
店 舗 名 住      所 電 話 番 号

国内のトイザらス ベビーザらス全店

イトーヨーカ堂 旭川店    北海道旭川市六条１４６４ 0166-26-1101    
イトーヨーカ堂 恵庭店    恵庭市恵み野⻄２丁⽬１          0123-36-5151    
イトーヨーカ堂 帯広店    帯広市稲⽥町南⼋線⻄１０－１       0155-47-8111    
イトーヨーカ堂 北⾒店    北⾒市光⻄町１８５            0157-61-8811    
イトーヨーカ堂 釧路店    釧路市新橋⼤通６－２           0154-25-3121    
イトーヨーカ堂 琴似店    札幌市⻄区琴似２条１丁⽬４－１      011-613-5411    
イトーヨーカ堂 札幌店    札幌市東区北７条東９丁⽬２番２０号    011-712-1111    
イトーヨーカ堂 屯⽥店    札幌市北区屯⽥８条３丁⽬５－１        011-775-2111    
イトーヨーカ堂 函館店    函館市美原１－３－１           0138-42-6611    
イトーヨーカ堂 福住店    札幌市豊平区福住２条１－２－５      011-856-5511    
M`sトイスター 紋別市本町1丁⽬34-1 0158-23-9114
おもちゃのおおいえ 岩内郡岩内町字⾼台12-18 0135-62-0568
おもちゃの平野 札幌市⻄区⼭の⼿３条１－３－２ 011-631-6971
おもちゃのヨシダ 旭川市本町３丁⽬437-238 0166-52-3663
さっぽろ東急百貨店 札幌市中央区北四条⻄2-1 
博品館TOYPARK新千歳空港店 千歳市美々 新千歳空港国際線ターミナルビル 3F 0123-46-2100
ビックカメラ 札幌店 札幌市中央区北五条⻄2-1 011-261-1111
１００満ボルト旭川永⼭店 旭川市永⼭⼆条３－１－１５        0166-49-2700    
１００満ボルト旭川本店 旭川市⻄御料五条１丁⽬１－５       0166-60-8880    
１００満ボルト帯広⻄店 帯広市⻄⼆⼗⼆条南２－１０－１１     0155-37-1139    
１００満ボルト帯広本店 帯広市稲⽥町南９線⻄１１－１       0155-48-3939    
１００満ボルト北⾒本店 北⾒市中央三輪１－３７１－９       0157-66-1399    
１００満ボルト札幌清⽥店 札幌市清⽥区真栄５６           011-889-6100    
棒⼆森屋 函館市若松町17-12 0138-26-1227
丸井今井札幌本店 札幌市中央区南1条⻄2丁⽬11番 011-205-1612
ヨドバシカメラ マルチメディア札幌 札幌市北区北６条⻄５－１－２２ 011-808-1010

イトーヨーカ堂 ⻘森店    ⻘森市浜⽥１－１４－１          017-739-0211    
イトーヨーカ堂 五所川原店  五所川原市⼤字唐笠柳字藤巻５１７－１     0173-33-1111    
イトーヨーカ堂 ⼋⼾沼館店  ⼋⼾市沼館４丁⽬７番１１１号       0178-22-5511    
イトーヨーカ堂 弘前店    弘前市⼤字駅前３－２－１         0172-33-5511    
スカロップ弘前店 弘前市城東北3-10-1 さくら野百貨店３Ｆ 0172-88-7792

イトーヨーカ堂 花巻店    花巻市下⼩⾈渡１１８－１         0198-23-7200    
キッズウォーカー⽔沢店 奥州市⽔沢区字⽥⼩路102-1 0197-22-5599
キッズウォーカー宮古店 宮古市⻑町1-8-32 0193-77-3155
サンホビー アンクル 遠野市松崎町⽩岩15-13-11 0198-62-0399
⽩牡丹 北上江釣⼦店 北上市北⻤柳19-68 江釣⼦PAL 1F 0197-61-5014
⽩牡丹 盛岡店 盛岡市前潟4丁⽬7－1 イオンモール盛岡 2F 019-605-3828
スカロップ盛岡店 盛岡市菜園1-10-1 川徳６Ｆ玩具売場 019-601-7962

イトーヨーカ堂 アリオ仙台泉店 仙台市泉区泉中央１－５－１          022-374-8811    
イトーヨーカ堂 ⽯巻あけぼの店 ⽯巻市あけぼの１－１－２         0225-22-7111    
キッズウォーカー柴⽥店 柴⽥郡柴⽥町⼤字上名⽣字新⼤原194-1 0224-58-2151
サニーランド フォルテ店 柴⽥郡⼤河原町字⼩島2－1 0224-51-1390
⽩牡丹 ⽯巻店 ⽯巻市茜平4丁⽬104 イオンモール⽯巻 2F 0225-92-1403
⽩牡丹 名取店 名取市杜せきのした5-3-1 イオンモール名取 3F 022-797-8381
⽩牡丹 利府店 利府町利府新屋⽥前22 イオンモール利府 1F 022-349-1830
１００満ボルト都城店 都城市吉尾町６０９９           0986-27-5252    
ヨドバシカメラ マルチメディア仙台 仙台市宮城野区榴岡１－２－１３ 022-295-1010

プラセン 鶴岡市道形町46-5 0235-23-4188

アピタ 会津若松店         会津若松市神指町⼤字南四合字幕内南１５４番地 0242-36-5611    
イトーヨーカ堂 郡⼭店    郡⼭市⻄ノ内２－１１－４０        0249-39-1411    
イトーヨーカ堂 平店     いわき市平６ー６－２            0246-23-3636    
イトーヨーカ堂 福島店    福島市太⽥町１３－４           024-531-2111    
ヨドバシカメラ マルチメディア郡⼭ 郡⼭市駅前１－１６－７ 024-931-1010

全国

北海道

福島県

⼭形県

宮城県

岩⼿県

⻘森県

詳細店舗リストはこちらから

「トミカ･プラレールDVD 2016」 プレゼントキャンペーン 実施店舗リスト

Joshin キッズランド（⼀部取り扱いのない店舗もございます）
コジマ おもちゃ売り場（⼀部取り扱いのない店舗もございます）
㈱平和堂 各店直営おもちゃ売場（⼀部取り扱いのない店舗もございます）

