
店舗名 住所 電話

全国

国内のトイザらス ベビーザらス全店 詳細店舗リストはこちらから

ジョーシン キッズランド(一部取扱いのない店舗もございます。)

北海道

AEON江別店 ホビー売り場 江別市幸町35番地 011-384-3100

イオンスーパーセンター三笠店 ホビー売り場 三笠市岡山1059-1 01267-4-5100

AEON永山店 ホビー売り場 旭川市永山3条12丁目2番11号 0166-47-7111

AEON春光店 ホビー売り場 旭川市春光町10番地 0166-55-3100

AEON旭川西店 ホビー売り場 旭川市緑町23丁目2161-3 0166-59-7800

イトーヨーカドー 旭川店 玩具売場 旭川市六条14-64 0166-26-1101

AEON伊達店 ホビー売り場 伊達市末永町8番地1 0142-21-3100

AEON岩見沢店 ホビー売り場 岩見沢市大和4条8丁目1番地 0126-33-6100

AEON釧路店 ホビー売り場 釧路郡釧路町桂木1丁目1番地7 0154-36-3111

AEON釧路昭和店 ホビー売り場 釧路市昭和中央4-18-1 0154-55-7711

イトーヨーカドー 釧路店 玩具売場 釧路市新橋大通6-2 0154-25-3121

イトーヨーカドー 恵庭店 玩具売場 恵庭市恵み野西2-1 0123-36-5151

AEON根室店 ホビー売り場 根室市常盤町3丁目9番地 0153-24-6111

イオンスーパーセンター手稲山口店 ホビー売り場 札幌市手稲区明日風6丁目1番1号 011-699-8201

AEON札幌平岡店 ホビー売り場 札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 011-889-5001

イトーヨーカドー 琴似店 玩具売場 札幌市西区琴似二条1-4-1 011-613-5411

ビックカメラ 札幌店 トイズコーナー 札幌市中央区北五条西2-1 011-261-1111

AEON札幌発寒店 ホビー売り場 札幌市西区発寒8条12丁目 011-669-5260

AEON札幌桑園店 ホビー売り場 札幌市中央区北8条西14丁目28番地 011-204-7200

AEON札幌苗穂店 ホビー売り場 札幌市東区東苗穂二条3丁目1番1号 011-780-7600

AEON札幌元町店 ホビー売り場 札幌市東区北31条東15丁目1番1号 011-750-5335

イトーヨーカドー アリオ札幌店 玩具売場 札幌市東区北7条東9丁目2番20 011-712-1111

AEON藻岩店 ホビー売り場 札幌市南区川沿2条2丁目1番1号 011-571-3100

コジマNEWイオンモール西岡店 玩具売場 札幌市豊平区西岡3条3-4-1 011-857-3000

イトーヨーカドー 福住店 玩具売場 札幌市豊平区福住二条1-2-5 011-856-5511

イトーヨーカドー 屯田店 玩具売場 札幌市北区屯田八条3-5-1 011-775-2111

AEON室蘭店 ホビー売り場 室蘭市東町2丁目4番32号 0143-45-1414

AEON小樽店 ホビー売り場 小樽市築港11番6号 0134-21-3100

イオンスーパーセンター石狩緑苑台店 ホビー売り場 石狩市緑苑台中央1丁目2番 0133-75-9800

AEON千歳店 ホビー売り場 千歳市栄町6丁目51番地 0123-24-3100

イトーヨーカドー 帯広店 玩具売場 帯広市稲田町南八線西10-1 0155-47-8111

AEON帯広店 ホビー売り場 帯広市西4条南20丁目1番地 0155-24-3100

AEON登別店 ホビー売り場 登別市若山町4丁目33-1 0143-82-3000

AEON苫小牧店 ホビー売り場 苫小牧市柳町3-1-20 0144-51-3100

AEON静内店 ホビー売り場 日高郡新ひだか町静内末広町2丁目2番1号 0146-42-3100

コジマNEW函館店 玩具売場 函館市亀田本町55-8 0138-44-3900

イトーヨーカドー 函館店 玩具売場 函館市美原1-3-1 0138-42-6611

AEON北見店 ホビー売り場 北見市北進町1丁目1番1号 0157-66-3100

AEON名寄店 ホビー売り場 名寄市字徳田80-1 01654-9-5000

AEON余市店 ホビー売り場 余市郡余市町黒川町12丁目62番1号 0135-23-2527

青森県

イトーヨーカドー 五所川原店 玩具売場 五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1 0173-33-1111

