県 イオンつくば店 茨城県つくば市稲岡66-1

 茨城県 イオン下妻店 茨城県下妻市堀篭972-1

 茨城県 イオン笠間店 茨城県笠間市赤坂8

 茨城県 イオン古河店 茨城県古河市旭町1-2-17

 茨城県 イオン高萩店 茨城県高萩市安良川231-1

 茨城県 イオン鹿嶋店 茨城県鹿嶋市宮中290-1

 茨城県 イオン常陸大宮店 茨城県常陸大宮市下村田2387

 茨城県 イオン水戸内原店 茨城県水戸市内原2丁目1

 茨城県 イオン土浦店 茨城県土浦市上高津367番地

 茨城県 イオン東海店 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東4丁目1番1号

 茨城県 ヴィレッジヴァンガード イーアスつくばSC 茨城県つくば市研究学園5丁目19番 イーアスつくば3F

 茨城県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール土浦 茨城県土浦市上高津367番 イオンモール土浦3F

 茨城県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール水戸内原 茨城県水戸市内原2-1 イオンモール水戸内原3F

 茨城県 ヴィレッジヴァンガード ファッションクルーズひたちなか 茨城県ひたちなか市新光町35番 ファッションクルーズひたちなか2F

 栃木県 ヨドバシカメラ マルチメディア宇都宮 栃木県宇都宮市駅前通リ1丁目4－6 西口ビル

 栃木県 KOGUMA Hobby上三川店 栃木県宇都宮市インターパーク6-1-1 福田屋百貨店インターパーク店 2階 

 栃木県 KOGUMA Hobby宇都宮店 栃木県宇都宮市今泉町237 福田屋百貨店宇都宮店 2階

 栃木県 福田屋百貨店 インターパーク店 栃木県宇都宮市インターパーク6-1-1 福田屋百貨店 2階 玩具売場

 栃木県 福田屋百貨店 宇都宮店 栃木県宇都宮市今泉町237 福田屋百貨店 2階 玩具売場

 栃木県 東武宇都宮百貨店 5階玩具売場 栃木県宇都宮市宮園町5-4

 栃木県 東武宇都宮百貨店 大田原店 2階キッズスクエア 栃木県大田原市美原1-3537-2

 栃木県 アピタ足利 栃木県足利市朝倉町245番地

 栃木県 Dearパティズ宇都宮店 栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1ベルモール内2F

 栃木県 オリンピア FKD宇都宮インターパーク店 栃木県宇都宮市インターパーク6-1-1 FKDショッピングモール宇都宮インターパーク店2F

 栃木県 イオンスタイル佐野新都市店 栃木県佐野市高萩町1324-1

 栃木県 イオン今市店 栃木県日光市豊田79-1

 栃木県 イオン小山店 栃木県小山市中久喜1467-1

 栃木県 イオン栃木店 栃木県栃木市箱森町37-9

 栃木県 キッズリパブリック佐野新都市店 栃木県佐野市高萩町1324-1キッズリパブリック

 栃木県 ヴィレッジヴァンガード SS ベルモール宇都宮 栃木県宇都宮市陽東6-2-1 ベルモール1F

 栃木県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール佐野新都市 栃木県佐野市高萩町1324-1 イオンモール佐野新都市1F

 栃木県 イトーヨーカドー 宇都宮店 栃木県宇都宮市陽東6-2-1

 群馬県 アピタ高崎 群馬県高崎市矢中町字渕ノ内668-1

 群馬県 アピタ前橋 群馬県前橋市文京町2-1-1

 群馬県 WOOOPS!太田店 群馬県太田市石原町81イオン太田2F

 群馬県 パステル 前橋店 群馬県前橋市小屋原町472-1ガーデン前橋 1F

 群馬県 PIVOT高崎店 群馬県高崎市棟高町1400 イオン高崎店3F

 群馬県 原宿シャイン伊勢崎店 群馬県伊勢崎氏西小保方町368 スマーク伊勢崎店3F

 群馬県 イオン高崎店 群馬県高崎市棟高町1400番地

 群馬県 イオン太田店 群馬県太田市石原町81

 群馬県 モントイズ太田店 群馬県太田市石原町81

 群馬県 ヴィレッジヴァンガード スマーク伊勢崎 群馬県伊勢崎市西小保方町368 スマーク伊勢崎3F

 群馬県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール太田 群馬県太田市石原町81番地 イオンモール太田2F

 群馬県 アニメイト 高崎 群馬県高崎市旭町 34-5旭町 ビル2F

 群馬県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール高崎 群馬県高崎市棟高町1400番地 イオンモール高崎3F

 埼玉県 ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都心駅前店 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目263－6

 埼玉県 キデイランド浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区美園5-50-1 イオンモール浦和美園3F

 埼玉県 西友 小手指店 埼玉県所沢市小手指町1丁目25-8

 埼玉県 そごう大宮店 5階玩具売場 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2

 埼玉県 八木橋百貨店 6階玩具売場 埼玉県熊谷市仲町74  

 埼玉県 グレードワン ウニクス伊奈店 埼玉県北足立郡伊奈町学園2丁目188-1 ウニクス伊奈1階

 埼玉県 パティズ菖蒲店 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1 モラージュ菖蒲本館3F

 埼玉県 アピタ東松山 埼玉県東松山市あずま町四丁目3番地

 埼玉県 Dearパティズ入間店 埼玉県入間市上藤沢462-1イオンスタイル入間2F

 埼玉県 plussmileララガーデン春日部店 埼玉県春日部市南1-1-1 2F

 埼玉県 ZACCANIAモラージュ菖蒲店 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1モラージュ菖蒲3F

 埼玉県 ZACCANIAららぽーと新三郷店 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷1F

 埼玉県 パーティリコ ららぽーと富士見店 埼玉県富士見市山室1-1313ららぽーと富士見1F

 埼玉県 パーティリコ レイクタウンKaze店 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンKaze3F

 埼玉県 パステル 上里店 埼玉県児玉郡上里町大字七本木2272-1ウニクス上里 2階

 埼玉県 パステル 草加舎人店 埼玉県草加市遊馬町2-1島忠ホームズ草加舎人店 2階

 埼玉県 CHARMY菖蒲店 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1 モラージュ菖蒲SC3F

 埼玉県 PaniPaniCubic越谷レイクタウン店 埼玉県越谷市東町2-8 イオン越谷レイクタウン3F

 埼玉県 PIVOT春日部店 埼玉県春日部市下柳420番地1 イオンモール春日部店3F

 埼玉県 PIVOT深谷店 埼玉県深谷市上柴町西4-2-14 アリオ深谷店区画NO224

 埼玉県 PIVOT川口店 埼玉県川口市前川1-1-11 イオンモール川口キャラ店3F

 埼玉県 PIVOT大宮店 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-1コクーンシティ コクーン2 3F

 埼玉県 Purse上尾店 埼玉県上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2F 2031区画

 埼玉県 Purse川口店 埼玉県川口市安行領根岸字外谷田3180 イオンモール川口3F

 埼玉県 イオンスタイルふじみ野店 埼玉県ふじみ野市福岡2丁目1番6号

 埼玉県 イオンスタイル川口店 埼玉県川口市安行領根岸3180

 埼玉県 イオンせんげん台店 埼玉県越谷市千間台西3-2-12

 埼玉県 イオンレイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1

 埼玉県 イオン羽生店 埼玉県羽生市川崎2-281-3

 埼玉県 イオン浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区美園5丁目50－1

 埼玉県 イオン狭山店 埼玉県狭山市上奥富1126-1  

 埼玉県 イオン熊谷店 埼玉県熊谷市本石2-135

 埼玉県 イオン春日部店 埼玉県春日部市下柳420-1

 埼玉県 イオン新座店 埼玉県新座市東北2-32-12

 埼玉県 イオン川口前川店 埼玉県川口市前川1丁目1-11

 埼玉県 イオン大井店 埼玉県ふじみ野市ふじみ野1-2-1

 埼玉県 イオン大宮西店 埼玉県さいたま市西区三橋6-607-13

 埼玉県 イオン大宮店 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-574-1

 埼玉県 イオン南越谷店  埼玉県越谷市南越谷1-2876-1

 埼玉県 イオン入間店 埼玉県入間市上藤沢462-1

 埼玉県 イオン北浦和店 埼玉県さいたま市浦和区常盤10-20-29

 埼玉県 イオン北戸田店 埼玉県戸田市美女木東1-3-1

 埼玉県 イオン与野店 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9

 埼玉県 キッズリパブリック上尾店 埼玉県上尾市愛宕三丁目8番1号

 埼玉県 精文館書店 TSUTAYAハレノテラス東大宮店 埼玉県さいたま市見沼区島町393 ハレノテラスD棟

 埼玉県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール浦和美園 埼玉県さいたま市緑区美園5-50-1 イオン浦和美園SC3F

 埼玉県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール羽生 埼玉県羽生市川崎2丁目281番地3 イオンモール羽生3F

 埼玉県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール北戸田 埼玉県戸田市美女木東1-3-1 イオン北戸田SC3F

 埼玉県 ヴィレッジヴァンガード モラージュ菖蒲 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1 モラージュ菖蒲3F

 埼玉県 ヴィレッジヴァンガード ピオニウォーク東松山 埼玉県東松山市あずま町四丁目3番地 ピオニウォーク東松山2F

 埼玉県 ヴィレッジヴァンガード コクーン新都心 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-1 コクーン1 西館1F

 埼玉県 ヴィレッジヴァンガード 川越ルミネ 埼玉県川越市脇田本町39-19 ルミネ川越3F

 埼玉県 ヴィレッジヴァンガード イオンレイクタウンmori PLUS 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1 イオンレイクタウンmori1F

 埼玉県 ヴィレッジヴァンガード イオンレイクタウンkaze 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地2 イオンレイクタウン KAZE3F