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


店 舗 名 住      所 電 話 番 号

アピタ 佐原東店           稲敷市⻄代１４８０ 0299-80-5511
イトーヨーカ堂 古河店    古河市雷電町１－１８           0280-31-3311    
イトーヨーカ堂 ⽇⽴店    ⽇⽴市幸町１－１６－１          0294-21-8811    
イトーヨーカ堂 ⻯ヶ崎店   ⿓ケ崎市⼩柴５－１－２           0297-65-4411    
（有）おもちゃのおかざき 常陸⼤宮市下村⽥2387常陸⼤宮ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰピサーロ1F 0295-54-1770
ジョイショップ タグチ 東茨城郡⼤洗町磯浜町847 0292-67-3200
⻄武百貨店 筑波店 つくば市吾妻1-7-1
ビックカメラ ⽔⼾店     ⽔⼾市宮町1-7-31 029-303-1111
⽔⼾京成百貨店 ⽔⼾市泉町1-6-1

アピタ ⾜利店           ⾜利市朝倉町２４５番地 0284-72-8811    
アピタ 宇都宮店          宇都宮市江曽島本町２２－７ 028-684-2211    
イトーヨーカ堂 宇都宮店   宇都宮市陽東６丁⽬２番１号        028-661-0111    
イトーヨーカ堂 ⼩⼭店    ⼩⼭市駅東通り２－３－１５        0285-23-6111    
おもちゃの⾦太郎 ⽮板市扇町1-6-4 0287-43-5196
おもちゃのマンネンヤ 那須塩原市⻄⼤和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
東武宇都宮百貨店 宇都宮市宮園町5-4
福⽥屋百貨店インターパーク店 宇都宮市インターパーク6-1-1 ２Ｆ玩具売場 028-657-6564
福⽥屋百貨店宇都宮店 宇都宮市今泉237 ２Ｆ玩具売場 028-623-5260
ヨドバシカメラ マルチメディア宇都宮 宇都宮市駅前通り１－４－６宇都宮⻄⼝ビル 028-616-1010

アピタ 伊勢崎東店         伊勢崎市三室町５３３０番地 0270-20-8111    
アピタ 笠懸店           みどり市笠懸町阿佐美１２８５－１ 0277-77-2711    
アピタ ⾼崎店           ⾼崎市⽮中町字渕ノ内６６８－１ 027-346-1001    
アピタ 館林店           館林市楠町３６４８－１ 0276-75-3411    
アピタ 前橋店           前橋市⽂京町２丁⽬１－１ 027-226-8811    
イトーヨーカ堂 伊勢崎店   伊勢崎市連取町１５０７番地         0270-26-5111    
イトーヨーカ堂 藤岡店    藤岡市藤岡８３１             0274-23-5111    
有限会社 ⽚⼭商店 沼⽥市上之町843 0278-24-8833

アピタ 岩槻店           さいたま市岩槻区⼤字⼤⼝８００番地 048-792-2211    
アピタ 東松⼭店 東松⼭市あずま町4-3 0493-31-0111
アピタ 吹上店           鴻巣市袋９０－１番地 048-547-1771    
アピタ 本庄店           本庄市南１－２－１０ 0495-24-7311    
イトーヨーカ堂 上尾駅前店 上尾市⾕津２－１－１           048-776-2800    
イトーヨーカ堂 アリオ上尾店 上尾市⼤字壱丁⽬３６７ 048-726-0111
イトーヨーカ堂 アリオ深⾕店   深⾕市上柴町⻄４－２－１４        048-572-6611    
イトーヨーカ堂 浦和店    さいたま市浦和区仲町１－７－１          048-829-2261    
イトーヨーカ堂 ⼤宮宮原店  さいたま市北区宮原町1-854-1 048-654-3111    
イトーヨーカ堂 春⽇部店   春⽇部市中央１－１３－１          048-763-3111    
イトーヨーカ堂 上福岡東店  ふじみ野市⼤原２－１－３０          0492-69-2111    
イトーヨーカ堂 川⼝店    川⼝市並⽊元町１番７９号        048-257-0111    
イトーヨーカ堂 久喜店    久喜市久喜中央４－９－１１        0480-22-5311    
イトーヨーカ堂 坂⼾店    坂⼾市⽇の出町５－３０          0492-83-7011    
イトーヨーカ堂 草加店    草加市⾼砂２－７－１           0489-22-6111    
イトーヨーカ堂 錦町店    蕨市錦町１－１２－１          048-446-4411    
イトーヨーカ堂 三郷店    三郷市天神⼆丁⽬２２番地         048-954-1111    
イトーヨーカ堂 和光店    和光市丸⼭台１－９－３          048-468-7111    
イトーヨーカ堂 鷲宮店    久喜市久本寺⾕⽥７－１          0480-58-5555    
エディオンららぽーと新三郷店 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    
おぢいさんの店 東⼝本店 桶川市南1-6-5 048-774-5261
おもちゃのアポロ ⼋潮市中央3-21-4 048-995-6541
こぐま ⽮尾秩⽗ 秩⽗市上町1-5-9 ⽮尾百貨店 4F
ザ・プライス 蕨店         蕨市塚越１－７－９           048-442-0001    
⻄武百貨店 所沢店 所沢市⽇吉町12-1
そごう ⼤宮店 さいたま市⼤宮区桜⽊町1-6-2
ビックカメラ ⼤宮⻄⼝そごう店  さいたま市⼤宮区桜⽊町1-8-4 048-647-1111
Ｆｏｒｋｉｄｓʼ川⼝ 川⼝市栄町3-5-1 そごう川⼝店 7F
Ｆｏｒｋｉｄｓʼﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲 久喜市菖蒲町菖蒲6005番地１ モラージュ菖蒲 1F
丸⾒堂 飯能市仲町6-22 042-972-2585
⼋⽊橋百貨店 熊⾕市仲町74  
ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都⼼駅前店 さいたま市⼤宮区吉敷町四丁⽬263-6 048-645-1010