コジマ×ビックカメラ ヒロロ弘前店 玩具売場 弘前市駅前町9-20 0172-31-0100

イトーヨーカドー 弘前店 玩具売場 弘前市大字駅前3-2-1 0172-33-5511

イトーヨーカドー 青森店 玩具売場 青森市浜田1-14-1 017-739-0211

イトーヨーカドー 八戸沼館店 玩具売場 八戸市沼館4-7-111 0178-22-5511

岩手県

イトーヨーカドー 花巻店 玩具売場 花巻市下小舟渡118-1 0198-23-7200

コジマNEW盛岡店 玩具売場 盛岡市盛岡駅西通1-27-1 019-604-7133

※くわしくは、各店頭にてご確認ください。

http://www2.toysrus.co.jp/store/


宮城県

イトーヨーカドー 石巻あけぼの店 玩具売場 石巻市あけぼの1-1-2 0225-22-7111

イトーヨーカドー アリオ仙台泉店 玩具売場 仙台市泉区泉中央1-5-1 022-374-8811

タム・タム仙台店 仙台市泉区松森字後田45-1 022-771-9322

福島県

イトーヨーカドー 平店 玩具売場 いわき市平6丁目6-2 0246-23-3636

コジマNEWいわき店 玩具売場 いわき市平字菱川町3-1 0246-37-5588

コジマNEW会津若松店 玩具売場 会津若松市花春町4-1 0242-28-7711

アピタ 会津若松店 玩具売場 会津若松市神指町大字南四合字幕内南154番地 0242-36-5611

イトーヨーカドー 郡山店 玩具売場 郡山市西ノ内2-11-40 024-939-1411

コジマNEW福島店 玩具売場 福島市丸子字広町12-1 024-553-0090

イトーヨーカドー 福島店 玩具売場 福島市太田町13-4 024-531-2111

コジマNEW方木田店 玩具売場 福島市方木田南島10-1 024-545-3600

茨城県

イトーヨーカドー 竜ヶ崎店 玩具売場 龍ケ崎市小柴5-1-2 0297-65-4411

イトーヨーカドー 古河店 玩具売場 古河市雷電町1-18 0280-31-3311

ビックカメラ 水戸店 トイズコーナー 水戸市宮町1-7-31 029-303-1111

イトーヨーカドー 日立店 玩具売場 日立市幸町1-16-1 0294-21-8811

トイズ・わんチェリオ店 鹿嶋市宮中290-1 0299-82-0019

トイズ・わんパルナ店 稲敷市西代1495 0299-80-5851

アピタ 佐原東店 玩具売場 稲敷市西代1480 0299-80-5511

アピタ 守谷店 玩具売場 守谷市久保ヶ丘2-1-1 0297-45-2211

アピタ 石下店 玩具売場 常総市本石下4421-1 0297-42-1991

栃木県

おもちゃのマンネンヤ 那須塩原市西大和1-8 そすいスクエア アクアス1F 0287-36-8151

トイセルタウン おもちゃのまち本店 下都賀郡壬生町おもちゃのまち1-2-20 0282-25-6733

コジマ×ビックカメラ 東店 玩具売場 宇都宮市東今泉2-5-31 028-662-0001

イトーヨーカドー 宇都宮店 玩具売場 宇都宮市陽東6丁目2番1号 028-661-0111

アピタ 宇都宮店 玩具売場 宇都宮市江曽島本町22-7 028-684-2211

イトーヨーカドー 小山店 玩具売場 小山市駅東通り2-3-15 0285-23-6111

アピタ 足利店 玩具売場 足利市朝倉町245 0284-72-8811

群馬県

アピタ 笠懸店 玩具売場 みどり市笠懸町阿佐美 1285-1 0277-77-2711

アピタ 伊勢崎東店 玩具売場 伊勢崎市三室町 5330番地 0270-20-8111

イトーヨーカドー 伊勢崎店 玩具売場 伊勢崎市連取町1507 0270-26-5111

アピタ 館林店 玩具売場 館林市楠町3648-1 0276-75-3411

アピタ 高崎店 玩具売場 高崎市矢中町字渕ノ内668-1 027-346-1001

コジマ×ビックカメラ 高崎店 玩具売場 高崎市緑町3-1-4 027-370-8111

アピタ 前橋店 玩具売場 前橋市文京町2丁目1-1 027-226-8811

イトーヨーカドー 藤岡店 玩具売場 藤岡市藤岡831 0274-23-5111



埼玉県

丸見堂 飯能市仲町6-22 042-972-2585

ビックカメラ 大宮西口店 トイズコーナー さいたま市大宮区桜木町1-8-4 048-647-1111

イトーヨーカドー 浦和店 玩具売場 さいたま市浦和区仲町1-7-1 048-829-2261

アピタ 岩槻店 玩具売場 さいたま市岩槻区大字大口800番地 048-792-2211

タム・タム大宮店 さいたま市見沼区春野2-290-1 Patria東大宮3F 048-688-9666

イトーヨーカドー 大宮店 玩具売場 さいたま市大宮区吉敷町4-263-6 048-645-3771

イトーヨーカドー 大宮宮原店 玩具売場 さいたま市北区宮原町1-854-1 048-654-3111

イトーヨーカドー 上福岡東店 玩具売場 ふじみ野市大原2-1-30 049-269-2111

イトーヨーカドー アリオ鷲宮店 玩具売場 久喜市久本寺谷田7-1 0480-58-5555

イトーヨーカドー 久喜店 玩具売場 久喜市久喜中央4-9-11 0480-22-5311

アピタ 吹上店 玩具売場 鴻巣市袋90-1番地 048-547-1771

イトーヨーカドー 坂戸店 玩具売場 坂戸市日の出町5番30号 0492-83-7011

エディオン ららぽーと新三郷店 玩具売場 三郷市新三郷ららシティー3丁目1-1 ららぽーと新三郷2階 048-950-0811

イトーヨーカドー 三郷店 玩具売場 三郷市天神2丁目22番地 048-954-1111

イトーヨーカドー 春日部店 玩具売場 春日部市中央1丁目13番1 048-763-3111

イトーヨーカドー アリオ上尾店 玩具売場 上尾市大字壱丁目367番地 048-726-0111

イトーヨーカドー 上尾店 玩具売場 上尾市谷津2-1-1 048-776-2800

コジマ×ビックカメラ 新座店 玩具売場 新座市野火止6-1-10 048-482-9900

イトーヨーカドー アリオ深谷店 玩具売場 深谷市上柴町西4-2-14 048-572-6611

イトーヨーカドー アリオ川口店 玩具売場 川口市並木元町1番79号 048-257-0111

イトーヨーカドー 草加店 玩具売場 草加市高砂2-7-1 048-922-6111

アピタ 東松山店 玩具売場 東松山市あずま町4丁目3番 0493-31-0111

アピタ 本庄店 玩具売場 本庄市南1-2-10 0495-24-7311

イトーヨーカドー 和光店 玩具売場 和光市丸山台1-9-3 048-468-7111

イトーヨーカドー 錦町店 玩具売場 蕨市錦町1-12-1 048-446-4411

千葉県

トイズ・わん横芝店 山武郡横芝光町横芝2122 0479-82-3890

イトーヨーカドー 新浦安店 玩具売場 浦安市明海4丁目1-1 047-304-1211

イトーヨーカドー 我孫子店 玩具売場 我孫子市我孫子4-11-1 04-7185-8111