 埼玉県 イトーヨーカドー 春日部店 埼玉県春日部市中央1-13-1

 埼玉県 イトーヨーカドー 大宮宮原店 埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1

 埼玉県 イトーヨーカドー 三郷店 埼玉県三郷市ピアラシティ1-1-1

 埼玉県 イトーヨーカドー アリオ川口店 埼玉県川口市並木元町1-79

 埼玉県 イトーヨーカドー アリオ深谷店 埼玉県深谷市上柴町西4-2-14

 埼玉県 イトーヨーカドー アリオ鷲宮店 埼玉県久喜市久本寺谷田7-1

 埼玉県 イトーヨーカドー アリオ上尾店 埼玉県上尾市大字壱丁目367

 千葉県 蔦屋書店 茂原店 千葉県茂原市六ツ野八貫野2785番1 ライフガーデン茂原SC

 千葉県 ヨドバシカメラ 千葉店 千葉県千葉市中央区富士見2丁目3－1 塚本大千葉ビルB1F~2

 千葉県 For kids'+b byこぐま ボンベルタ成田店 千葉県成田市赤坂2-1-10 ボンベルタ 3階

 千葉県 For kids'+b byこぐま 流山おおたかの森S・C店 千葉県流山市おおたかの森南1-5-1 流山おおたかの森S･C 3階

 千葉県 そごう千葉店 本館6階玩具売場 千葉県千葉市中央区新町1000

 千葉県 キャラカプちはら台店 千葉県市原市ちはら台西3丁目4番ショッピングモールunimoちはら台 2F

 千葉県 キャラカプ千葉NT店 千葉県印西市中央北3丁目2番イオンモール千葉ニュータウン  モール棟3階

 千葉県 キャラカプ津田沼店 千葉県習志野市津田沼1-23-1イオンモール津田沼2F

 千葉県 BEPOPセブンパークアリオ柏店 千葉県柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏3階

 千葉県 雑貨館インキューブ千葉ニュータウン店 千葉県印西市中央北3-2イオンモール千葉ニュータウン1階

 千葉県 アピタパワー君津 千葉県君津市久保一丁目1番1号

 千葉県 アピタ木更津 千葉県木更津市ほたる野四丁目2番48

 千葉県 ZACCANIA流山おおたかの森店 千葉県流山市おおたかの森南1-5-1流山おおたかの森S･C 本館3F

 千葉県 オリンピア ユニモちはら台店 千葉県市原市ちはら台西3-4 ショッピングモール ユニモちはら台2F

 千葉県 パーティリコ イオンモール幕張新都心店 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5イオンモール幕張新都心店ファミリーモール3F

 千葉県 パステル 千葉長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町330番地50ワンズモール 1F

 千葉県 CHARMY津田沼店 千葉県習志野市谷津1-16-1 モリシア津田沼店1F

 千葉県 PIVOT船橋店 千葉県船橋市山手1-1-8 イオンモール船橋3F

 千葉県 PIVOT幕張新都心店 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張新都心3F

 千葉県 Purse我孫子店 千葉県我孫子市我孫子4-11-1 あびこショッピングプラザ3F

 千葉県 イオンスタイル検見川浜店 千葉県千葉市美浜区真砂4-2-6   

 千葉県 イオンノア店 千葉県野田市中根36番1

 千葉県 イオンマリンピア店 千葉県千葉市美浜区高洲3-13-1

 千葉県 イオンユーカリが丘店        千葉県佐倉市西ユーカリが丘6-12-3

 千葉県 イオン旭店 千葉県旭市イ-2676番地

 千葉県 イオン稲毛店 千葉県千葉市稲毛区小仲台1-4-20

 千葉県 イオン臼井店 千葉県佐倉市王子台1-23

 千葉県 イオン鎌ヶ谷店 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-7-1

 千葉県 イオン鎌取店 千葉県千葉市緑区あゆみ野3-16-1

 千葉県 イオン鴨川店 千葉県鴨川市横渚973-1

 千葉県 イオン館山店 千葉県館山市八幡545-1

 千葉県 イオン市川妙典店 千葉県市川市妙典5-3-1

 千葉県 イオン新浦安店 千葉県浦安市入船1-4-1

 千葉県 イオン成田店 千葉県成田市ウイング土屋24

 千葉県 イオン千葉ニュータウン店 千葉県印西市中央北3-1-1

 千葉県 イオン船橋店 千葉県船橋市山手1丁目1番地8号 イオン直営3階

 千葉県 イオン大網白里店 千葉県大網白里市みやこ野1-1-2

 千葉県 イオン銚子店 千葉県銚子市三崎町2丁目2660-1

 千葉県 イオン津田沼店 千葉県習志野市津田沼1-23-1

 千葉県 イオン柏店 千葉県柏市豊町2-5-25

 千葉県 イオン八街店 千葉県八街市文違301

 千葉県 イオン八千代緑が丘店 千葉県八千代市緑が丘2-1-3

 千葉県 イオン幕張新都心店 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 グランドモール

 千葉県 イオン幕張店 千葉県千葉市美浜区ヒビ野1-3

 千葉県 イオン木更津店 千葉県木更津市築地1-4

 千葉県 キッズリパブリック幕張新都心店 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5 ファミリーモール2F

 千葉県 イトーヨーカドー 津田沼店 千葉県習志野市津田沼1-10-30

 千葉県 イトーヨーカドー 松戸店 千葉県松戸市松戸1149

 千葉県 イトーヨーカドー 船橋店 千葉県船橋市本町7-6-1

 千葉県 イトーヨーカドー 四街道店 千葉県四街道市中央5番地

 千葉県 イトーヨーカドー アリオ蘇我店 千葉県千葉市中央区川崎町52-7

 千葉県 イトーヨーカドー アリオ市原店 千葉県市原市更級4-3-2

 千葉県 イトーヨーカドー アリオ柏店 千葉県柏市大島田1-6-1

 千葉県 精文館書店 TSUTAYA BOOKSTORE テラスモール松戸 千葉県松戸市八ヶ崎二丁目8番地の1 2F

 千葉県 ヴィレッジヴァンガード ニッケコルトンプラザ 千葉県市川市鬼高1丁目1番1号 ニッケコルトンプラザ3F

 千葉県 ヴィレッジヴァンガード マルイ柏VAT 千葉県柏市柏1-1-11 柏マルイB1F

 千葉県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール木更津 千葉県木更津市築地1-4 イオンモール木更津2F

 千葉県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール成田 千葉県成田市ウイング土屋24 イオンモール成田2F

 千葉県 ヴィレッジヴァンガード ららぽーとTOKYO-BAY 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY南館3F

 千葉県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール幕張新都心 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張 グランドモール3F

 東京都 Nintendo TOKYO 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 6F

 東京都 カービィカフェ TOKYO 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 イーストヤード4F 9番地

 東京都 カービィカフェ ザ・ストア 東京 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 イーストヤード4F 11番地

 東京都 コーチャンフォー 若葉台店 東京都稲城市若葉台2丁目9番2

 東京都 テレビ局公式ショップ ツリービレッジ 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 ウエストヤード 4階

 東京都 ヨドバシカメラ 新宿西口本店 ゲーム館 東京都新宿区西新宿1丁目11－11 河野ビル

 東京都 ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 東京都千代田区神田花岡町1－1

 東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア上野2号店 東京都台東区上野4丁目9－8

 東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア町田 東京都町田市原町田1丁目1－11

 東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア 吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目19－1

 東京都 あみあみ秋葉原ラジオ会館店 東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館4階

 東京都 コトブキヤ秋葉原館 東京都千代田区外神田1-8-8 岡嶋ビル

 東京都 小田急百貨店 新宿店 東京都新宿区西新宿1丁目1番3号 9階 玩具売場

 東京都 おもちゃのマミー 東京都目黒区自由が丘1-7-14ドゥーブルビル1F

 東京都 キデイランド池袋サンシャインシティ店 東京都豊島区東池袋3-1-2 サンシャインシティアルパ2F

 東京都 キデイランド原宿店内　PUPUPU MARKET 東京都渋谷区神宮前 6-1-9

 東京都 西友 福生店 東京都福生市東町5-1

 東京都 西友 リヴィンオズ大泉店 東京都練馬区東大泉2丁目10-11

 東京都 西友 リヴィン田無店 東京都西東京市田無町2丁目1-1

 東京都 西友 リヴィン光が丘店 東京都練馬区光が丘5丁目1-1

 東京都 博品館 TOYS CONCEPT 東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパークセントラルコート1階E109

 東京都 京王百貨店 新宿店 7階おもちゃプラザ 東京都新宿区西新宿1-1-4

 東京都 京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店 7階玩具売場 東京都多摩市関戸1-10-1