アピタ 市原店           市原市⻘柳北１－１ 0436-20-0511    
アピタ ⽊更津店          ⽊更津市ほたる野４－２－４８ 0438-30-5311    
アピタ 君津店           君津市久保１－１－１ 0439-54-8811    
イトーヨーカ堂 姉崎店    市原市姉崎６４５－１           0436-62-2111    
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店 舗 名 住      所 電 話 番 号
イトーヨーカ堂 我孫⼦店 我孫⼦市我孫⼦４－１１－１         0471-85-8111    
イトーヨーカ堂 アリオ市原店 市原市更級４－３－２           0436-20-1112    
イトーヨーカドー アリオ柏店 柏市⼤島⽥９５０－１          04-7190-0111    
イトーヨーカ堂 新浦安店   浦安市明海４丁⽬１－１          047-304-1211    
イトーヨーカ堂 蘇我店    千葉市中央区川崎町５２７ 043-268-7511    
イトーヨーカ堂 流⼭店    流⼭市流⼭９－８００－２         0471-58-5211    
イトーヨーカ堂 成⽥店    成⽥市公津の杜４－５－３         0476-27-8111    
イトーヨーカ堂 東習志野店  習志野市東習志野７－３－１         047-471-7111    
イトーヨーカ堂 船橋店    船橋市本町７－６－１           047-425-1511    
イトーヨーカ堂 松⼾店    松⼾市松⼾１１４９            047-368-5131    
イトーヨーカ堂 ⼋千代店   ⼋千代市村上南１－３－１          047-405-1511    
イトーヨーカ堂 ⼋柱店    松⼾市⽇暮１－１５－８          047-387-1121    
イトーヨーカ堂 四街道店   四街道市中央５番地             043-422-1111    
おもちゃのマルマン 柏市柏2-5-3 04-7167-2641
おもちゃのマルマン 柏市柏2-5-3 04-7167-2641
ザ・プライス 五⾹店    松⼾市常盤平５－２２－３         047-388-1131    
⻄武百貨店 船橋店 船橋市本町1-2-1 
そごう 千葉店 千葉市中央区新町1000
㈱東武百貨店船橋店 船橋市本町7-1-1 047-425-2211(代表）
ビックカメラ 柏店  柏市柏1-1-20 04-7165-1111
ヨドバシカメラ 千葉店 千葉市中央区富⼠⾒２－３－１ 043-224-1010

イトーヨーカ堂 ⾚⽻店    北区⾚⽻⻄１丁⽬７番１号        03-3905-5111    
イトーヨーカ堂 綾瀬店    ⾜⽴区綾瀬３－４－２５          03-3620-2911    
イトーヨーカ堂 アリオ北砂店   江東区北砂２丁⽬１７           03-3640-7111    
イトーヨーカ堂 アリオ⻄新井店   ⾜⽴区⻄新井栄町１－２０－１       03-3852-9111    
イトーヨーカ堂 ⼤井町店   品川区⼤井１－３－６           03-3777-6611    
イトーヨーカ堂 ⼤森店    ⼤⽥区⼤森北⼆丁⽬１３番地１号     03-5762-0111    
イトーヨーカ堂 葛⻄店    江⼾川区東葛⻄９丁⽬３番地３号       03-5675-1011    
イトーヨーカ堂 ⾦町店  葛飾区東⾦町１－１０－８ 03-3609-3131
イトーヨーカ堂 ⻲有店    葛飾区⻲有３丁⽬４９番３号       03-3838-5111    
イトーヨーカ堂 ⽊場店    江東区⽊場１－５－３０          03-5606-5234
イトーヨーカ堂 ⼩岩駅前店  江⼾川区⻄⼩岩１－２４－１         03-3671-5111    
イトーヨーカ堂 国領店    調布市国領町⼋丁⽬２番地６４      03-3430-2111    
イトーヨーカ堂 昭島店 昭島市⽥中町５６２－１          0425-46-1411    
イトーヨーカ堂新武蔵境店東館 武蔵野市境南町２－２－２０         0422-31-2111    
イトーヨーカ堂 ⽵の塚店   ⾜⽴区⽵の塚５－１７－１         03-3850-2211    
イトーヨーカ堂多摩センター店 多摩市落合１－４４            0423-74-6111    
イトーヨーカ堂 拝島店    昭島市松原町３－２－１２         042-543-5511    
イトーヨーカ堂 ⼋王⼦店   ⼋王⼦市狭間町１４６２－１         0426-62-5211    
イトーヨーカ堂 東久留⽶店  東久留⽶市本町３－８－１           0424-74-3331    
イトーヨーカ堂 東⼤和店   東⼤和市桜が丘２丁⽬１４２－１       042-562-5111    
イトーヨーカ堂 曳⾈店   墨⽥区京島１－２－１           03-3616-4111    
イトーヨーカ堂 南⼤沢店   ⼋王⼦市南⼤沢２－２８－１         0426-78-1811    
イトーヨーカ堂 武蔵⼩⾦井店   ⼩⾦井市本町６丁⽬１４番９号          042-382-1211    
イトーヨーカ堂 四つ⽊店   葛飾区四つ⽊２－２１－１         03-3694-8811    
⼩⽥急百貨店 新宿店 新宿区⻄新宿1丁⽬1番3号 03-5325-2506
⼩⽥急百貨店 町⽥店 町⽥市原町⽥6丁⽬12番20号 042-720-6296
おもちゃの⻘い⿃ ⼤⽥区萩中2-1-24 03-3742-1817
（有）おもちゃのぶんぶく 豊島区南⻑崎5-26-14 03-3952-7530
おもちゃのポニー 中野区中野5-52-15 ブローロードウェイセンター３階 03-3387-7451
おもちゃのマミー ⽬⿊区⾃由が丘1-7-14 ドゥーブルビル1F 03-3717-3333
キャプテン ⻄新井店 ⾜⽴区⾕在家2-6-3 03-3896-8787
京王百貨店 新宿店 新宿区⻄新宿1-1-4
京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店 多摩市関⼾1-10-1
⼩林玩具店 港区⿇布⼗番2-4-7 03-34517208
ザ・プライス 滝⼭店    東久留⽶市滝⼭４－１３－１０         0424-75-2511    
⻄武百貨店 池袋本店 豊島区南池袋1-28-1
ＴＯＹＳテラオ 台東区浅草1-37-1 03-3841-0147
東急百貨店 吉祥寺店 武蔵野市吉祥寺本町2-3-1  
東急百貨店 本店 渋⾕区道⽞坂2-24-1
東武百貨店池袋店 豊島区⻄池袋1-1-25 7F3番地 03-5951-8901
トミカショップ 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 03-5220-1351
トミカショップ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 墨⽥区押上⼀丁⽬1番2号 東京スカイツリータウン・ソラマチ３階  03-5610-2925
博品館TOY ＰＡＲＫ 銀座本店 中央区銀座8-8-11 03-3571-8008
ビックカメラ ⾚坂⾒附駅店 港区⾚坂3-1-6 03-6230-1111
ビックカメラ 池袋本店  豊島区東池袋1-41-5 03-5396-1111
ビックカメラ 池袋⻄⼝店  豊島区⻄池袋1-16-3 03-5960-1111
ビックカメラ JR⼋王⼦駅前店  ⼋王⼦市旭町1-17 042-646-1111
ビックカメラ 渋⾕東⼝店 渋⾕区渋⾕1-24-12 03-5466-1111
ビックカメラ 新宿⻄⼝店  新宿区⻄新宿1-5-1 03-5326-111
ビックカメラ 聖蹟桜ヶ丘店 多摩市関⼾1-11-1 京王聖跡桜ヶ丘ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ-Ａ館6Ｆ 042-310-1111