アピタ 君津店 玩具売場 君津市久保1-1-1 0439-54-8811

イトーヨーカドー アリオ市原店 玩具売場 市原市更級4丁目3番2 0436-20-1112

イトーヨーカドー 姉崎店 玩具売場 市原市姉崎645-1 0436-62-2111

アピタ 市原店 玩具売場 市原市青柳北1-1 0436-20-0511

イトーヨーカドー 四街道店 玩具売場 四街道市中央5番地 043-422-1111

イトーヨーカドー 東習志野店 玩具売場 習志野市東習志野7-3-1 047-471-7111

イトーヨーカドー 松戸店 玩具売場 松戸市松戸1149 047-368-5131

イトーヨーカドー 八柱店 玩具売場 松戸市日暮1-15-8 047-387-1121

イトーヨーカドー 成田店 玩具売場 成田市公津の杜4-5-3 0476-27-8111

タム・タム千葉店 千葉市稲毛区長沼町330番地50 ワンズモール3F 043-215-2215

イトーヨーカドー アリオ蘇我店 玩具売場 千葉市中央区川崎町52番地7 043-268-7511

イトーヨーカドー 船橋店 玩具売場 船橋市本町7-6-1 047-425-1511

コジマ×ビックカメラ 柏店 玩具売場 柏市大山台1-10 04-7137-1200

ビックカメラ 柏店 トイズコーナー 柏市柏1-1-20 04-7165-1111

イトーヨーカドー 八千代店 玩具売場 八千代市村上南1-3-1 047-405-1511

アピタ 木更津店 玩具売場 木更津市ほたる野4-2-48 0438-30-5311

イトーヨーカドー 流山店 玩具売場 流山市流山9-800-2 04-7158-5211



東京都

キデイランド原宿店 渋谷区神宮前6-1-9 03-3409-3431

ビックロ ビックカメラ トイズコーナー 新宿区新宿3-29-1 03-3226-1111

ビックカメラ 新宿西口店 トイズコーナー 新宿区西新宿1-5-1 03-5326-1111

ビックカメラ 立川店 トイズコーナー 立川市曙町2-12-2 042-548-1111

プラレールショップ 東京店 千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 東京キャラクターストリート内 03-3286-3211

ビックカメラ 有楽町店 トイズコーナー 千代田区有楽町1-11-1 03-5221-1111

ビックカメラ 池袋西口店 トイズコーナー 豊島区西池袋1-16-3 03-5960-1111

ビックカメラ 池袋本店 トイズコーナー 豊島区東池袋1-41-5 03-5396-1111

ビックカメラ 赤坂見附駅店 トイズコーナー 港区赤坂3-1-6 03-6230-1111

イトーヨーカドー アリオ亀有店 玩具売場 葛飾区亀有3丁目49番3号 03-3838-5111

イトーヨーカドー 四つ木店 玩具売場 葛飾区四つ木2-21-1 03-3694-8811

コジマ×ビックカメラ 葛飾店 玩具売場 葛飾区立石4-10-1 03-5672-3855

イトーヨーカドー 小岩店 玩具売場 江戸川区西小岩1-24-1 03-3671-5111

コジマ×ビックカメラ 江戸川店 玩具売場 江戸川区中央1-8-4 03-5607-7555

イトーヨーカドー 葛西店 玩具売場 江戸川区東葛西9-3-3 03-5675-1011

コジマ×ビックカメラ 南砂町SUNAMO店 玩具売場 江東区新砂3-4-31 03-5665-7313

イトーヨーカドー アリオ北砂店 玩具売場 江東区北砂2丁目17番 03-3640-7111

イトーヨーカドー 木場店 玩具売場 江東区木場1丁目5番地30号 03-5606-5234

イトーヨーカドー 武蔵小金井店 玩具売場 小金井市本町6丁目14番9号 042-382-1211

イトーヨーカドー 拝島店 玩具売場 昭島市松原町3-2-12 042-543-5511

イトーヨーカドー 昭島店 玩具売場 昭島市田中町562-1 042-546-1411

コジマ×ビックカメラ 善福寺店 玩具売場 杉並区善福寺1-34-24 03-5310-3500

コジマ×ビックカメラ 若林店 玩具売場 世田谷区若林5-41-20 03-5779-3600

コジマ×ビックカメラ 成城店 玩具売場 世田谷区成城1-3-1 03-3415-3122

コジマ×ビックカメラ 用賀店 玩具売場 世田谷区用賀2-20-12 03-5491-2611

イトーヨーカドー 綾瀬店 玩具売場 足立区綾瀬3-4-25 03-3620-2911

コジマ×ビックカメラ 足立加平店 玩具売場 足立区加平3-1-15 03-5682-1115

イトーヨーカドー アリオ西新井店 玩具売場 足立区西新井栄町1丁目20番1号 03-3852-9111

コジマ×ビックカメラ 東村山店 玩具売場 足立区西新井本町2-31-20 03-5838-1866

キャプテン 西新井店 足立区谷在家2-6-3 03-3896-8787

イトーヨーカドー 竹の塚店 玩具売場 足立区竹の塚5丁目17番1号 03-3850-2211

ビックカメラ 聖蹟桜ヶ丘店 トイズコーナー 多摩市関戸1-11-1 京王聖跡桜ヶ丘ショッピングセンターA館6F 042-310-1111

イトーヨーカドー 多摩センター店 玩具売場 多摩市落合1-44 042-374-6111

イトーヨーカドー 大森店 玩具売場 大田区大森北2丁目13番1号 03-5762-0111

コジマ×ビックカメラ 池上店 玩具売場 大田区池上3-2-1 03-5747-5511

イトーヨーカドー 国領店 玩具売場 調布市国領町8丁目2番地64 03-3430-2111

コジマ×ビックカメラ 足立江北店 玩具売場 東村山市恩多町5-47-5 042-390-2111

イトーヨーカドー 東久留米店 玩具売場 東久留米市本町3-8-1 0424-74-3311

イトーヨーカドー 東村山店 玩具売場 東村山市本町2-2-19 042-395-2011

イトーヨーカドー 東大和店 玩具売場 東大和市桜が丘2-142-1 042-562-5111

ビックカメラ JR八王子駅前店 トイズコーナー 八王子市旭町1-17 042-646-1111

イトーヨーカドー 八王子店 玩具売場 八王子市狭間町1462-1 0426-62-5211

イトーヨーカドー 南大沢店 玩具売場 八王子市南大沢2-28-1 0426-78-1811

イトーヨーカドー 大井町店 玩具売場 品川区大井1丁目3番6号 03-3777-6611

コジマNEW府中店 玩具売場 府中市寿町2-4-12 042-340-2111

トミカショップ 吉祥寺店 武蔵野市吉祥寺本町1-11-5 コピス吉祥寺A館 6F キャラパーク吉祥寺内 0422-29-2166

イトーヨーカドー 武蔵境店 玩具売場 武蔵野市境南町2-2-20 0422-31-2111

イトーヨーカドー 赤羽店 玩具売場 北区赤羽西1丁目7番1号 03-3905-5111

プラレールショップ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 墨田区押上1丁目1番2号 東京スカイツリータウン・ソラマチ3階 03-5610-2923