 東京都 西武池袋本店 6階トイランド 東京都豊島区南池袋1-28-1

 東京都 東急百貨店 吉祥寺店 6階玩具売場 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-3-1  

 東京都 ヤマシロヤ 東京都台東区上野6-14-6 3階

 東京都 バラサ・バルコ 立川店 東京都立川市泉町935-1 ららぽーと立川立飛3F 3470

 東京都 スーパーポテト 秋葉原店 東京都千代田区外神田1丁目11－2 北林ビル3F/4F/5F

 東京都 Dearパティズ府中店 東京都府中市宮町1-50くるる2F

 東京都 パーティリコ アリオ亀有店 東京都葛飾区亀有3丁目49-3アリオ亀有3F

 東京都 パーティリコ アリオ西新井店 東京都足立区西新井栄町1-20-1アリオ西新井店3F

 東京都 パーティリコ スナモ店 東京都江東区新砂3-4-31南砂町SCSUNAMO3F

 東京都 パーティリコ ララテラス南千住店 東京都荒川区南千住4-7-2LaLaテラス南千住2F

 東京都 パーティリコ 東京ソラマチ店 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

 東京都 パステル 仙川 東京都調布市若葉町2丁目1-7島忠ホームズ2F

 東京都 パステル 多摩センター店 東京都多摩市落合2-33クロスガーデン多摩3階

 東京都 パステル 町田根岸店 東京都町田市根岸町230番地7アメリア町田根岸ショッピングセンター 2階

 東京都 原宿シャイン昭島店 東京都昭島市宮沢町500番地1イオン昭島SC2F

 東京都 PIVOT多摩平の森店 東京都日野市多摩平2-4-1 イオンモール多摩平の森3F

 東京都 PIVOT東久留米店 東京都東久留米市南沢5-17 イオンモール東久留米SC3F

 東京都 Purse昭島店 東京都昭島市田中町562-1 モリタウン昭島東館2F区画323002

 東京都 Purse日の出店 東京都西多摩郡日の出町平井字三吉野桜木237番3 イオンモール日の出店

 東京都 イオンスタイル東久留米店 東京都東久留米市南沢5丁目17－62

 東京都 イオンスタイル碑文谷店 東京都目黒区碑文谷4-1-1

 東京都 イオンむさし村山店 東京都武蔵村山市榎1-1-3

 東京都 イオン葛西店 東京都江戸川区西葛西3丁目9番19号

 東京都 イオン西新井店 東京都足立区梅島3-32-7

 東京都 イオン東雲店 東京都江東区東雲1-9-10

 東京都 イオン南砂店 東京都江東区南砂6-7-15

 東京都 イオン日の出店 東京都西多摩郡日の出町平井237番地3

 東京都 イオン板橋前野町店 東京都板橋区前野町4-21-22

 東京都 イオン板橋店 東京都板橋区徳丸2-6-1

 東京都 イオン品川シーサイド店 東京都品川区東品川4-12-5

 東京都 イオン練馬店   東京都練馬区光が丘5-1-1

 東京都 ザ・ビッグ昭島店 東京都昭島市宮沢町500-1

 東京都 TBSストア東京駅店 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1F 東京キャラクターストリート

 東京都 アニメイト 池袋本店 東京都豊島区東池袋 1-20-7

 東京都 イトーヨーカドー 小岩店 東京都江戸川区西小岩1-24-1

 東京都 イトーヨーカドー アリオ亀有店 東京都葛飾区亀有3-49-3

 東京都 イトーヨーカドー 曳舟店 東京都墨田区京島1-2-1

 東京都 イトーヨーカドー 武蔵境店 東京都武蔵野市境南町2-2-20

 東京都 イトーヨーカドー 東久留米店 東京都東久留米市本町3-8-1

 東京都 イトーヨーカドー 南大沢店 東京都八王子市南大沢2-28-1

 東京都 イトーヨーカドー 八王子店 東京都八王子市狭間町1462-1

 東京都 イトーヨーカドー 拝島店 東京都昭島市松原町3-2-12

 東京都 イトーヨーカドー 東大和店 東京都東大和市桜が丘2-142-1

 東京都 イトーヨーカドー 国領店 東京都調布市国領町8-2-64

 東京都 イトーヨーカドー 武蔵小金井店 東京都小金井市本町6-14-9

 東京都 イトーヨーカドー 大井町店 東京都品川区大井1-3-6

 東京都 イトーヨーカドー アリオ葛西店 東京都江戸川区東葛西9-3-3

 東京都 イトーヨーカドー 木場店 東京都江東区木場1-5-30

 東京都 イトーヨーカドー 大森店 東京都大田区大森北2-13-1

 東京都 イトーヨーカドー アリオ北砂店 東京都江東区北砂2-17-1

 東京都 イトーヨーカドー 赤羽店 東京都北区赤羽西1-7-1

 東京都 イトーヨーカドー アリオ西新井店 東京都足立区西新井栄町1-20-1

 東京都 博品館TOY PARK 銀座本店 東京都中央区銀座8-8-11

 東京都 ヴィレッジヴァンガード イオンモール日ノ出 東京都西多摩郡日ノ出町大字平井字三吉野桜木237-3 イオンモール日ノ出3F

 東京都 ヴィレッジヴァンガード ららぽーと立川立飛 東京都立川市泉町935-1 ららぽーと立川立飛3F

 東京都 ヴィレッジヴァンガード イオンモールむさし村山 東京都武蔵村山市榎1-1-3 イオンモールむさし村山2F

 東京都 ヴィレッジヴァンガード 吉祥寺パルコ オン ザ コーナー 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ6F

 東京都 ヴィレッジヴァンガード 町田ルミネ 東京都町田市原町田6-1-11 ルミネ町田10F

 東京都 ヴィレッジヴァンガード 高円寺 東京都杉並区高円寺南3-46-10 VORT高円寺南1.2F

 東京都 ヴィレッジヴァンガード 二子玉川ライズ 東京都世田谷区玉川二丁目21番1号 二子玉川ライズSC リバーフロント4F

 東京都 ヴィレッジヴァンガード 下北沢 東京都世田谷区北沢2-10-15 マルシェ下北沢1F

 東京都 ヴィレッジヴァンガード BLUE BEAT新宿ルミネエスト 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿5F

 東京都 ヴィレッジヴァンガード 渋谷本店 東京都渋谷区宇田川町23-3 渋谷第一勧銀共同ビルB1･B2F

 神奈川県 ヨドバシカメラ マルチメディア横浜 神奈川県横浜市西区北幸1丁目2－7

 神奈川県 ヨドバシカメラ マルチメディア川崎ルフロン 神奈川県川崎市川崎区日進町1－11 ルフロンB1F~4

 神奈川県 ヨドバシカメラ マルチメディア京急上大岡 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6-1

 神奈川県 キデイランド港北ニュータウン店 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央5-1 港北東急ショッピングセンター2F

 神奈川県 そごう横浜店 8階玩具売場 神奈川県横浜市西区高島2-18-1

 神奈川県 京急百貨店 5階玩具・子供用品売場 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1

 神奈川県 東急百貨店 たまプラーザ店 5階玩具売場 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-7

 神奈川県 prepoint BEAUTIFUL LIFE EVERY DAY 座間店 神奈川県座間市広野台2-10-4 イオンモール座間1F

 神奈川県 バラサ・バルコ 港北店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポートモール3F

 神奈川県 アピタ戸塚 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町769番1

 神奈川県 アピタ長津田 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台四丁目7-1

 神奈川県 パーティリコ トレッサ横浜店 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地トレッサ横浜南棟1F

 神奈川県 パーティリコ 川崎ルフロン店 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11川崎ルフロン3階

 神奈川県 パステル 川崎大師店 神奈川県川崎市川崎区中瀬3-20-20島忠ホームズ川崎大師店 2F

 神奈川県 パステル 相模原店 神奈川県相模原市南区大野台6丁目1番1号ニトリモール相模原 2階

 神奈川県 パステル 東神奈川店 神奈川県横浜市神奈川区富家町1イオン東神奈川店 3F

 神奈川県 箱根園ショッピングプラザ 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根139

 神奈川県 Purse座間店 神奈川県座間市広野台2-10-4 イオンモール座間店3F

 神奈川県 イオンスタイル座間店 神奈川県座間市広野台2-10-4

 神奈川県 イオン横浜新吉田店 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-49-1

 神奈川県 イオン海老名店 神奈川県海老名市中央2-4-1

 神奈川県 イオン茅ヶ崎中央店 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目5-16

 神奈川県 イオン久里浜店 神奈川県横須賀市久里浜5-13-1

 神奈川県 イオン橋本店 神奈川県相模原市緑区橋本6-2-1

 神奈川県 イオン金沢シーサイド店 神奈川県横浜市金沢区並木2-13-1

 神奈川県 イオン金沢八景店  神奈川県横浜市金沢区泥亀1-27-1

 神奈川県 イオン駒岡店 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5-6-1

 神奈川県 イオン厚木店 神奈川県厚木市中町1-5-10

 神奈川県 イオン湘南茅ヶ崎店 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71

 神奈川県 イオン新百合ヶ丘店 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-19

 神奈川県 イオン秦野店 神奈川県秦野市入船町12-1

 神奈川県 イオン相模原店 神奈川県相模原市南区古淵2丁目10-1

 神奈川県 イオン大和鶴間店 神奈川県大和市下鶴間1-2-1

 神奈川県 イオン大和店 神奈川県大和市渋谷6丁目6－1

 神奈川県 イオン東神奈川店 神奈川県横浜市神奈川区富家町1

 神奈川県 イオン本牧店 神奈川県横浜市中区本牧原7-1

 神奈川県 キッズリパブリックノースポートモール店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目25番地1号ノースポートモール3階

 神奈川県 キッズリパブリック東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区品濃町535-1

 神奈川県 イトーヨーカドー 綱島店 神奈川県横浜市港北区綱島西2-8-1

 神奈川県 イトーヨーカドー 伊勢原店 神奈川県伊勢原市桜台1-8-1

 神奈川県 イトーヨーカドー 溝ノ口店 神奈川県川崎市高津区久本3-6-20

 神奈川県 イトーヨーカドー 新百合ケ丘店 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1

 神奈川県 イトーヨーカドー 古淵店 神奈川県相模原市南区古淵3-13-33

 神奈川県 イトーヨーカドー ららぽ－と横浜店 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1

 神奈川県 イトーヨーカドー アリオ橋本店 神奈川県相模原市緑区大山町1-22

 神奈川県 イトーヨーカドー グランツリー武蔵小杉店 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1

 神奈川県 イトーヨーカドー 上永谷店 神奈川県横浜市港南区丸山台1-12

 神奈川県 イトーヨーカドー 能見台店 神奈川県横浜市金沢区能見台東3-1

 神奈川県 イトーヨーカドー 横浜別所店 神奈川県横浜市南区別所1-14-1

 神奈川県 イトーヨーカドー 川崎店 神奈川県川崎市川崎区小田栄2-2-1

 神奈川県 イトーヨーカドー 大和鶴間店 神奈川県大和市下鶴間1-3-1

 神奈川県 イトーヨーカドー 湘南台店 神奈川県藤沢市石川6-2-1

 神奈川県 イトーヨーカドー 立場店 神奈川県横浜市泉区中田西1-1-15

 神奈川県 ヴィレッジヴァンガード トレッサ横浜 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地 トレッサ横浜南棟3F