東京都



店 舗 名 住      所 電 話 番 号
ビックカメラ ⽴川店  ⽴川市曙町2-12-2 042-5481111
ビックカメラ 有楽町店  千代⽥区有楽町1-11-1 03-5221-1111
ビックロ ビックカメラ 新宿東⼝店 新宿区新宿3-29-1 03-3226-111
Ｆｏｒｋｉｄｓʼ+bｳﾞｨｰﾅｽﾌｫｰﾄ 江東区⻘海1-3-15
（有）フジヤ 板橋区常盤台2-27-9 03-3960-2829
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
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 墨⽥区押上⼀丁⽬1番2号 東京スカイツリータウン・ソラマチ３階  03-5610-2923
松屋 銀座本店 中央区銀座3-6-1  
ヨドバシカメラ 新宿⻄⼝本店 ゲームホビー館 新宿区⻄新宿１－１１－１ 03-3346-1010
ヨドバシカメラ ⼋王⼦店 ⼋王⼦市東町７－４ 042-643-1010
ヨドバシカメラ マルチメディアＡｋｉｂａ 千代⽥区神⽥花岡町１－１ 03-5209-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア上野２号店 台東区上野４－９－８ 03-3837-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア吉祥寺 武蔵野市吉祥寺本町１－１９－１ 0422-29-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア錦⽷町 墨⽥区江東橋３－１４－５錦⽷町ステーションビル内 03-3632-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア新宿東⼝ 別館 新宿区新宿３－２６－７ 03-3356-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア町⽥ 町⽥市原町⽥１－１－１１ 042-721-1010

アピタ ⼾塚店           横浜市⼾塚区上倉⽥町７６９－１ 045-864-1201    
アピタ ⻑津⽥店          横浜市緑区⻑津⽥みなみ台４丁⽬７－１ 045-989-0511    
イトーヨーカ堂 厚⽊店    厚⽊市中町４－１３－１          0462-24-1411    
イトーヨーカ堂 アリオ橋本店   相模原市緑区⼤⼭町１－２２         042-779-8111    
イトーヨーカ堂 伊勢原店   伊勢原市桜台１－８－１           0463-96-5111    
イトーヨーカ堂 ⼤船店    鎌倉市⼤船６－１－１           0467-47-5211    
イトーヨーカ堂 ⼩⽥原店   ⼩⽥原市中⾥２９６－１           0465-49-6611    
イトーヨーカ堂 上⼤岡店   横浜市港南区上⼤岡⻄３－９－１      045-841-1010    
イトーヨーカ堂 上永⾕店   横浜市港南区丸⼭台１－１２        045-844-1711    
イトーヨーカ堂 川崎店 川崎市川崎区⼩⽥栄２－２－１          044-366-4111    
イトーヨーカ堂 川崎港町店  川崎市川崎区港町１２－１            044-246-7700    
イトーヨーカ堂 古淵店    相模原市南区古淵３－１３－３３         0427-50-3131    
イトーヨーカ堂 相模原店   相模原市南区松ヶ枝町１７－１          0427-45-1211    
イトーヨーカ堂 湘南台店   藤沢市⽯川６－２－１           0466-87-5511    
イトーヨーカ堂 新百合ヶ丘店 川崎市⿇⽣区上⿇⽣１－４－１          044-952-5111    
イトーヨーカ堂 ⽴場店    横浜市泉区中⽥⻄１丁⽬１番１５号       045-805-2111    
イトーヨーカ堂 たまプラーザ店 横浜市⻘葉区美しが丘１－６－１         045-901-9311    
イトーヨーカ堂 綱島店    横浜市港北区綱島⻄２－８－１       045-545-2111    
イトーヨーカ堂 鶴⾒店    横浜市鶴⾒区鶴⾒中央３丁⽬１５－３０      045-521-7111    
イトーヨーカ堂 能⾒台店   横浜市⾦沢区能⾒台東３－１           045-781-8111    
イトーヨーカ堂 藤沢店    藤沢市鵠沼⽯上１－１０－１        0466-26-8311    
イトーヨーカ堂 溝ノ⼝店   川崎市⾼津区久本３－６－２０          044-844-1711    
イトーヨーカ堂 武蔵⼩杉店  川崎市中原区⼩杉町３－４２０          044-722-1011    
イトーヨーカ堂 ⼤和鶴間店  ⼤和市下鶴間１－３－１          046-261-1211    
イトーヨーカ堂 横浜別所店  横浜市南区別所１－１４－１          045-743-3111    
イトーヨーカ堂ららぽーと横浜店 横浜市都筑区池辺町４０３５－１     045-931-9911    
エディオン港北センター南店 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 ５３－１        045-943-6581    
⼩⽥急百貨店 藤沢店 藤沢市南藤沢21-1
おもちゃのちょっぺー 鎌倉市⼩町1-6-11 0467-22-3098
グランツリー武蔵⼩杉店 川崎市中原区新丸⼦東３－１１３５－１      044-422-3111    
京急百貨店 横浜市港南区上⼤岡⻄1-6-1 5F 045-848-7249
サガミ堂 相模原市中央区陽光台3-6-7 042-754-8317
そごう 横浜店 横浜市⻄区⾼島2-18-1
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
東急百貨店 たまﾌﾟﾗｰｻﾞ店 横浜市⻘葉区美しが丘1-7
トミカショップ・プラレールショップ横浜店 横浜市⻄区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ5Ｆ 045-263-8871
ハーティあさひや ⼩⽥原市栄町2-9-33 アプリ４F 0465-23-0311
ビックカメラ 相模⼤野店  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
ビックカメラ 新横浜店  横浜市港北区新横浜2-100-45 045-478-1111
ビックカメラ 藤沢店  藤沢市藤沢559 0466-29-1111
ビックカメラ ラゾーナ川崎店  川崎市幸区堀川町72-1 044-520-1111
Ｆｏｒｋｉｄｓʼ港北 横浜市都筑区中川中央1-31-1-4420 モザイクモール港北 4F
Ｆｏｒｋｉｄｓʼ+b ﾄﾚｯｻ横浜 横浜市港北区師岡町700番地 トレッサ横浜 南棟 3F
丸井海⽼名店 海⽼名市中央1-6-1 046-2344197
ヨドバシカメラ マルチメディア川崎 川崎市川崎区⽇進町１－１１ 044-223-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア京急上⼤岡 横浜市港南区上⼤岡⻄１－６－１京急百貨店８階 045-845-1010
ヨドバシカメラ マルチメディア横浜 横浜市⻄区北幸１－２－７ 045-313-1010