イトーヨーカドー 曳舟店 玩具売場 墨田区京島1-2-1 03-3616-4111



神奈川県

イトーヨーカドー 伊勢原店 玩具売場 伊勢原市桜台1-8-1 0463-96-5111

コジマ×ビックカメラ 横須賀店 玩具売場 横須賀市日の出町3-16-1 046-828-3500

イトーヨーカドー 能見台店 玩具売場 横浜市金沢区能見台東3-1 045-781-8111

アピタ 戸塚店 玩具売場 横浜市戸塚区上倉田町769-1 045-864-1201

イトーヨーカドー 上永谷店 玩具売場 横浜市港南区丸山台1-12 045-844-1711

イトーヨーカドー 上大岡店 玩具売場 横浜市港南区上大岡西3-9-1 045-841-1010

イトーヨーカドー 綱島店 玩具売場 横浜市港北区綱島西2-8-1 045-545-2111

京急百貨店 玩具売場 横浜市港南区上大岡西1-6-1 5F 045-848-7249

ビックカメラ 新横浜店 トイズコーナー 横浜市港北区新横浜2-100-45 045-478-1111

アピタ 日吉店 玩具売場 横浜市港北区箕輪町2-7-5 045-562-3211

コジマ×ビックカメラ 横浜大口店 玩具売場 横浜市神奈川区神之木町3-3 045-439-3255

イトーヨーカドー たまプラーザ店 玩具売場 横浜市青葉区美しが丘1-6-1 045-901-9311

イトーヨーカドー 立場店 玩具売場 横浜市泉区中田西1-1-15 045-805-2111

イトーヨーカドー 鶴見店 玩具売場 横浜市鶴見区鶴見中央3-15-30 045-521-7111

エディオン 港北センター南店 玩具売場 横浜市都筑区茅ヶ崎中央53-1 コーナン港北センター南モール 045-943-6581

イトーヨーカドー ららぽーと横浜店 玩具売場 横浜市都筑区池辺町4035番1 045-931-9911

イトーヨーカドー 横浜別所店 玩具売場 横浜市南区別所1-14-1 045-743-3111

アピタ 長津田店 玩具売場 横浜市緑区長津田みなみ台4丁目7-1 045-989-0511

コジマ×ビックカメラ 海老名店 玩具売場 海老名市大谷北1-2-1 046-235-8711

イトーヨーカドー 大船店 玩具売場 鎌倉市大船6-1-1 0467-47-5211

イトーヨーカドー 厚木店 玩具売場 厚木市中町4-13-1 0462-24-1411

イトーヨーカドー 小田原店 玩具売場 小田原市中里296-1 0465-49-6611

ビックカメラ ラゾーナ川崎店 トイズコーナー 川崎市幸区堀川町72-1 044-520-1111

トイ&キャラクターカワダ溝口店 川崎市高津区溝口1-4-1 マルイファミリー溝口店8F 044-813-7263

コジマ×ビックカメラ 梶ヶ谷店 玩具売場 川崎市高津区梶ヶ谷2-2-3 044-860-2411

イトーヨーカドー 溝の口店 玩具売場 川崎市高津区久本3-6-20 044-844-1711

イトーヨーカドー 川崎港町店 玩具売場 川崎市川崎区港町12-1 044-246-7705

イトーヨーカドー 川崎店 玩具売場 川崎市川崎区小田栄2-2-1 044-366-4111

イトーヨーカドー 武蔵小杉店 玩具売場 川崎市中原区小杉町3-420 044-722-1011

イトーヨーカドー 新百合ヶ丘店 玩具売場 川崎市麻生区上麻生1-4-1 044-952-5111

コジマ×ビックカメラ 相模原店 玩具売場 相模原市中央区共和4-18-19 042-786-2200

イトーヨーカドー 古淵店 玩具売場 相模原市南区古淵3-13-33 042-750-3131

イトーヨーカドー 相模原店 玩具売場 相模原市南区松ヶ枝町17-1 0427-45-1211

タム・タム相模原店 相模原市南区西大沼1-5-5 042-752-2727

ビックカメラ 相模大野店 トイズコーナー 相模原市相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエアB館6F 042-701-1111