 神奈川県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール座間 神奈川県座間市広野台2丁目10-4 イオンモール座間3F

 神奈川県 ヴィレッジヴァンガード 西武東戸塚 神奈川県横浜市戸塚区 品濃町537-1 西武東戸塚S.C.5F

 神奈川県 ヴィレッジヴァンガード ららぽーと湘南平塚 神奈川県平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚3F

 神奈川県 ヴィレッジヴァンガード 横浜ワールドポーターズ 神奈川県横浜市中区新港町2-2-1 横浜ワールドポーターズ3F

 神奈川県 ヴィレッジヴァンガード マルイファミリー海老名 神奈川県海老名市中央1-6-1 マルイファミリー海老名5F

 神奈川県 ヴィレッジヴァンガード 川崎チッタ 神奈川県川崎市川崎区小川町4-1 ラチッタデッラ2F

 神奈川県 ヴィレッジヴァンガード 横浜ビブレ 神奈川県横浜市西区南幸2-15-13 横浜ビブレ5F

 神奈川県 アニメイト 横浜ビブレ 神奈川県横浜市西区南幸2丁目 15－13 横浜ビブレ8F

関東



地域 店舗名 住所

 新潟県 ヨドバシカメラ マルチメディア新潟駅前店 新潟県新潟市中央区弁天1丁目2－6

 新潟県 アピタ新潟亀田 新潟県新潟市江南区鵜ノ子四丁目466番地

 新潟県 アピタ新潟西 新潟県新潟市西区小新五丁目7番21号

 新潟県 アピタ長岡 新潟県長岡市千秋2-278

 新潟県 CHARMY上越店 新潟県上越市富岡3457 イオン上越店内

 新潟県 CHARMY新潟西店 新潟県新潟市西区小新5-7-21 アピタ新潟西店2F

 新潟県 PIVOT新潟南店 新潟県新潟市江南区下早通り柳田1-1-1 イオン新潟南店内区画NO304

 新潟県 PIVOT長岡店 新潟県長岡市千秋2-278 リバーサイド千秋内2F区画234

 新潟県 PIVOT柏崎店 新潟県柏崎市東長浜町4-15 MEGAドンキ内

 新潟県 Purse十日町店 新潟県十日町市字宇川端丑784-1

 新潟県 Purse青山店 新潟県新潟市西区青山2-5-1 イオン新潟青山店 区画NO218

 新潟県 原宿シャイン新発田店 新潟県新発田市住吉町5-11-5 イオン新発田SC2F

 新潟県 原宿シャイン六日町店 新潟県南魚沼市余川3100 イオン六日町店1F

 新潟県 イオン県央店 新潟県燕市井土巻3-65

 新潟県 イオン三条店 新潟県三条市西裏館2丁目12-20

 新潟県 イオン十日町店 新潟県十日町市高田町六丁目691番地

 新潟県 イオン小千谷店 新潟県小千谷市大字平沢新田字荒田339

 新潟県 イオン上越店 新潟県上越市富岡3457

 新潟県 イオン新潟西店 新潟県新潟市西区小新南2-1-10

 新潟県 イオン新潟青山店 新潟県新潟市西区青山2-5-1

 新潟県 イオン新潟東店 新潟県新潟市東区大形本町3-1-2

 新潟県 イオン新潟南店 新潟県新潟市江南区下早通柳田1-1-1

 新潟県 イオン新発田店 新潟県新発田市住吉町5-11-5

 新潟県 イオン村上東店 新潟県村上市仲間町200番地

 新潟県 イオン長岡店 新潟県長岡市古正寺1-249-1

 新潟県 イオン白根店 新潟県新潟市南区能登409-2

 新潟県 イオン六日町店 新潟県南魚沼市余川3100

 新潟県 ヴィレッジヴァンガード 新潟ビルボードプレイス 新潟県新潟市中央区八千代2-1-2 万代シティビルボードプレイス4F

 新潟県 ヴィレッジヴァンガード リバーサイド千秋 新潟県長岡市千秋2丁目278番地 リバーサイド千秋2F

 富山県 おもちゃのバンビ 富山県富山市本郷新16-8

 富山県 平和堂 アル・プラザ富山店  富山県富山市婦中町下轡田165番地の1

 富山県 平和堂 アル・プラザ小杉店  富山県射水市三ケ2602

 富山県 アピタ富山 富山県富山市上袋100番68

 富山県 アピタ富山東 富山県富山市上冨居三丁目8番38号

 富山県 イオン高岡店 富山県高岡市江尻331-1

 富山県 イオン高岡南店 富山県高岡市下伏間江383

 富山県 キッズリパブリックとなみ店 富山県砺波市中神1丁目174番地

 富山県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール高岡 富山県高岡市下伏間江383 イオンモール高岡2F

 石川県 大和百貨店 香林坊店 7階玩具売場 石川県金沢市香林坊1-1-1

 石川県 平和堂 アル・プラザ加賀店  石川県加賀市作見町ル25番1

 石川県 平和堂 アル・プラザ金沢店  石川県金沢市諸江町30番1号

 石川県 アピタ金沢 石川県金沢市中村町10番20号

 石川県 アピタ松任 石川県白山市幸明町280番地

 石川県 イオンかほく店 石川県かほく市内日角夕25

 石川県 イオンスタイル新小松店 石川県小松市清六町315

 石川県 イオンスタイル白山店 石川県白山市横江町土地区画整理事業施工地区内1街区

 石川県 イオンもりの里店 石川県金沢市もりの里1-70

 石川県 イオン加賀の里店 石川県加賀市上河崎町47-1

 石川県 イオン金沢店 石川県金沢市福久2丁目58番地

 石川県 イオン小松店 石川県小松市平面町ア69

 石川県 イオン松任店 石川県白山市平松町102-1

 石川県 イオン野々市南店 石川県野々市市上林4-747

 石川県 ヴィレッジヴァンガード イオンモールかほく 石川県かほく市内日角タ25番 イオンモールかほく1F

 石川県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール新小松 石川県小松市清六町315番地 イオンモール新小松3F

 石川県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール白山 石川県白山市横江町1681  

 福井県 西武福井店 7階玩具売場 福井県福井市中央1-8-1

 福井県 平和堂 アル・プラザアミ店  福井県坂井市春江町随応寺第16号11番地

 福井県 平和堂 アル・プラザベル店  福井県福井市花堂南2丁目16番1号

 福井県 平和堂 アル・プラザ鯖江店  福井県鯖江市下河端町16字下町16番1

 福井県 アピタ福井大和田 福井県福井市大和田町二丁目1230番地

 福井県 ヴィレッジヴァンガード フェアモール福井 福井県福井市大和田2-1230 フェアモール福井1F

 山梨県 イトーヨーカドー 甲府昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町西条13-1

 山梨県 ヨドバシカメラ マルチメディア甲府 山梨県甲府市丸の内1丁目3－3

 山梨県 アピタ双葉 山梨県甲斐市志田字柿木645番地1

 山梨県 パステル 富士河口湖店 山梨県南都留郡富士河口湖町船津2986河口湖ショッピングセンターBELL 3階

 山梨県 イオン甲府昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505－1

 山梨県 イオン石和店 山梨県笛吹市石和町駅前16-1

 山梨県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール甲府昭和 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 イオンモール甲府昭和2F

 長野県 イトーヨーカドー アリオ上田店 長野県上田市天神3-5-1

 長野県 ながの東急百貨店 本館6階玩具売場 長野県長野市南千歳1-1-1

 長野県 Colletムカイ MEGAドン・キホーテ長野店 長野県長野市高田1758 MEGAドン･キホーテ長野店1F

 長野県 Colletムカイ オギノ茅野店 長野県茅野市塚原1-17-1 オギノ茅野ショピングセンター2F

 長野県 アピタ伊那 長野県伊那市西町5182番地1

 長野県 アピタ岡谷 長野県岡谷市銀座一丁目1番5号

 長野県 アピタ飯田 長野県飯田市鼎名古熊2461番地

 長野県 イオンスタイル松本店 長野県松本市中央4丁目9番51号

 長野県 イオン佐久平店 長野県佐久市佐久平駅南11-10

 長野県 イオン上田店 長野県上田市常田2-12-18

 長野県 イオン中野店 長野県中野市一本木252-1

 長野県 イオン南松本店 長野県松本市双葉5-20

 長野県 イオン飯田店 長野県飯田市上郷飯沼1575

 長野県 イオン豊科店 長野県安曇野市豊科4272-10

 長野県 イオン箕輪店 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪9025

 長野県 イオン木曽福島店 長野県木曽郡木曽町福島5398-1

 長野県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール佐久平 長野県佐久市佐久平駅南11-10 イオンモール佐久平2F

 長野県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール松本 長野県松本市中央4-9-51 イオンモール松本 晴庭棟2F

 岐阜県 平和堂 アル・プラザ鶴見店  岐阜県大垣市鶴見町字上渡瀬641番地の2

 岐阜県 アピタ各務原 岐阜県各務原市鵜沼各務原町八丁目7番地

 岐阜県 アピタ御嵩 岐阜県可児郡御嵩町上恵土1052番1

 岐阜県 アピタ大垣 岐阜県大垣市林町六丁目80番21

 岐阜県 アピタ北方 岐阜県本巣郡北方町平成二丁目3番地

 岐阜県 ピアゴ多治見 岐阜県多治見市住吉町三丁目19番地の1

 岐阜県 イオン各務原店 岐阜県各務原市那加萱場町3-8

 岐阜県 イオン関店 岐阜県関市倉知516番地

 岐阜県 イオン岐阜店 岐阜県岐阜市正木中1丁目2番1号

 岐阜県 イオン大垣店 岐阜県大垣市外野2-100

 岐阜県 イオン柳津店 岐阜県岐阜市柳津町本郷4-1-1

 岐阜県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール各務原 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 イオンモール各務原2F