アピタ ⻑岡店           ⻑岡市千秋２丁⽬２７８番地 0258-29-6111    
アピタ 新潟⻲⽥店         新潟市江南区鵜ノ⼦四丁⽬４６６番地 025-383-3211    
アピタ 新潟⻄店          新潟市⻄区⼩新４７４番地 025-201-1711    
イトーヨーカ堂 直江津店   上越市⻄本町３－８－８          0255-44-6421    
イトーヨーカ堂 丸⼤柏崎店  柏崎市駅前２－３－７           0257-24-5211    
イトーヨーカ堂 丸⼤⻑岡店  ⻑岡市城内町２－３－１２         0258-34-3111    
イトーヨーカ堂 丸⼤新潟店  新潟市中央区本町通６－１１２２－１       025-228-1141    

新潟県 

神奈川県



店 舗 名 住      所 電 話 番 号
有限会社 ⽟屋 コア店 妙⾼市栗原4-7-11 0255-73-8368
有限会社 ⽟屋（トイワールド）店 上越市富岡ショッピングセンターアコーレ内 025-521-2549
はた玩具店 阿賀野市中央町1-1-45 0250-62-0242
ビックカメラ 新潟店  新潟市中央区花園1-1-21 025-248-1111
ヨドバシカメラ 新潟店 新潟市中央区花園１－１－１ 025-249-1010

アピタ ⿂津店           ⿂津市住吉６００ 0765-23-4111    
アピタ ⿊部店           ⿊部市前沢字北１０１７番地４ 0765-56-7711    
アピタ 砺波店           砺波市太郎丸三丁⽬６９番地 0763-32-7711    
アピタ 富⼭東店          富⼭市上富居３丁⽬８番３８号 076-452-3311    
アピタ 富⼭店           富⼭市上袋１００－６８ 076-495-3311    
１００満ボルト⿊部店 ⿊部市植⽊７７５－１           0765-32-5511    

アピタ ⾦沢店           ⾦沢市中村町１０－２０ 076-226-3111    
アピタ 松任店           ⽩⼭市幸明町２８０番地 076-274-6611    
１００満ボルト⾦沢本店 野々市市野代２丁⽬１１           076-294-1011    
１００満ボルト⾦沢直江店 ⾦沢市直江町３７街区１          076-238-0100    
１００満ボルト⾦沢東店 ⾦沢市⾼柳町⼆５－２           076-252-0100    
１００満ボルト⼩松本店 ⼩松市打越町イ２７            0761-23-7277    
１００満ボルト七尾店 七尾市古府町か５－１           0767-53-0100    
１００満ボルト⽻咋宝達志⽔店 ⽻咋郡宝達志⽔町⼆⼝へ９－１       0767-29-3939    

アピタ 敦賀店           敦賀市中央町１－５－５ 0770-22-8311    
アピタ 福井店           福井市飯塚町第１１号１１番地 0776-33-6611    
アピタ 福井⼤和⽥店        福井市⼤和⽥町第３２号２３番地 0776-57-2211    
おもちゃの てんとうむし ⼤野市鍬掛17-17-1VIO（ヴィオ） 0779-65-1704
おもちゃの店 ピノキオ Ｓ．Ｃ店 ⼩浜市四⾕町20-35-1 0770-53-0872
⻄武百貨店 福井店 福井市中央1-8-1
１００満ボルト敦賀店 敦賀市⽊崎１１－１０           0770-24-0988    
１００満ボルト 越前店 越前市塚町２７字３－１          0778-24-5400    
１００満ボルト⼩浜本店 ⼩浜市府中１５－２０           0770-53-3339    
１００満ボルト⼤勝店 ⼤野市南新在家３５－２７         0779-65-3039    
１００満ボルト福井本店 福井市新保北１丁⽬６０１         0776-57-1800    
１００満ボルト福井南本店 福井市江守中町７－３５－１        0776-33-3577    

アピタ ⽯和店           笛吹市⽯和町窪中島１５４番地 055-261-8311    
アピタ ⽥富店           中央市⼭之神１３８３－９ 055-230-7311    
アピタ 双葉店 甲斐市志⽥字柿⽊６４５－１ 0551-30-7111
イトーヨーカ堂 甲府昭和店  中巨摩郡昭和町⻄条１３－１            055-268-1311    
キューピット 南都留郡富⼠河⼝湖町船津４０９５番地の1号 0555-73-3223