イトーヨーカドー アリオ橋本店 玩具売場 相模原市緑区大山町1-22 042-779-8111

イトーヨーカドー 大和鶴間店 玩具売場 大和市下鶴間1丁目3番1号 046-261-1211

イトーヨーカドー 藤沢店 玩具売場 藤沢市鵠沼石上1-10-1 0466-26-8311

ビックカメラ 藤沢店 トイズコーナー 藤沢市藤沢559 0466-29-1111

イトーヨーカドー 湘南台店 玩具売場 藤沢市石川6-2-1 0466-87-5511

新潟県

おもちゃのたまや 妙高市栗原4-7-11 0255-73-8368

イトーヨーカドー 直江津店 玩具売場 上越市西本町3-8-8 025-544-6421

アピタ 新潟亀田店 玩具売場 新潟市江南区鵜ノ子4丁目466番地 025-383-3211

アピタ 新潟西店 玩具売場 新潟市西区小新474番地 025-201-1711

ビックカメラ 新潟店 トイズコーナー 新潟市中央区花園1-1-21 025-248-1111

イトーヨーカドー 丸大新潟店 玩具売場 新潟市中央区本町通6-1122-1 025-228-1141

ホットボックス 新発田市中央町3-2-19 0254-22-2936

コジマNEWイオンモール新発田店 玩具売場 新発田市住吉町5-11-5 025-421-3666

イトーヨーカドー 丸大長岡店 玩具売場 長岡市城内町2-3-12 0258-34-3111

アピタ 長岡店 玩具売場 長岡市千秋2丁目278番地 0258-29-6111

イトーヨーカドー 丸大柏崎店 玩具売場 柏崎市駅前2-3-7 0257-24-5211



富山県

アピタ 黒部店 玩具売場 黒部市前沢字北1017-4 0765-56-7711

アピタ 魚津店 玩具売場 魚津市住吉600 0765-23-4111

アピタ 砺波店 玩具売場 砺波市太郎丸3丁目69番地 0763-32-7711

アピタ 富山店 玩具売場 富山市上袋100-68 076-495-3311

アピタ 富山東店 玩具売場 富山市上富居3丁目8番38号 076-452-3311

石川県

アピタ 金沢店 玩具売場 金沢市中村町10-20 076-226-3111

アピタ 松任店 玩具売場 白山市幸明町280番地 076-274-6611

福井県

アピタ 敦賀店 玩具売場 敦賀市中央町1丁目5番5号 0770-22-8311

アピタ 福井大和田店 玩具売場 福井市大和田町32-23 0776-57-2211

アピタ 福井店 玩具売場 福井市飯塚町第11号11番地 0776-33-6611

山梨県

イトーヨーカドー 甲府昭和店 玩具売場 中巨摩郡昭和町西条13-1 055-268-1311

富士急百貨店 TOY'S Q 富士吉田市上吉田2-5-1 0555-23-1117

アピタ 双葉店 玩具売場 甲斐市志田字柿木645-1番地 0551-30-7111

アピタ 田富店 玩具売場 中央市山之神1383-9 055-230-7311

アピタ 石和店 玩具売場 笛吹市石和町窪中島154番地 055-261-8311

長野県

イトーヨーカドー 南松本店 玩具売場 松本市高宮中1-20 0263-27-8111

エディオン 上田しおだ野店 玩具売場 上田市神畑字西村373 0268-29-3611

イトーヨーカドー アリオ上田店 玩具売場 上田市天神3-5-1 0268-27-6611

イトーヨーカドー 長野店 玩具売場 長野市権堂町2201 026-234-1011

アピタ 伊那店 玩具売場 伊那市西町5182-1 0265-72-1331

アピタ 高森店 玩具売場 下伊那郡高森町山吹4515 0265-35-9211

KODOMOYA 諏訪店 諏訪市沖田町5-19 諏訪ステーションパーク内 0266-78-8135

アピタ 飯田店 玩具売場 飯田市鼎名古熊2461 0265-53-8111

岐阜県

アピタ 御嵩店 玩具売場 可児郡御嵩町上恵土1052-1 0574-67-6777

エディオン 可児今渡店 玩具売場 可児市今渡840-2 0574-60-5011

アピタ 各務原店 玩具売場 各務原市鵜沼各務原町8-7 058-384-3911

アピタ 岐阜店 玩具売場 岐阜市加納神明町6-1 058-275-3111

イトーヨーカドー 柳津店 玩具売場 岐阜市柳津町丸野3丁目3-6 058-388-5511

アピタ 飛騨高山店 玩具売場 高山市国府町金桶41番地 0577-72-6311

エディオン 高山店 玩具売場 高山市上岡本町7丁目93-1 0577-32-7071

アピタ 大垣店 玩具売場 大垣市林町6-80-21 0584-83-1311

アピタ 中津川店 玩具売場 中津川市淀川町3-8 0573-65-0811

アピタ 美濃加茂店 玩具売場 美濃加茂市野笹町2-5-65 0574-27-5811

アピタ 北方店 玩具売場 本巣郡北方町平成2-3 058-323-8511

エディオン モレラ岐阜店 玩具売場 本巣市三橋1100 モレラ岐阜内 058-320-5711



静岡県

コジマ×ビックカメラ 沼津店 玩具売場 沼津市東熊堂410-1 055-926-9800

アピタ 藤枝店 玩具売場 藤枝市田沼1-18-1 054-636-2511

アピタ 伊東店 玩具売場 伊東市玖須美元和田720-143 0557-38-9911

アピタ 大仁店 玩具売場 伊豆の国市吉田字九十分153-1 0558-75-5811

アピタ 掛川店 玩具売場 掛川市大池2826 0537-24-8911

イトーヨーカドー 三島店 玩具売場 三島市中田町9-30 055-981-6111

エディオン サントムーン柿田川店 玩具売場 駿東郡清水町伏見58-1 055-983-6711

イトーヨーカドー 沼津店 玩具売場 沼津市高島本町1-5 055-924-2211

イトーヨーカドー 静岡店 玩具売場 静岡市駿河区曲金3-1-5 054-282-7111

コジマ×ビックカメラ 静岡店 玩具売場 静岡市駿河区国吉田1-1-57 054-208-5711

アピタ 静岡店 玩具売場 静岡市駿河区石田1丁目5-1 054-654-4600

アピタ 島田店 玩具売場 島田市宝来町8-2 0547-33-0811

ビックカメラ 浜松店 トイズコーナー 浜松市中区砂山町322-1 053-455-1111

アピタ 初生店 玩具売場 浜松市北区初生町626-1 053-438-3000

イトーヨーカドー 浜松宮竹店 玩具売場 浜松市東区上西町1020-1 053-466-5111

エディオン 浜松和田店 玩具売場 浜松市東区和田町666-1 053-411-6311

アピタ 浜北店 玩具売場 浜松市浜北区貴布祢1200 053-584-6611

アピタ 富士吉原店 玩具売場 富士市国久保2丁目1番10号 0545-51-2711

エディオン クロスガーデン富士中央店 玩具売場 富士市中央町3-13-7 クロスガーデン富士中央2階 0545-55-5611

コジマ×ビックカメラ 富士店 玩具売場 富士市蓼原54-4 0545-65-1511



愛知県

アピタ 西尾店 玩具売場 西尾市高畠町3-23-9 0563-57-3211

アピタ 安城南店 玩具売場 安城市桜井町貝戸尻60番地 0566-99-6911

エディオン 安城店 玩具売場 安城市三河安城東町1丁目17番地1 0566-76-1521

イトーヨーカドー 安城店 玩具売場 安城市住吉町3-1-8 0566-97-4111

アピタ 一宮店 玩具売場 一宮市両郷町1-2 0586-71-1211

アピタ 木曽川店 玩具売場 一宮市木曽川町黒田八ノ通51-4 0586-87-0211

エディオン 一宮本店 玩具売場 一宮市緑5丁目6番10号 0586-75-2311

アピタ 稲沢東店 玩具売場 稲沢市下津穂所1-1-1 0587-23-6611

アピタ 稲沢店 玩具売場 稲沢市天池五反田町1番地 0587-24-9211

エディオン 岡崎本店 玩具売場 岡崎市上六名町字宮前1番地 0564-59-3725

アピタ 岡崎北店 玩具売場 岡崎市日名北町4-46 0564-26-6311

アピタ 蒲郡店 玩具売場 蒲郡市港町17-10 0533-69-2131