 静岡県 遠鉄百貨店 本館5階玩具売場 静岡県浜松市中区砂山町320-2 

 静岡県 キャラカプ志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂二丁目37番1号イオンモール浜松志都呂3階 

 静岡県 Root Star イトーヨーカドー三島店 静岡県三島市中田町9-30 イトーヨーカドー三島3F

 静岡県 おもちゃハウスだるまや 静岡県菊川市加茂5817

 静岡県 ホビヨン藤枝店 静岡県藤枝市築地539-1

 静岡県 ホビヨン富士店 静岡県富士市青葉町157

 静岡県 ユーベル浜松志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂2丁目37－1イオンモール浜松志都呂3階

 静岡県 アピタ伊東 静岡県伊東市玖須美元和田720番地の143

 静岡県 アピタ静岡 静岡県静岡市駿河区石田一丁目5番1号

 静岡県 アピタ大仁 静岡県伊豆ノ国市吉田字九十分153番の1

 静岡県 アピタ島田 静岡県島田市宝来町8番2号

 静岡県 アピタ磐田 静岡県磐田市今之浦三丁目1番11

 静岡県 アピタ浜北 静岡県浜松市浜北区貴布祢1200番地

 静岡県 クイーンズパステル 藤枝店 静岡県藤枝市前島1-7-10BiVi藤枝2F(A号)

 静岡県 パステル 浜北店 静岡県浜松市浜北区貴布称1200番地プレ葉ウォーク浜北1F

 静岡県 イオン焼津店 静岡県焼津市祢宜島555

 静岡県 イオン清水店 静岡県静岡市清水区上原1-6-16

 静岡県 イオン袋井店 静岡県袋井市上山梨4丁目1番地の1

 静岡県 イオン浜松市野店 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3

 静岡県 イオン浜松志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂2丁目37番1号

 静岡県 イオン浜松西店 静岡県浜松市西区入野町6244-1

 静岡県 イオン富士宮店 静岡県富士宮市浅間町1-8

 静岡県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール浜松志都呂 静岡県浜松市西区志都呂2-37-1 イオンモール浜松志都呂3F

 静岡県 ヴィレッジヴァンガード 静岡パルコ 静岡県静岡市葵区紺屋町6-7 静岡パルコ6F

 静岡県 ヴィレッジヴァンガード ららぽーと磐田 静岡県磐田市高見丘1200番地 ららぽーと磐田2F

 静岡県 ヴィレッジヴァンガード イオンタウン富士宮 静岡県富士宮市浅間町1-8 イオンモール富士宮2F

 静岡県 ヴィレッジヴァンガード ららぽーと沼津 静岡県沼津市沼津市字東荒301番地3 ららぽーと沼津3F

 静岡県 アニメイト 静岡パルコ 静岡県静岡市葵区紺屋町 6-7静岡 パルコ6F

 愛知県 精文館書店 新津島店 愛知県津島市片岡町60番地

 愛知県 ヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋店 愛知県名古屋市中区栄3丁目16－1 松坂屋 名古屋店 南館 4F~6

 愛知県 キデイランド上小田井店 愛知県名古屋市西区二方町40番mozoワンダーシティ3F

 愛知県 ビックカメラ 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1PRIMETREE AKAIKE(プライムツリー赤池)3F

 愛知県 松坂屋 名古屋店 本館5階おもちゃ売場 愛知県名古屋市中区栄3-16-1

 愛知県 キャラカプ岡崎店 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 イオンモール岡崎シネコン棟3F

 愛知県 キャラカプ常滑店 愛知県常滑市りんくう町二丁目20番3イオンモール常滑2階

 愛知県 スワンキーマーケット赤池店 愛知県日進市赤池箕ノ手1番 プライムツリー赤池3階

 愛知県 アピタパワー岩倉 愛知県岩倉市旭町一丁目25番地

 愛知県 アピタパワー大府 愛知県大府市明成町四丁目133番地

 愛知県 アピタ阿久比 愛知県知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉1番地12

 愛知県 アピタ安城南 愛知県安城市桜井町貝戸尻60番地

 愛知県 アピタ一宮 愛知県一宮市両郷町一丁目2番地

 愛知県 アピタ稲沢 愛知県稲沢市天池五反田町1番地

 愛知県 アピタ岡崎北 愛知県岡崎市日名北町4番地46

 愛知県 アピタ蒲郡 愛知県蒲郡市港町17番10号

 愛知県 アピタ刈谷 愛知県刈谷市南桜町二丁目56番地1

 愛知県 アピタ向山 愛知県豊橋市向山町字中畑1番地1

 愛知県 アピタ江南西 愛知県江南市松竹町上野205番地

 愛知県 アピタ港 愛知県名古屋市港区当知二丁目1501番地

 愛知県 アピタ高蔵寺 愛知県春日井市中央台二丁目5番地

 愛知県 アピタ瀬戸 愛知県瀬戸市幸町33番地

 愛知県 アピタ西尾 愛知県西尾市高畠町三丁目23-9

 愛知県 アピタ千代田橋 愛知県名古屋市千種区千代田橋二丁目1番1号

 愛知県 アピタ知立 愛知県知立市長篠町大山18番地の1

 愛知県 アピタ長久手 愛知県愛知郡長久手町戸田谷901番地1

 愛知県 アピタ東海荒尾 愛知県東海市荒尾町山王前60番地

 愛知県 アピタ名古屋空港 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先1番8

 愛知県 アピタ名古屋南 愛知県名古屋市南区豊田四丁目9番47号

 愛知県 アピタ名古屋北 愛知県名古屋市北区辻町九丁目1番地

 愛知県 アピタ鳴海 愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山3番地9

 愛知県 アピタ緑 愛知県名古屋市緑区徳重二丁目201番地

 愛知県 スーパーポテト 名古屋店 愛知県名古屋市中区大須3丁目11-30

 愛知県 ピアゴ上和田 愛知県岡崎市上和田町字サジ10

 愛知県 イオンスタイル豊田店 愛知県豊田市広路町1丁目1

 愛知県 イオンナゴヤドーム前店 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3

 愛知県 イオンワンダーシティ店 愛知県名古屋市西区二方町40

 愛知県 イオン岡崎南店 愛知県岡崎市戸崎町字ばら山1-1

 愛知県 イオン高橋店 愛知県豊田市東山町1-5-1

 愛知県 イオン三好店 愛知県みよし市三好町青木91

 愛知県 イオン守山店 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根3丁目1228番地

 愛知県 イオン春日井店 愛知県春日井市柏井町4-17

 愛知県 イオン小牧店 愛知県小牧市東1-126

 愛知県 イオン常滑店 愛知県常滑市りんくう町2丁目20番3

 愛知県 イオン新瑞橋店 愛知県名古屋市南区菊住一丁目7-10

 愛知県 イオン瀬戸みずの店 愛知県瀬戸市みずの坂2丁目253番地

 愛知県 イオン大高店 愛知県名古屋市緑区南大高2丁目450番地

 愛知県 イオン長久手店 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内5･10･11街区

 愛知県 イオン田原店 愛知県田原市田原町南新地76-1

 愛知県 イオン南陽店 愛知県名古屋市港区春田野1-330

 愛知県 イオン熱田店 愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11

 愛知県 イオン半田店 愛知県半田市有楽町8-7

 愛知県 イオン扶桑店 愛知県丹羽郡扶桑町南山名字高塚5-1

 愛知県 イオン豊橋南店 愛知県豊橋市野依町字落合1-12

 愛知県 イオン豊川店 愛知県豊川市開運通2-31

 愛知県 イオン名古屋茶屋店 愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11

 愛知県 イオン名古屋東店  愛知県名古屋市名東区猪子石原2-1701

 愛知県 イオン木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1

 愛知県 キッズリパブリック東浦店 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2

 愛知県 精文館書店 尾張一宮店 愛知県一宮市大和町宮地花池出町裏64

 愛知県 ヴィレッジヴァンガード リーフウォーク稲沢 愛知県稲沢市長野7-1-2 リーフウォーク稲沢1F

 愛知県 ヴィレッジヴァンガード ヴェルサウォーク西尾 愛知県西尾市高畠町3丁目23-9 ヴェルサウォーク西尾3F

 愛知県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール名古屋茶屋 愛知県名古屋市港区西茶屋2-11  イオンモール名古屋茶屋3F

 愛知県 ヴィレッジヴァンガード ららぽーと名古屋みなとアクルス 愛知県名古屋市港区港明2-3-2 ららぽーと名古屋みなとアクルス3F

 愛知県 ヴィレッジヴァンガード ららぽーと愛知東郷 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 ららぽーと愛知東郷3F

 愛知県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール東浦 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2 イオンモール東浦2F

 愛知県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール木曽川 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25-1 イオンモール木曽川3F

 愛知県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール大高 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目450番地 イオンモール大高3F

 愛知県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール岡崎 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 イオンモール岡崎SC3F

 愛知県 ヴィレッジヴァンガード mozoワンダーシティ 愛知県名古屋市西区二方町40番地 mozoワンダーシティ4F

 愛知県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール長久手 愛知県長久手市勝入塚501番地 イオンモール長久手4F