アピタ 飯⽥店           飯⽥市⿍名古熊２４６１ 0265-53-8111    
アピタ 伊那店           伊那市⻄町５１８２番地1 0265-72-1331    
アピタ ⾼森店           下伊那郡⾼森町⼭吹４５１５ 0265-35-9211    
イトーヨーカ堂 アリオ上⽥店   上⽥市天神３－５－１           0268-27-6611    
イトーヨーカ堂 ⻑野店    ⻑野市権堂町２２０１           026-234-1011    
イトーヨーカ堂 南松本店   松本市⾼宮中１－２０           0263-27-8111    
エディオン飯⽥インター店 飯⽥市育良町１－２－１ りんごの⾥内  0265-28-2801    
エディオン上⽥しおだ野店 上⽥市神畑字⻄村３７３         0268-29-3611    
エディオン⻑野⻘⽊島店 ⻑野市⻘⽊島４－４－５ ⻘⽊島ショッピングパーク２Ｆ    026-254-6511    
（有）⼋幡屋百貨店 上⽥市天神1-8-1 0268-22-1185

アピタ ⼤垣店           ⼤垣市林町６丁⽬８０番２１ 0584-83-1311    
アピタ 各務原店          各務原市鵜沼各務原町８－７ 058-384-3911    
アピタ 北⽅店           本巣郡北⽅町平成２－３ 058-323-8511    
アピタ 岐⾩店           岐⾩市加納神明町６－１ 058-275-3111    
アピタ 中津川店          中津川市淀川町３－８ 0573-65-0811    
アピタ ⾶騨⾼⼭店         ⾼⼭市国府町⾦桶４１番地 0577-72-6311    
アピタ 御嵩店           可児郡御嵩町上恵⼟１０５２番１ 0574-67-6777    
アピタ 美濃加茂店         美濃加茂市野笹町２－５－６５ 0574-27-5811    
エディオン可児今渡店 可児市今渡８４０－２          0574-60-5011    
エディオンモレラ岐⾩店 本巣市三橋１１００ モレラ岐⾩内    058-320-5711    
エディオン⾼⼭店 ⾼⼭市上岡本町７丁⽬９３－１          0577-32-7071    
ひだや 瑞浪市⼟岐町26-1SCメイト内 0572-67-2361

アピタ 伊東店           伊東市玖須美元和⽥７２０－１４３ 0557-38-9911    
アピタ ⼤仁店           伊⾖の国市吉⽥字九⼗分１５３－１ 0558-75-5811    

⽯川県

富⼭県

福井県

静岡県

岐⾩県

⻑野県 

⼭梨県



店 舗 名 住      所 電 話 番 号
アピタ 掛川店           掛川市⼤池２８２６ 0537-24-8911    
アピタ 静岡店           静岡市駿河区⽯⽥１丁⽬５－１ 054-654-4600    
アピタ 島⽥店           島⽥市宝来町８－２ 0547-33-0811    
アピタ 初⽣店           浜松市北区初⽣町６２６番地１ 053-438-3000    
アピタ 浜北店           浜松市浜北区貴布祢１２００ 053-584-6611    
アピタ 磐⽥店 磐⽥市今之浦３－１－１１ 0538-34-5511
アピタ 富⼠吉原 富⼠市国久保２丁⽬１－１０ 0545-51-2711
イトーヨーカ堂 静岡店    静岡市駿河区曲⾦３－１－５        054-282-7111    
イトーヨーカ堂 沼津店    沼津市⾼島本町１－５           0559-24-2211    
イトーヨーカ堂 三島店    三島市中⽥町９－３０           0559-81-6111    
エディオン熱海店 熱海市中央町１９－３９ マックスバリュー熱海店 ３Ｆ    0557-86-2511    
エディオンクロスガーデン富⼠中央店 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    
エディオンサントムーン柿⽥川店 駿東郡清⽔町伏⾒字泉頭５８ の１ エイデンサントムーン柿⽥川店 055-983-6711    
エディオン浜松⼩⾖餅店 浜松市中区⼩⾖餅４－１４－２１        053-430-2711    
エディオン浜松和⽥店 浜松市東区和⽥町６６６－１        053-411-6311    
エディオン静岡曲⾦店 静岡市駿河区曲⾦７丁⽬８－８       054-289-2811    
遠鉄百貨店 浜松市中区砂⼭町320-2 
オモチャハウスだるまや 菊川市加茂2517-1 0537-36-4104
（有）キンダーランド 裾野市佐野760-5 055-993-0157
スズモト 浜松市浜北区本沢合１６２－１ 053-587-2719
ＴｏＹ ＆ ＨｏＢＢＹʼｓ スズモト 浜松市浜北区本沢合162-1 053-587-2719
信さんの店 御殿場市萩原413番地 0550-84-8843
ビックカメラ 浜松店 浜松市中区砂⼭町322-1 053-455-1111
松坂屋 静岡店 静岡市葵区御幸町10-2
ミシマトイス 三島市本町3番35号 055-975-0092