アピタ 刈谷店 玩具売場 刈谷市南桜町2-56-1 0566-22-2121

イトーヨーカドー 犬山店 玩具売場 犬山市天神町1-1 0568-62-8831

アピタ 江南西店 玩具売場 江南市松竹町上野205番地 0587-54-6411

アピタ 高蔵寺店 玩具売場 春日井市中央台2丁目5番地 0568-92-1122

アピタ 桃花台店 玩具売場 小牧市古雅1-1 0568-78-1111

アピタ 小牧店 玩具売場 小牧市堀の内3-15 0568-41-7811

アピタ 瀬戸店 玩具売場 瀬戸市幸町33 0561-82-1155

アピタ 名古屋空港店 玩具売場 西春日井郡豊山町大字豊場字林先1-8 0568-28-6911

アピタ 大府店 玩具売場 大府市明成町4-133 0562-44-7011

アピタ 大口店 玩具売場 丹羽郡大口町丸2-36 0587-96-2111

アピタ 阿久比店 玩具売場 知多郡阿久比町大字椋岡徳吉1-12 0569-48-7911

イトーヨーカドー 知多店 玩具売場 知多市新知東町1-10-1 0562-56-5511

アピタ 知立店 玩具売場 知立市長篠町大山18-1 0566-85-3611

アピタ 長久手店 玩具売場 長久手市戸田谷901-1 0561-63-6777

アピタ 東海荒尾店 玩具売場 東海市荒尾町山王前20番地 052-601-9777

エディオン 日進竹の山店 玩具売場 日進市竹の山三丁目2003番地 0561-74-8511

エディオン 半田店 玩具売場 半田市乙川吉野町9番地 パワードーム半田内 0569-25-0791

イトーヨーカドー 尾張旭店 玩具売場 尾張旭市南原山町石原116番4号 0561-54-1211

エディオン 尾張旭店 玩具売場 尾張旭市南本地ヶ原町3丁目143番地 0561-55-3401

アピタ 向山店 玩具売場 豊橋市向山町字中畑1-1 0532-56-6400

イトーヨーカドー 豊橋店 玩具売場 豊橋市藤沢町141 0532-47-1211

エディオン 豊川店 玩具売場 豊川市正岡町西深田345-1 0533-84-9281

エディオン 豊田本店 玩具売場 豊田市三軒町8丁目55番地 0565-37-9111

エディオン 豊田大林店 玩具売場 豊田市大林町8丁目54番2 0565-74-3161

アピタ 豊田元町店 玩具売場 豊田市土橋町2-65 0565-27-4011

タム・タム名古屋店 北名古屋市中之郷神明7 0568-27-2777

アピタ 東海通店 玩具売場 名古屋市港区港明1-10-28 052-655-1511

アピタ 新守山店 玩具売場 名古屋市守山区新守山2830 052-792-9011

エディオン 八事店 玩具売場 名古屋市昭和区山手通4-5 052-861-1911

エディオン 小田井モゾワンダーシティ店 玩具売場 名古屋市西区二方町47番地 ワンダーシネマ10内 052-509-5811

アピタ 千代田橋店 玩具売場 名古屋市千種区千代田橋2-1-1 052-722-2811

名鉄百貨店本店 玩具売場 名古屋市中村区名駅1丁目2番1号 052-585-2414

ビックカメラ 名古屋駅西店 トイズコーナー 名古屋市中村区椿町6-9 052-459-1111

エディオン 名古屋本店 玩具売場 名古屋市中村区名駅南 2丁目4番22号 052-589-3500

アピタ 名古屋南店 玩具売場 名古屋市南区豊田4-9-47 052-694-6111

エディオン 柴田店 玩具売場 名古屋市南区鳴浜町5丁目1-1 052-619-5501

コジマ×ビックカメラ 熱田店 玩具売場 名古屋市熱田区大宝2-4-22 052-684-1421

アピタ 名古屋北店 玩具売場 名古屋市北区辻町9-1 052-917-8111

アピタ 緑店 玩具売場 名古屋市緑区徳重2-201 052-877-2611

アピタ 鳴海店 玩具売場 名古屋市緑区鳴海町字伝治山3-9 052-892-2411



三重県

アピタ 伊賀上野店 玩具売場 伊賀市服部町尾崎1788 0595-22-1800

アピタ 桑名店 玩具売場 桑名市中央町3-21 0594-23-8111

アピタ 四日市店 玩具売場 四日市市安島1-3-31 059-355-6711

エディオン 四日市日永店 玩具売場 四日市市日永4-1-4 059-349-4411

アピタ 松阪三雲店 玩具売場 松阪市市場庄町1266-1 0598-56-7988

エディオン 津北店 玩具売場 津市島崎町36番地 059-213-9171

アピタ 名張店 玩具売場 名張市下比奈知字黒田3100-1 0595-68-9611

アピタ 鈴鹿店 玩具売場 鈴鹿市南玉垣町3628 059-388-8911

滋賀県

エディオン 水口店 玩具売場 甲賀市水口町水口5555 アヤハプラザ水口内 0748-65-6060

エディオン 守山店 玩具売場 守山市播磨田町42-2 077-514-1666

エディオン 大津一里山店 玩具売場 大津市一里山7丁目1番1号 077-547-5110

エディオン 大津店 玩具売場 大津市大将軍1-28-5 077-544-6646

エディオン 東近江店 玩具売場 東近江市五個荘北町屋町285番地1 0748-48-8012

京都府

エディオン 亀岡店 玩具売場 亀岡市大井町北金岐柿木原7-1 0771-29-1080

エディオン 久御山店 玩具売場 久世郡久御山町森大内337番地 ロックタウン内 075-633-5033

キデイランド京都洛北店 京都市左京区高野西開町36番地カナート洛北1F 075-707-0730

エディオン 京都ファミリー店 玩具売場 京都市右京区山之内池尻町1-1 075-325-0320

エディオン 桂南店 玩具売場 京都市南区久世上久世町485 ダイエー桂南店2F 075-925-0232

エディオン 伏見店 玩具売場 京都市伏見区横大路芝生1番地 075-604-4811

ビックカメラ 京都店  トイズコーナー 京都市下京区東塩小路町927 075-353-1111

イトーヨーカドー 六地蔵店 玩具売場 宇治市六地蔵奈良町67-1 0774-33-8811

アピタ 精華台店 玩具売場 相楽郡精華町精華台9丁目2番地4 0774-98-4101

エディオン 松井山手店 玩具売場 八幡市欽明台北1番 ソフィアモール内 075-972-0070



大阪府

エディオン カナートモール松原店 玩具売場 松原市田井城1丁目1-1 072-338-5711

コジマ×ビックカメラ 茨木店 玩具売場 茨木市双葉町5-3 072-637-7111

エディオン 河内長野店 玩具売場 河内長野市上原西町34-16 0721-50-0050

エディオン 高槻宮田店 玩具売場 高槻市宮田町1丁目2-1 072-690-0611

エディオン 高槻店 玩具売場 高槻市緑町22-8 072-676-1135

エディオン 堺店 玩具売場 堺市堺区戎島町3-22-1 プラットプラット3F 0722-26-4733

エディオン 堺石津店 玩具売場 堺市堺区石津北町90-1 072-241-8088

イトーヨーカドー 津久野店 玩具売場 堺市西区下田町20-1 072-266-7700

イトーヨーカドー アリオ鳳店 玩具売場 堺市西区鳳南町3丁199番地12 072-274-4111

エディオン 泉北店 玩具売場 堺市南区三原台4-40-1 072-292-3663

エディオン 美原店 玩具売場 堺市美原区木材通4-9-12 072-369-3022

エディオン なかもず店 玩具売場 堺市北区長曾根町3081-17 072-240-3626

エディオン 泉佐野店 玩具売場 泉佐野市下瓦屋2-2-77 ショッパーズモール泉佐野2F 072-458-1001

エディオン 泉大津店 玩具売場 泉大津市千原町1-88-1 0725-23-3559

イトーヨーカドー あべの店 玩具売場 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目6番1号 06-6643-1111

プラレールショップ 大阪店 大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店13階 06-4796-6255