 愛知県 アニメイト 名古屋 愛知県名古屋市中村区椿町 18-4椿太閤 ビル

 愛知県 イトーヨーカドー 知多店 愛知県知多市新知東町1-10-1

 愛知県 イトーヨーカドー 安城店 愛知県安城市住吉町3-1-8

 愛知県 イトーヨーカドー 尾張旭店 愛知県尾張旭市南原山町石原116-4

中部



地域 店舗名 住所

 三重県 近鉄百貨店 四日市店 6階玩具売場 三重県四日市市諏訪栄町7-34

 三重県 アピタ伊賀上野 三重県伊賀市服部町1788番地

 三重県 アピタ桑名 三重県桑名市中央町三丁目21番地

 三重県 アピタ松阪三雲 三重県松阪市市場庄町1266番地の1

 三重県 イオンスタイル津南店 三重県津市高茶屋小森町145番

 三重県 イオン阿児店 三重県志摩市阿児町鵜方3215

 三重県 イオン伊賀上野店 三重県伊賀市上野茅町2519番地

 三重県 イオン伊勢店 三重県伊勢市楠部町乙160-2

 三重県 イオン久居店 三重県津市久居明神町風早2660

 三重県 イオン熊野店 三重県熊野市井戸町字井土353-1

 三重県 イオン桑名店 三重県桑名市新西方1-22

 三重県 イオン四日市尾平店 三重県四日市市尾平町字天王川原1805

 三重県 イオン四日市北店 三重県四日市市富州原町2-40

 三重県 イオン大安店 三重県いなべ市大安町高柳1945

 三重県 イオン鳥羽店 三重県鳥羽市大明西町1-1

 三重県 イオン津店 三重県津市桜橋3-446

 三重県 イオン東員店 三重県員弁郡東員町長深字築田510番地1

 三重県 イオン日永店 三重県四日市市日永4-2-41

 三重県 イオン明和店 三重県多気郡明和町中村1223

 三重県 イオン鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野羽山4丁目1番2号

 三重県 キッズリパブリック四日市泊店 三重県四日市市泊小柳町4-5 イオンタウン四日市泊2F

 三重県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール東員 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510-1 イオンモール東員2F

 三重県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール津南 三重県津市高茶屋小森町145 イオンモール津南3F

 三重県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール鈴鹿 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2 イオンモール鈴鹿1F

 三重県 イオン名張店 三重県名張市元町376

 滋賀県 近鉄百貨店 草津店 滋賀県草津市渋川1-1-50 4階玩具売り場

 滋賀県 平和堂 アル・プラザ草津店  滋賀県草津市西渋川1丁目23番30号

 滋賀県 平和堂 アル・プラザ守山店  滋賀県守山市播磨田町185-1

 滋賀県 平和堂 アル・プラザ水口店  滋賀県甲賀市水口町本綾野566番地の1

 滋賀県 平和堂 アル・プラザ長浜店  滋賀県長浜市小堀町450

 滋賀県 平和堂 アル・プラザ八日市店  滋賀県東近江市八日市浜野町3番1号

 滋賀県 平和堂 ビバシティ平和堂店  滋賀県彦根市竹ケ鼻町43番地の1

 滋賀県 イオン近江八幡店 滋賀県近江八幡市鷹飼町南3-7

 滋賀県 イオン草津店 滋賀県草津市新浜町300番地

 滋賀県 イオン大津京店 滋賀県大津市皇子が丘3-11-1

 滋賀県 イオン長浜店 滋賀県長浜市山階町271-1

 滋賀県 ヴィレッジヴァンガード イオン近江八幡SC 滋賀県近江八幡市鷹飼町190-9 イオン近江八幡SC2番街2F

 滋賀県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール草津 滋賀県草津市新浜町193番2 イオンモール草津SC3F

 京都府 ヨドバシカメラ マルチメディア京都 京都府京都市下京区東塩小路町590－2

 京都府 キデイランド京都四条河原町店 京都府京都市中京区河原町通蛸薬師下ル塩屋町344日新河原町ビル

 京都府 平和堂 アル・プラザ亀岡店  京都府亀岡市篠町野条上又11番地の1

 京都府 平和堂 アル・プラザ京田辺店  京都府京田辺市田辺中央五丁目2番地1

 京都府 平和堂 アル・プラザ城陽店  京都府城陽市富野荒見田112番地

 京都府 平和堂 アル・プラザ醍醐店  京都府京都市伏見区醍醐高畑町1-37

 京都府 平和堂 エール東舞鶴店店  京都府舞鶴市南浜町27番地5

 京都府 平和堂 エール峰山店 玩具売り場 京都府京丹後市峰山町新町1606番地の1

 京都府 イオン亀岡店 京都府亀岡市古世町西内坪101番地

 京都府 イオン久御山店 京都府久世郡久御山町森南大内156-1

 京都府 イオン京都桂川店 京都府京都市南区久世高田町376番地-1

 京都府 イオン京都五条店 京都府京都市右京区西院追分町25-1

 京都府 イオン高の原店 京都府木津川市相楽台1丁目1番1

 京都府 イオン福知山店 京都府福知山市岩井79-8

 京都府 イオン洛南店 京都府京都市南区吉祥院御池町31

 京都府 ヴィレッジヴァンガード イオンモールKYOTO 京都府京都市南区西九条鳥居口町1番地 イオンモールKYOTO4F 

 京都府 ヴィレッジヴァンガード イオンモール久御山 京都府久世郡久御山町森南大内156-1 イオンモール久御山2F

 大阪府 イトーヨーカドー 津久野店 大阪府堺市西区下田町20-1

 大阪府 イトーヨーカドー アリオ八尾店 大阪府八尾市光町2-3

 大阪府 イトーヨーカドー アリオ鳳店 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12

 大阪府 イトーヨーカドー あべの店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1

 大阪府 ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 大阪府大阪市北区大深町1－1

 大阪府 キデイランド大阪梅田店内　PUPUPU MARKET 大阪府大阪市北区芝田 1-1-3阪急三番街北館

 大阪府 ドン・キホーテ 梅田本店 大阪府大阪市北区小松原町4-16

 大阪府 平和堂 アル・プラザ香里園店  大阪府寝屋川市日新町5番5号

 大阪府 For kids' byこぐま 心斎橋店 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館7階 

 大阪府 京阪百貨店 守口店 6階玩具売場 大阪府守口市河原町8-3

 大阪府 近鉄百貨店 上本町店 7階For kids'+b byこぐま 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55

 大阪府 近鉄百貨店 本店 ウイング館8階 For kids' byこぐま 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店

 大阪府 髙島屋 堺店 6階玩具売場 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通59番地

 大阪府 SATELLITE天保山店 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10マーケットプレース2階

 大阪府 スーパーポテト オタロード店 大阪府大阪市浪速区日本橋3-8-18 平田ビル1階

 大阪府 イオンりんくう泉南店 大阪府泉南市りんくう南浜3-12

 大阪府 イオン茨木店 大阪府茨木市松ヶ本町8番30号-3

 大阪府 イオン喜連瓜破駅前店 大阪府大阪市平野区瓜破2-1-13

 大阪府 イオン金剛東店 大阪府富田林市向陽台3-1-1

 大阪府 イオン古川橋駅前店    大阪府門真市末広町41-2

 大阪府 イオン高槻店 大阪府高槻市荻之庄3丁目47-2

 大阪府 イオン鴻池店 大阪府東大阪市鴻池町1-1-72

 大阪府 イオン堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町1-1

 大阪府 イオン堺北花田店 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12

 大阪府 イオン四條畷店 大阪府四條畷市砂四丁目3番2号

 大阪府 イオン新茨木店 大阪府茨木市中津町18-1

 大阪府 イオン吹田店    大阪府吹田市朝日町2-101

 大阪府 イオン大阪ドームシティ店 大阪府大阪市西区千代崎3丁目13番1号

 大阪府 イオン大日店 大阪府守口市大日東町1-18

 大阪府 イオン長吉店 大阪府大阪市平野区長吉長原西1-1-10

 大阪府 イオン鶴見緑地店 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1

 大阪府 イオン日根野店 大阪府泉佐野市日根野2496-1

 大阪府 イオン布施駅前店 大阪府東大阪市長堂1-8-37

 大阪府 イオン北千里店 大阪府吹田市古江台4-2-50

 大阪府 イオン野田阪神店 大阪府大阪市福島区海老江1丁目1-23

 大阪府 イオン和泉府中店 大阪府和泉市肥子町2-2-1

 大阪府 ヴィレッジヴァンガード イオンモール茨木SC 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 イオンモール茨木3F

 大阪府 ヴィレッジヴァンガード 梅田ロフト 大阪府大阪市北区茶屋町16-7 梅田ロフト7F

 大阪府 ヴィレッジヴァンガード なんばパークス 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス5F

 大阪府 ヴィレッジヴァンガード イオンモール大日 大阪府守口市大日東町100番-1 イオンモール大日3F

 大阪府 ヴィレッジヴァンガード 京阪くずはモール 大阪府枚方市楠葉花園町15-1 くずはモールハナノモール3F

 大阪府 ヴィレッジヴァンガード イオンモール四条畷 大阪府四條畷市砂4-3-2 イオンモール四條畷3F

 大阪府 ヴィレッジヴァンガード あべのキューズ 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3F

 大阪府 ヴィレッジヴァンガード イオンモールりんくう泉南 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南2F

 大阪府 ヴィレッジヴァンガード イオンモール鶴見 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 イオンモール鶴見緑地4F