アピタ 阿久⽐店          知多郡阿久⽐町⼤字椋岡字徳吉１－１２ 0569-48-7911    
アピタ 安城南店          安城市桜井町⾙⼾尻６０番地 0566-99-6911    
アピタ ⼀宮店           ⼀宮市両郷町１－２ 0586-71-1211    
アピタ 稲沢店           稲沢市天池五反⽥町１番地 0587-24-9211    
アピタ 稲沢東店          稲沢市下津穂所１丁⽬１番１ 0587-23-6611
アピタ 岩倉店           岩倉市旭町１－２５ 0587-66-7111    
アピタ ⼤⼝店           丹⽻郡⼤⼝町丸２－３６ 0587-96-2111    
アピタ ⼤府店           ⼤府市明成町４－１３３ 0562-44-7011    
アピタ 岡崎北店          岡崎市⽇名北町４－４６ 0564-26-6311    
アピタ 蒲郡店           蒲郡市港町１７－１０ 0533-69-2131    
アピタ 刈⾕店           刈⾕市南桜町２－５６－１ 0566-22-2121    
アピタ ⽊曽川店          ⼀宮市⽊曽川町⿊⽥⼋ノ通５１番地の４ 0586-87-0211    
アピタ ⾼蔵寺店          春⽇井市中央台２丁⽬５番地 0568-92-1122    
アピタ 江南⻄店          江南市松⽵町上野２０５番地 0587-54-6411    
アピタ ⼩牧店           ⼩牧市堀の内３－１５ 0568-41-7811    
アピタ 新守⼭店          名古屋市守⼭区新守⼭２８３０ 052-792-9011    
アピタ 瀬⼾店           瀬⼾市幸町３３ 0561-82-1155    
アピタ 千代⽥橋店         名古屋市千種区千代⽥橋２－１－１ 052-722-2811    
アピタ 知⽴店           知⽴市⻑篠町⼤⼭１８－１ 0566-85-3611    
アピタ 東海荒尾店         東海市荒尾町⼭王前２０番地 052-601-9777    
アピタ 東海通店          名古屋市港区港明１－１０－２８ 052-655-1511    
アピタ 桃花台店          ⼩牧市古雅１－１ 0568-78-1111    
アピタ 豊⽥元町店         豊⽥市⼟橋町２－６５ 0565-27-4011    
アピタ ⻑久⼿店          ⻑久⼿市⼾⽥⾕９０１－１ 0561-63-6777    
アピタ 名古屋北店         名古屋市北区辻町９－１ 052-917-8111    
アピタ 名古屋空港店        ⻄春⽇井郡豊⼭町⼤字豊場字林先１番８ 0568-28-6911    
アピタ 名古屋南店         名古屋市南区豊⽥４－９－４７ 052-694-6111    
アピタ 鳴海店           名古屋市緑区鳴海町字伝治⼭３－９ 052-892-2411    
アピタ ⻄尾店 ⻄尾市⾼畠町三丁⽬２３－９ 0563-57-3211
アピタ 緑店            名古屋市緑区徳重２－２０１ 052-877-2611    
アピタ 港店            名古屋市港区当知２－１５０１ 052-384-1111    
アピタ 向⼭店           豊橋市向⼭町字中畑１－１ 0532-56-6400    
イトーヨーカ堂 安城店    安城市住吉町３丁⽬１番８号        0566-97-4111    
イトーヨーカ堂 ⽝⼭店    ⽝⼭市天神町１－１            0568-62-8831    
イトーヨーカ堂 尾張旭店   尾張旭市南原⼭町⽯原１１６－４       0561-54-1211    
イトーヨーカ堂 知多店    知多市新知東町１－１０－１        0562-56-5511    
イトーヨーカ堂 豊橋店    豊橋市藤沢町１４１            0532-47-1211    
エディオン安城店 安城市三河安城東町１丁⽬１７番地１   0566-76-1521    
エディオンイオン名古屋茶屋店 名古屋市港区⻄茶屋２丁⽬１１ イオンモール名古屋茶屋店２Ｆ    052-309-5191    
エディオン⼀宮本店 ⼀宮市緑５丁⽬６番１０号         0586-75-2311    
エディオン岡崎本店 岡崎市上六名町字宮前１番地        0564-59-3725    
エディオン⼩⽥井モゾワンダーシティ店 名古屋市⻄区⼆⽅町４７番地 ワンダーシネマ１０内 052-509-5811    
エディオン尾張旭店 尾張旭市南本地ヶ原町３丁⽬１４３番地          0561-55-3401    
エディオン柴⽥店 名古屋市南区鳴浜町５丁⽬１－１  052-619-5501    
エディオン豊川店 豊川市正岡町⻄深⽥３４５－１     0533-84-9281    
エディオン豊⽥本店 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 豊⽥市⼤林町⼋丁⽬ ５４番２      0565-74-3161    

愛知県



店 舗 名 住      所 電 話 番 号
エディオン名古屋本店 名古屋市中村区名駅南 ２丁⽬４番２２号        052-589-3500    
エディオン⽇進⽵の⼭店 ⽇進市⽵ノ⼭３丁⽬２００３番地         0561-74-8511    
エディオン半⽥店 半⽥市 ⼄川吉野町９番地  パワードーム半⽥内         0569-25-0791    
エディオン⼋事店 名古屋市昭和区⼭⼿通４丁⽬５           052-861-1911    
おもちゃのムック ⻄尾市下町御城下シャオ内 0563-57-8124
ビックカメラ 名古屋駅⻄店 名古屋市中村区椿町6-9 052-459-1111
ファンタジータウン ジンノ 名古屋市港区正徳町6-90 052-383-1190
松坂屋 名古屋本店 名古屋市中区栄3-16-1
株式会社 メルヘン 名古屋市緑区ほら⾙2-1 052-877-0909
（有）メルヘンハウス ⽥原市⽥原町南新地76-1 0531-23-0390
ヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋 名古屋市中区栄3-16-1 052-265-0055

アピタ 伊賀上野店         伊賀市服部町尾崎１７８８ 0595-22-1800    
アピタ 桑名店           桑名市中央町３－２１ 0594-23-8111    
アピタ 鈴⿅店           鈴⿅市南⽟垣町３６２８ 059-388-8911    
アピタ 名張店           名張市下⽐奈知字⿊⽥３１００－１ 0595-68-9611    
アピタ 松阪三雲店         松阪市市場庄町１２６６－１ 0598-56-7988    
アピタ 四⽇市店          四⽇市市安島⼀丁⽬３－３１ 059-355-6711    
エディオン津北店 津市島崎３６番地            059-213-9171    
エディオン四⽇市⽇永店 四⽇市市⽇永４丁⽬１８８７番３号      059-349-4411    
おもちゃのダイコクヤ ⾼柳本店 伊勢市曽祢1-12-19 0596-28-3460
近鉄百貨店 四⽇市店 四⽇市市諏訪栄町7-34

エディオンイオンタウン湖南店 湖南市岩根４５８０            0748-72-6621    
エディオン⼤津店 ⼤津市⼤将軍１－２８－５        077-544-6646    
エディオン⼤津⼀⾥⼭店 ⼤津市⼀⾥⼭７丁⽬１番１号        077-547-5110    
エディオン新守⼭店 守⼭市播磨⽥町４２－２         077-514-1666    
エディオン東近江店 東近江市五個荘北町屋町２８５番地１            0748-48-8012    
エディオン⽔⼝店 甲賀市⽔⼝町⽔⼝５５５５       0748-65-6060    
Ｆｏｒｋｉｄｓʼ+b ⼤津 ⼤津市におの浜2-3-1 ⻄武⼤津店 5F