ビックカメラ なんば店 トイズコーナー 大阪市中央区千日前2-10-1 06-6634-1111

エディオン 京橋店 玩具売場 大阪市城東区蒲生1丁目9-10 06-4255-5311

エディオン 天満橋店 玩具売場 大阪市中央区天満橋京町1-1 京阪シティモール5階 06-6940-2820

エディオン ベルファ都島店 玩具売場 大阪市都島区友渕町2-13-34 ベルファ都島SC4F 06-6926-3980

キデイランド大阪梅田店 トイランド 大阪市北区芝田1-1-3  阪急三番街北館 06-6372-7701

エディオン 外環大東店 玩具売場 大東市寺川3-12-1 072-889-2811

エディオン 中環東大阪店 玩具売場 東大阪市稲田三島町3-88 06-6748-8338

エディオン 東大阪店 玩具売場 東大阪市吉田4-2-18 072-967-6031

イトーヨーカドー 東大阪店 玩具売場 東大阪市吉田下島1-1 0729-61-1511

エディオン 八尾太子堂店 玩具売場 八尾市永畑町2-2-18 072-925-0303

イトーヨーカドー アリオ八尾店 玩具売場 八尾市光町二丁目3番 072-995-9111

エディオン 八尾南店 玩具売場 八尾市沼4-80-1 072-920-6300

エディオン 豊中店 玩具売場 豊中市日出町2-2-18 06-4867-5335

エディオン 枚方店 玩具売場 枚方市甲斐田新町8-1 072-805-5220

エディオン 門真店 玩具売場 門真市舟田町24番1号 072-887-7808



兵庫県

エディオン 西脇店 玩具売場 西脇市高田井町52-1 0795-22-9911

エディオン 伊丹店 玩具売場 伊丹市北伊丹5-70-1 072-772-0337

エディオン ニッケパークタウン店 玩具売場 加古川市加古川町寺家町173-1 ニッケパークタウン 2F 079-456-8008

エディオン 新加古川店 玩具売場 加古川市尾上町安田306-1 079-429-6320

イトーヨーカドー 加古川店 玩具売場 加古川市別府町緑町2番地 0794-35-3131

エディオン 三田ウッディタウン店 玩具売場 三田市すずかけ台2-3-2 079-553-6011

エディオン 洲本店 玩具売場 洲本市塩屋1丁目1-17 0799-25-6650

エディオン 垂水店 玩具売場 神戸市垂水区舞多聞東2-1-45 ブルメール舞多聞内 078-787-7001

エディオン 西代店 玩具売場 神戸市長田区御屋敷通3-1-47 ソレイユ西代2F 078-621-5571

エディオン 御影店 玩具売場 神戸市東灘区御影本町4-2-1 078-846-1933

タム・タム神戸店 神戸市東灘区青木1-2-34内 078-414-4305

エディオン イオンモール神戸北店 玩具売場 神戸市北区上津台8-1-1 イオン神戸ショッピングセンター1F 078-983-3722

エディオン 神戸北町店 玩具売場 神戸市北区日の峰2-3-3 078-581-4541

エディオン 福崎店 玩具売場 神崎郡福崎町西田原1706 0790-24-0656

エディオン 西宮店 玩具売場 西宮市芦原町9-23 0798-69-2202

イトーヨーカドー 甲子園店 玩具売場 西宮市甲子園八番町1-100 0798-81-6111

エディオン 西宮南店 玩具売場 西宮市東町1-12-15 0798-39-1055

エディオン 赤穂店 玩具売場 赤穂市中広2-8 0791-46-3380

エディオン 塚口店 玩具売場 尼崎市塚口本町4-8-40 06-6427-3741

エディオン JR尼崎駅店 玩具売場 尼崎市潮江1-1-50 06-4868-5101

キッズプラザ 姫路市南町1番地 山陽百貨店西館6F 079-223-5843

イトーヨーカドー 広畑店 玩具売場 姫路市広畑区夢前町1-1 0792-38-5050

エディオン 姫路花田店 玩具売場 姫路市飾東町庄字宮ノ前273 079-251-7770

エディオン 姫路店 玩具売場 姫路市飾磨区今在家1416-1 079-231-5850

エディオン 宝塚店 玩具売場 宝塚市安倉西1-1-1 0797-84-6801

エディオン 豊岡店 玩具売場 豊岡市宮島322-1 0796-23-1911

イトーヨーカドー 明石店 玩具売場 明石市二見町西二見駅前1丁目18番地 078-941-5111

エディオン 太子店 玩具売場 揖保郡太子町東南360-1 079-277-2339

奈良県

アピタ 西大和店 玩具売場 北葛城郡上牧町大字上牧3000-1 0745-77-6511

エディオン かしはら店 玩具売場 橿原市曲川町7-25-1 0744-21-2069

エディオン 香芝店 玩具売場 香芝市磯壁3-40-1 0745-71-6822

エディオン 大和小泉店 玩具売場 大和郡山市小泉町東3-10-2 0743-58-3911

アピタ 大和郡山店 玩具売場 大和郡山市田中町字宮西517 0743-54-2711

イトーヨーカドー 奈良店 玩具売場 奈良市二条大路南1-3-1 0742-36-7111

エディオン おしくま店 玩具売場 奈良市押熊町605 0742-47-9311

和歌山県

エディオン 紀ノ川店 玩具売場 和歌山市次郎丸38 073-480-2038

鳥取県

エディオン 鳥取本店 玩具売場 鳥取市安長71-1 0857-31-2611

米子しんまち天満屋 玩具売場 米子市西福原2-1-10 0859-35-1362

エディオン 米子店 玩具売場 米子市米原5丁目6-31 0859-33-7211

ABCパレード出雲店 出雲市大塚町650-1 ゆめたうん出雲店内 0853-31-6812