 大阪府 ヴィレッジヴァンガード QKアリオ八尾 大阪府八尾市光町2-3 アリオ八尾モール専門店3F

 大阪府 アニメイト 大阪日本橋 大阪府大阪市浪速区日本橋西 1-1-3アニメイトビル1 階･2 階

 兵庫県 イトーヨーカドー 加古川店 兵庫県加古川市別府町緑町2番地

 兵庫県 イトーヨーカドー 明石店 兵庫県明石市二見町西二見駅前1-18 

 兵庫県 イトーヨーカドー 甲子園店 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100

 兵庫県 神戸阪急 8階玩具売場 兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8

 兵庫県 イオンジェームス山店 兵庫県神戸市垂水区青山台7-7-1

 兵庫県 イオン伊丹昆陽店 兵庫県伊丹市池尻4丁目1番1

 兵庫県 イオン伊丹店 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1

 兵庫県 イオン加古川店 兵庫県加古川市平岡町新在家615-1

 兵庫県 イオン加西北条店 兵庫県加西市北条町北条308-1

 兵庫県 イオン高砂店 兵庫県高砂市緑丘2-1-40

 兵庫県 イオン三田ウッディタウン店 兵庫県三田市けやき台1-6-2

 兵庫県 イオン三木店 兵庫県三木市大村字砂163

 兵庫県 イオン山崎店 兵庫県宍粟市山崎町中井字城下10

 兵庫県 イオン社店 兵庫県加東市社1126-1

 兵庫県 イオン洲本店 兵庫県洲本市塩屋1-1-8

 兵庫県 イオン小野店 兵庫県小野市王子町868-1

 兵庫県 イオン神戸北店 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1

 兵庫県 イオン垂水店 兵庫県神戸市垂水区天ノ下町1-1

 兵庫県 イオン西宮店        兵庫県西宮市林田町2-24

 兵庫県 イオン赤穂店 兵庫県赤穂市中広字別所55-3

 兵庫県 イオン淡路店 兵庫県淡路市志筑新島10-2

 兵庫県 イオン猪名川店 兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1

 兵庫県 イオン南淡路店 兵庫県南あわじ市賀集八幡北378-1

 兵庫県 イオン尼崎店 兵庫県尼崎市次屋3-13-18

 兵庫県 イオン姫路リバーシティー店 兵庫県姫路市飾磨区細江2560番地

 兵庫県 イオン姫路大津店 兵庫県姫路市大津区大津町2-5

 兵庫県 イオン姫路店 兵庫県姫路市増位本町2-12-10

 兵庫県 イオン明石店 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り3-3-1

 兵庫県 イオン和田山店 兵庫県朝来市和田山町枚田岡774

 兵庫県 ヴィレッジヴァンガード イオン明石SC 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通3-3-1 イオン明石3F

 兵庫県 ヴィレッジヴァンガード 神戸ハーバーランドumie 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目7番2号 神戸ハーバーランドumie SOUTH MALL3F

 兵庫県 ヴィレッジヴァンガード つかしん 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1 つかしん ひがしまち南館4F

 兵庫県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール伊丹昆陽 兵庫県伊丹市池尻4-1-1 イオン伊丹昆陽4F

 兵庫県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール神戸北 兵庫県神戸市北区上津台8丁目1-1 イオンモール神戸北3F

 兵庫県 ヴィレッジヴァンガード あまがさきキューズモール 兵庫県尼崎市潮江1-3-1 あまがさきキューズモール3F

 兵庫県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール姫路リバーシティ 兵庫県姫路市飾磨区細江2560 イオンモール姫路リバーシティ3F

 兵庫県 ヴィレッジヴァンガード ららぽーと甲子園 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100 ららぽーと甲子園2F 

 奈良県 近鉄百貨店 橿原店 4階 玩具売場 奈良県橿原市北八木町3-65-11

 奈良県 近鉄百貨店 奈良店 6階玩具売場 奈良県奈良市西大寺東町2-4-1

 奈良県 アピタ大和郡山 奈良県大和郡山市田中町字宮西517番

 奈良県 イオン橿原店 奈良県橿原市曲川町7-20-1

 奈良県 イオン五條店 奈良県五條市今井2-150

 奈良県 イオン桜井店 奈良県桜井市上之庄278-1

 奈良県 イオン大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町741

 奈良県 イオン登美ヶ丘店 奈良県生駒市鹿畑町3027番地

 奈良県 モントイズ大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町741イオンモール2階

 奈良県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール橿原 奈良県橿原市曲川町7-20-1 イオンモール橿原3F

 奈良県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール大和郡山 奈良県大和郡山市下三橋町741 イオンモール大和郡山2F

 和歌山県 オークワ スーパーセンター南紀店 和歌山県新宮市佐野3丁目11-19

 和歌山県 オークワ パビリオンシティ田辺店 和歌山県田辺市稲成町新江原3165

 和歌山県 オークワ 箕島店 和歌山県有田市新堂10-3

 和歌山県 オークワ ロマンシティ御坊店 和歌山県御坊市湯川町財部181

 和歌山県 近鉄百貨店 和歌山店 4階トイランド 和歌山県和歌山市友田町5-18

 和歌山県 イオン新宮店 和歌山県新宮市橋本2-14-23

 和歌山県 イオン和歌山店 和歌山県和歌山市中字楠谷573番地

 和歌山県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール和歌山 和歌山県和歌山市中字楠谷573番地 イオンモール和歌山2F

近畿



地域 店舗名 住所

 鳥取県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール日吉津 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1 イオンモール日吉津2F

 鳥取県 ブックセンターコスモ 吉方店 鳥取県鳥取市南吉方1-115

 鳥取県 イオン鳥取店 鳥取県鳥取市天神町1

 鳥取県 イオン鳥取北店 鳥取県鳥取市晩稲348番地

 鳥取県 イオン日吉津店 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1

 鳥取県 イオン米子駅前店 鳥取県米子市末広町311

 岡山県 ABCパレード 岡南店 岡山県岡山市南区築港新町1-18-5  天満屋ハピータウン岡南店 3F

 岡山県 ABCパレード 倉敷店 岡山県倉敷市笹沖1274-1 ゆめタウン倉敷店 3F

 岡山県 ABCパレード 平島店 岡山県岡山市東区東平島163 ゆめタウン平島店 2F

 岡山県 C-メゾン 原尾島店 岡山県岡山市中区原尾島1-6-20 天満屋ハピータウン原尾島店 3F

 岡山県 いろは堂 おもちゃ館 岡山県岡山市北区問屋町19-103

 岡山県 こどもや リブ総社店 岡山県総社市門田187 天満屋ハピータウン リブ総社店 3F

 岡山県 こどもや 西大寺店 岡山県岡山市東区西大寺南1-2-1 天満屋ハピータウン 西大寺店 2F

 岡山県 イオンキッズ倉敷店 岡山県倉敷市水江1番地

 岡山県 イオンスタイル岡山店 岡山県岡山市北区下石井1丁目2番1号

 岡山県 イオン倉敷店 岡山県倉敷市水江1

 岡山県 イオン津山店 岡山県津山市河辺1001-1

 岡山県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール倉敷 岡山県倉敷市水江1 イオンモール倉敷2F

 岡山県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール岡山 岡山県岡山市北区下石井1-2-1 イオンモール岡山3F

 広島県 フジグラン神辺 広島県福山市神辺町大字新道上字2丁目10-26

 広島県 フジグラン緑井 広島県広島市安佐南区緑井一丁目5番2号

 広島県 フジグラン東広島 広島県東広島市西条町御薗宇4405番地

 広島県 フジグラン三原 広島県三原市円一町1丁目1番7号

 広島県 フジグランナタリー 広島県廿日市市阿品3丁目1番1号

 広島県 フジグラン尾道 広島県尾道市東尾道19番7

 広島県 フジグラン広島 広島県広島市中区宝町2番1号

 広島県 フジグラン高陽 広島県広島市安佐北区亀崎1丁目1番6号

 広島県 フジグラン安芸 広島県安芸郡坂町北新地2丁目3番30号

 広島県 ペリカン 呉店 広島県呉市宝町5-10 ゆめタウン呉店3F

 広島県 そごう広島店 6階玩具売場 広島県広島市中区基町6-27

 広島県 パーティリコ 広島ＬＥＣＴ店 広島県広島市西区扇2丁目1-45LECT2F

 広島県 イオン宇品店 広島県広島市南区宇品東6-1-15

 広島県 イオン広店 広島県呉市広本町2-17-1

 広島県 イオン広島祇園店 広島県広島市安佐南区祇園3丁目2-1

 広島県 イオン三原店 広島県三原市城町2-13-1

 広島県 キッズリパブリック広島府中店 広島県安芸郡府中町大須2-1-1

 広島県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール広島府中 広島県安芸郡府中町大須2-1-1 イオンモール広島府中3F

 広島県 ヴィレッジヴァンガード フジグラン神辺 広島県福山市神辺町大字新道上字2丁目10-26 フジグラン神辺2F

 広島県 ヴィレッジヴァンガード フジグラン東広島 広島県東広島市西条町御薗宇4405 フジグラン東広島2F

 広島県 アニメイト 広島 広島県広島市中区大手町 2-3-1アニメイトビル2F

 山口県 フジグラン山口 山口県山口市大字黒川3736番地

 山口県 フジグラン長門 山口県長門市仙崎字網田322番地2

 山口県 フジグラン宇部 山口県宇部市明神町3丁目1番1号

 山口県 ペリカン 宇部店 山口県宇部市黒石北3-4-1 ゆめタウン宇部店内1F

 山口県 ペリカン 山口店 山口県山口市大内千坊六丁目9-1 ゆめタウン山口店内2F

 山口県 イオン光店 山口県光市浅江木園1756-1

 山口県 イオン防府店 山口県防府市中央町1-3

 山口県 ヴィレッジヴァンガード おのだサンパーク 山口県山陽小野田市中川6-4-1 おのだサンパーク2F

 山口県 ヴィレッジヴァンガード イオンタウン防府 山口県防府市鐘紡町7-1 イオンタウン防府SC 2F

 島根県 ペリカン 浜田店 島根県浜田市港町227-1 ゆめタウン浜田店内3F

 島根県 ABCパレード 出雲店 島根県出雲市大塚町650-1 ゆめタウン出雲店 2F

 島根県 イオン益田店 島根県益田市乙吉町イ95-10

 島根県 イオン松江店 島根県松江市東朝日町151

 島根県 イオン大田店 島根県大田市長久町土江97

 島根県 キッズリパブリック出雲店 島根県出雲市渡橋町1066

中国



地域 店舗名 住所

 徳島県 フジグラン石井 徳島県名西郡石井町高川原字天神544番地1

 徳島県 フジグラン阿南 徳島県阿南市領家町土倉10番地

 徳島県 キッズリパブリック徳島店 徳島県徳島市南末広町4番1号

 徳島県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール徳島 徳島県徳島市南末広町4-1  イオンモール4F

 香川県 フジグラン十川 香川県高松市十川東町55番地1

 香川県 フジグラン丸亀 香川県丸亀市川西町南1280番地1

 香川県 ペリカン 高松店 香川県高松市三条町字中所608-1  ゆめタウン高松店内2F

 香川県 ペリカン 三豊店 香川県三豊市豊中町本山甲22番地 ゆめタウン三豊店内2F

 香川県 C-メゾン 宇多津店 香川県綾歌郡宇多津町浜2番丁16 イオンタウン宇多津店 1F

 香川県 イオン綾川店 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1

 香川県 イオン高松店 香川県高松市香西本町1-1

 香川県 イオン高松東店 香川県高松市福岡町3-8-5

 香川県 イオン坂出店 香川県坂出市京町1-4-18

 香川県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール綾川 香川県綾歌郡綾川町822-1 イオンモール綾川2F

 香川県 ヴィレッジヴァンガード ゆめタウン高松 香川県高松市三条町中所608-1 ゆめタウン高松2F

 愛媛県 フジグラン エミフルMASAKI 愛媛県伊予郡松前町筒井850番

 愛媛県 フジグラン西条 愛媛県西条市新田字北新田235番地

 愛媛県 フジグラン今治 愛媛県今治市東門町5丁目13番1号

 愛媛県 フジグラン川之江 愛媛県四国中央市妻鳥町1136ー1

 愛媛県 フジグラン新居浜 愛媛県新居浜市新須賀町2-10-7

 愛媛県 フジグラン松山 愛媛県松山市宮西1丁目2番1号

 愛媛県 フジグラン重信 愛媛県東温市野田三丁目1-13

 愛媛県 フジグラン伊予 愛媛県伊豫市米湊字安弘728番地3

 愛媛県 フジグラン北浜 愛媛県八幡浜市北浜1丁目4番33号

 愛媛県 フジグラン北宇和島 愛媛県宇和島市伊吹町甲912ー2

 愛媛県 りぼん アクトピア大洲店 愛媛県大洲市中村246-1 アクトピア大洲4階

 愛媛県 イオン松山店 愛媛県松山市天山1-13-5

 愛媛県 イオン新居浜店 愛媛県新居浜市前田町8番8号

 愛媛県 キッズリパブリック今治新都市店 愛媛県今治市にぎわい広場1番地1

 愛媛県 ヴィレッジヴァンガード エミフルMASAKI 愛媛県伊予郡松前町筒井850番 エミフルMASAKI2F

 愛媛県 ヴィレッジヴァンガード パルティフジ衣山 愛媛県松山市衣山一丁目188番地 パルティフジ衣山1F

 高知県 フジグラン野市 高知県香南市野市町西野2007番地1

 高知県 フジグラン葛島 高知県高知市小倉町3番30号

 高知県 フジグラン四万十 高知県四万十市具同2222番地

 高知県 フジグラン高知 高知県高知市朝倉東町52番15号

 高知県 イオン高知旭町店 高知県高知市旭町3-94

 高知県 イオン高知店 高知県高知市秦南町1-4-8

 高知県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール高知 高知県高知市秦南町1-4-8 イオンモール高知2F

四国



地域 店舗名 住所

 福岡県 カービィカフェ HAKATA 福岡県福岡市博多区住吉1-2-1 キャナルシティ博多ノースビル B1F

 福岡県 ヨドバシカメラ マルチメディア博多 福岡県福岡市博多区博多駅中央街6－12

 福岡県 キデイランド福岡パルコ店 福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ8F

 福岡県 ペリカン 行橋店 福岡県行橋市西宮市3-8-1 ゆめタウン行橋店内2F

 福岡県 雑貨館インキューブ天神店 福岡県福岡市中央区天神2丁目11－3 M3階~5階 ソラリアステージ

 福岡県 ABCパレード 博多店 福岡県福岡市東区東浜1-1-1 ゆめタウン博多店 2F

 福岡県 イオンスタイル笹丘店 福岡県福岡市中央区笹丘1-28-74

 福岡県 イオンマリナタウン店 福岡県福岡市西区豊浜3-1-10

 福岡県 イオン香椎浜店 福岡県福岡市東区香椎浜3-12-1

 福岡県 イオン若松店 福岡県北九州市若松区二島1-3-1

 福岡県 イオン小郡店 福岡県小郡市大保字弓場110

 福岡県 イオン大牟田店 福岡県大牟田市岬町3番地4        

 福岡県 イオン大野城店 福岡県大野城市錦町4-1-1   

 福岡県 イオン筑紫野店 福岡県筑紫野市立明寺434-1

 福岡県 イオン直方店 福岡県直方市湯野原2-1-1

 福岡県 イオン八幡東店 福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102     

 福岡県 イオン福岡伊都店 福岡県福岡市西区北原1丁目2-1

 福岡県 イオン福岡店 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老の木192-1 

 福岡県 イオン福津店 福岡県福津市日蒔野6丁目16-1

 福岡県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール福津 福岡県福津市日蒔野6丁目16番地1 イオンモール福津2F

 福岡県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール直方 福岡県直方市湯野原2丁目1番1号 イオンモール直方2F

 福岡県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール八幡東 福岡県北九州市八幡東区東田3丁目 イオン八幡東SC2F

 福岡県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール筑紫野 福岡県筑紫野市立明寺434-1 イオンモール筑紫野SC3F

 福岡県 ヴィレッジヴァンガード 福岡パルコ 福岡県福岡市中央区天神2丁目11-1 福岡パルコ本館6F

 福岡県 アニメイト 福岡パルコ 福岡県福岡市中央区天神(2丁目11-1)福岡 パルコ本館 8F

 佐賀県 ペリカン 武雄店 佐賀県武雄市武雄町大字武雄4992  ゆめタウン武雄店内2F

 佐賀県 イオン江北店 佐賀県杵島郡江北町大字山口三本松二1223

 佐賀県 イオン佐賀大和店 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535番

 佐賀県 イオン唐津店 佐賀県唐津市鏡字立神4671

 佐賀県 ヴィレッジヴァンガード ゆめタウン佐賀 佐賀県佐賀市 兵庫北5-14-1 ゆめタウン佐賀2F

 長崎県 ブリスにしやま 矢峰店 長崎県佐世保市矢峰町223-10

 長崎県 イオン大村店 長崎県大村市幸町25-200      

 長崎県 イオン大塔店 長崎県佐世保市大塔町14-2

 長崎県 イオン東長崎店 長崎県長崎市田中町1027番地8

 長崎県 ヴィレッジヴァンガード みらい長崎ココウォーク 長崎県長崎市茂里町1-55 みらい長崎ココウォーク2F

 長崎県 ヴィレッジヴァンガード させぼ五番街 長崎県佐世保市新港町2-7他 させぼ五番街 6街2F

 熊本県 ペリカン はません店 熊本県熊本市南区田井島1-2-1 ゆめタウンはません店内2F

 熊本県 鶴屋百貨店 6階玩具売場 熊本県熊本市中央区手取本町6-1

 熊本県 イオン熊本店 熊本県上益城郡嘉島町上島字長池2232

 熊本県 イオン大津店 熊本県菊池郡大津町大字室137番       

 熊本県 イオン八代店 熊本県八代市沖町6番割3987-3

 熊本県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール熊本 熊本県上益城郡嘉島町上島長池2232 イオンモール熊本2F

 大分県 ペリカン 別府店 大分県別府市楠町382-7 ゆめタウン別府店内3F

 大分県 イオンパークプレイス大分店 大分県大分市公園通リ西2-1   

 大分県 イオン高城店 大分県大分市高城西町28番1号

 大分県 イオン三光店 大分県中津市三光佐知1032-3    

 大分県 イオン挾間店 大分県由布市挾間町北方77       

 大分県 ヴィレッジヴァンガード パークプレイス大分 大分県大分市公園通リ西2-1 パークプレイス大分2F

 大分県 ヴィレッジヴァンガード わさだタウン 大分県大分市玉沢字楠本755番地1 わさだタウン3F

 宮崎県 イオン延岡店 宮崎県延岡市旭町2-2-1

 宮崎県 イオン宮崎店 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1

 宮崎県 イオン多々良店 宮崎県延岡市岡富町154

 宮崎県 イオン都城駅前店 宮崎県都城市栄町4672-5

 宮崎県 イオン都城店 宮崎県都城市早鈴町1990       

 宮崎県 イオン日向店 宮崎県日向市日知屋字古田町61-1   

 宮崎県 ヴィレッジヴァンガード LDイオンモール宮崎 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 イオンモール宮崎2F

 宮崎県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール都城駅前 宮崎県都城市栄町4672-5 イオンモール都城駅前2F

 鹿児島県 イオンプラザ大島店 鹿児島県奄美市名瀬小浜町23-1

 鹿児島県 イオン姶良店 鹿児島県姶良市東餠田264-1

 鹿児島県 イオン鹿児島店 鹿児島県鹿児島市東開町7

 鹿児島県 イオン隼人国分店 鹿児島県霧島市隼人町見次1229

 鹿児島県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール鹿児島 鹿児島県鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島2F

 鹿児島県 ヴィレッジヴァンガード イオンタウン姶良 鹿児島県姶良市東餅田336 イオンタウン姶良東街区2F

 沖縄県 イオンライカム店 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地

 沖縄県 イオン具志川店 沖縄県うるま市前原幸崎原303

 沖縄県 イオン那覇店 沖縄県那覇市字金城5-10-2

 沖縄県 イオン南風原店 沖縄県島尻郡南風原町字宮平264

 沖縄県 ヴィレッジヴァンガード イオン南風原 沖縄県島尻郡南風原字宮平264  イオン南風原SC2F

 沖縄県 ヴィレッジヴァンガード イオン北谷 沖縄県中頭郡北谷町美浜8-3 イオン北谷2F

 沖縄県 ヴィレッジヴァンガード サンエー経塚シティ 沖縄県浦添市 経塚652サンエー経塚シティ2F

 沖縄県 ヴィレッジヴァンガード イオンモール沖縄ライカム 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地 イオンモール沖縄ライカム4F

 沖縄県 ヴィレッジヴァンガード 浦添パルコシティ 沖縄県浦添市西洲3-1-1 サンエー浦添西海岸PARCO CITY3F

九州