エディオン 益田店 玩具売場 益田市乙吉町88-1 0856-23-5111



岡山県

こどもやリブ総社店 総社市門田187 リブ総社21店内3階 0866-92-3917

おもちゃ王国 トイズスタジアム 玉野市滝1640-1 0863-71-4488

エディオン 津山店 玩具売場 津山市川崎147 0868-26-5111

天満屋津山店 玩具売場 津山市新魚町17番地 0868-31-2309

エディオン 倉敷本店 玩具売場 倉敷市笹沖1209-1 086-422-2011

コドモ館 トピア店 倉敷市児島2-35 テンマヤハピータウン2F 086-473-7655

コドモ館 水島店 倉敷市水島高砂町3-11 086-446-5556

ビックカメラ 岡山店 トイズコーナー 岡山市北区駅前町1-1-1 086-236-1111

エディオン 下中野店 玩具売場 岡山市北区下中野五ノ坪441 086-245-0311

イトーヨーカドー 岡山店 玩具売場 岡山市北区下石井2-10-2 086-233-1001

こどもや西大寺店 岡山市東区西大寺南1-2-5 086-943-1923

ABCパレード平島店 岡山市東区東平島163 ゆめタウン平島 086-297-5688

こどもや岡南店 岡山市南区築港新町1-18-5 086-265-0712

エディオン 東川原店 玩具売場 岡山市中区東川原215-1 086-270-2711

広島県

おもちゃのピエロ ゆめタウン松永店 福山市柳津町1-5-7 ゆめタウン松永店2F 0849-34-9595

イトーヨーカドー 福山店 玩具売場 福山市入船町3-1-60 084-923-0210

こどもやポートプラザ店 福山市入船町3-1-25 0849-71-1230

エディオン 福山本店 玩具売場 福山市入船町1-8-15 084-923-1566

おもちゃの国 にしおか府中店 府中市府川町186-1 府中天満屋ソシア店1F 0847-40-0307

こどもや府中店 府中市府川町186-1 府中天満屋2階 0847-45-7449

エディオン アルパーク南店 玩具売場 広島市西区商工センター2丁目5番1号 082-276-8111

エディオン 広島本店本館 玩具売場 広島市中区紙屋町2-1-18 082-247-5111

コジマNEW広島インター緑井店 玩具売場 広島市安佐南区緑井1-3-1 082-831-5511

エディオン 東広島店 玩具売場 東広島市西条町大字御薗4598-1 082-423-3211

エディオン 廿日市店 玩具売場 廿日市市新宮1-9-34 0829-32-1115

山口県

(株)丸富 岩国市麻里布6-8-5 0827-22-0103

グリムランド本店 下松市中央町21-3 星プラザ3F 0833-45-1177

グリムランドおのだサンパーク店 山陽小野田市中川6丁目4番1号 0836-38-5535

グリムランド シーモール下関店 下関市竹崎町4丁目4-8 シーモール下関3F 083-222-6518

コジマNEW宇部空港店 玩具売場 宇部市東見初町1-76 0836-36-0770

トミーランド 宇部市西岐波区吉田1136-1 0836-51-3830

徳島県

エディオン 徳島藍住店 玩具売場 板野郡藍住町住吉字千鳥ヶ浜87-2 088-693-2011

香川県

エディオン 高松春日店 玩具売場 高松市春日町字川尻1028-1 087-841-2411

愛媛県

エディオン 今治本店 玩具売場 今治市馬越町2-4-10 0898-33-8111

エディオン イオンモール新居浜店 玩具売場 新居浜市前田町8-8 0897-32-7711



福岡県

おもちゃのぴーこっく トリアス久山店 糟屋郡久山町山田1111 092-976-3366

おもちゃのぴーこっく 久留米本店 久留米市大手町1-6 0942-38-3777

タム・タム筑紫野店 筑紫野市美しが丘南1-12-1 筑紫野ベレッサ2階 092-919-0120

おもちゃのぴーこっく ゆめタウン八女店 八女市蒲原988-28 0943-25-7477

ABCパレード博多店 福岡市東区東浜1-1-1 ゆめタウン博多2階 092-631-7130

プラレールショップ 福岡店 福岡市博多区下川端町3-1 博多リバレイン B2F 092-263-7510

ビックカメラ 天神2号店 トイズコーナー 福岡市中央区天神2-4-5 092-732-1111

コジマ×ビックカメラ 福岡西店 玩具売場 福岡市西区橋本1-12-3 092-811-9601

コジマ×ビックカメラ 春日店 玩具売場 春日市須玖北1丁目1番1号 092-571-8484

エディオン 到津店 玩具売場 北九州市小倉北区上到津3丁目95-2 093-651-7711

エディオン 八幡黒崎店 玩具売場 北九州市八幡西区東曲里町2番16号 093-642-9111

佐賀県

エディオン 佐賀本店 玩具売場 佐賀市兵庫北6丁目4番21号 0952-33-7011

熊本県

ハイドアンドシーク 宇土店 宇土市善道寺町綾織95 宇土シティモール1F 0964-27-5540

エディオン サンリブシティくまなん店 玩具売場 熊本市中央区平成3丁目20-1 096-370-6811

エディオン 熊本本店 玩具売場 熊本市御領3丁目18-1 096-388-2311

鹿児島県

ビックカメラ 鹿児島中央店 トイズコーナー 鹿児島市中央町1-1 099-814-1111

エディオン 鹿児島南店玩具売場 鹿児島市宇宿2丁目2-18 099-813-0005

沖縄県

コジマ×ビックカメラ 那覇店 玩具売場 那覇市字安謝644-5 098-941-3001