アピタ 精華台店        相楽郡精華町精華台９丁⽬２番地４ 0774-98-4101    
イトーヨーカ堂 六地蔵店   宇治市六地蔵奈良町６７－１        0774-33-8811    
エディオン円町店 京都市中京区⻄ノ京⻄円町５５－１  075-467-8111    
エディオン桂南店 京都市南区久世上久世町４８５         075-925-0232    
エディオン⻲岡店 ⻲岡市⼤井町北⾦岐柿⽊原 ７－１    0771-29-1080    
エディオン京都ファミリー店 京都市右京区⼭之内池尻町１－１         075-325-0320    
エディオン久御⼭店 久世郡久御⼭町⼤字森⼩字⼤内３３７      075-633-5033    
エディオン伏⾒店 京都市伏⾒区横⼤路芝⽣１番地          075-604-4811    
エディオン松井⼭⼿店 ⼋幡市欽明台北 １            075-972-0070    
エディオン六地蔵ＭＯＭＯテラス店 京都市伏⾒区桃⼭町⼭ノ下３２ ＭＯＭＯテラス２Ｆ         075-605-3611    
熊本玩具 京都市中京区壬⽣朱雀町2-13 075-841-8265
トイズ かめた 京都市伏⾒区両替町4-291 075-601-4582
ビックカメラ 京都店 京都市下京区東塩⼩路町927 075-353-1111
１００満ボルト舞鶴店 舞鶴市字倉⾕⼩字森安１０７０－１     0773-76-1003    
ヨドバシカメラ マルチメディア京都 京都市下京区⿃丸通り七条下ル東塩⼩路町５９０番２ 075-351-1010    

イトーヨーカ堂 あべの店   ⼤阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１         06-6643-1111    
イトーヨーカ堂 アリオ鳳店   堺市⻄区鳳南町３－１９９－１２       072-274-4111    
イトーヨーカ堂 津久野店   堺市⻄区下⽥町 ２０－１          072-266-7700    
イトーヨーカ堂 ⼋尾店    ⼋尾市光町⼆丁⽬３番           072-995-9111    
イトーヨーカ堂 東⼤阪店   東⼤阪市吉⽥下島１－１           0729-61-1511    
エディオン泉⼤津店 泉⼤津市千原町１－８８－１        0725-23-3559    
エディオン泉北店 堺市南区三原台４－４０－１        0722-92-3663    
エディオン泉佐野店 泉佐野市下⽡屋２－２－７７  ショッパーズモール泉佐野店２Ｆ   072-458-1001    
エディオンＥＸＰＯＣＩＴＹ店 吹⽥市千⾥万博公園２－１３Ｆ 06-4864-2471
エディオン外環⼤東店 ⼤東市寺川３－１２－１          072-889-2811    
エディオン⾨真店 ⾨真市⾈⽥町２４番１号             072-887-7808    
エディオンカナートモール松原店 松原市⽥井城１丁⽬１－１         072-338-5711    
エディオン河内⻑野店 河内⻑野市上原⻄町 ３４－１６        0721-50-0050    
エディオン京橋店 ⼤阪市城東区蒲⽣１丁⽬９－１０         06-4255-5311    
エディオン堺店 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 堺市堺区⽯津北町９０番１号            072-241-8088    
エディオン新⾼槻店 ⾼槻市緑町２２－８           0726-76-1135    
エディオン⾼槻宮⽥店 ⾼槻市宮⽥町１丁⽬２－１         072-690-0611    
エディオン天満橋店 ⼤阪市中央区天満橋京町１－１ 京阪モールシティ内５階６階玩具市場 06-6940-2820    
エディオン豊中店 豊中市⽇出町２－２－１８        06-4867-5335    
エディオン中環東⼤阪店 東⼤阪市稲⽥三島町３－８８         06-6748-8338    
エディオンなかもず店 堺市北区⻑曾根町３０８１－１７      072-240-3626    
エディオン⼋尾太⼦堂店 ⼋尾市永畑町２－２－１８         0729-25-0303    

⼤阪府

京都府

滋賀県 

三重県



店 舗 名 住      所 電 話 番 号
エディオン⼋尾南店 ⼋尾市沼４－８０－１          0729-20-6300    
エディオン東淡路店 ⼤阪市東淀川区東淡路５－８－２０ 06-6328-7211
エディオン東⼤阪店 東⼤阪市吉⽥４－２－１８         0729-67-6031    
エディオンフォレオ⼤阪ドーム店 ⼤阪市⻄区九条１－１２－３３ フォレオ⼤阪ドームシティ３Ｆ    06-4393-4511    
エディオンベルファ都島店 ⼤阪市都島区友渕町２－１３－３４ ベルファ都島ＳＣ４Ｆ 06-6926-3980    
エディオン枚⽅店 枚⽅市甲斐⽥新町８番１号         072-805-5220    
エディオン箕⾯船場店 箕⾯市船場東３丁⽬２番２６号 072-729-3111
エディオン美原店 堺市美原区⽊材通４－９－２         0723-69-3022    
エディオンもりのみや店 ⼤阪市中央区 森之宮中央２－１－３０       06-6920-6511    
キデイランド ⼤阪梅⽥店 ⼤阪市北区芝⽥1-1-3 阪急三番街北館 06-6372-7701
近鉄百貨店 上本町店 ⼤阪市天王寺区上本町6-1-55
⼤丸 ⼼斎橋店 ⼤阪市中央区⼼斎橋筋1-7-1 
トミカショップ 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 あべのキューズモール店  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
ビックカメラ なんば店 ⼤阪市中央区千⽇前2-10-1 06-6634-1111
Ｆｏｒｋｉｄｓʼあべの 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ウイング館 8F
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
ヨドバシカメラ マルチメディア梅⽥ ⼤阪市北区⼤深町１－１ 06-4802-1010

イトーヨーカ堂 明⽯店    明⽯市⼆⾒町⻄⼆⾒駅前１丁⽬１８番地      078-941-5111    
イトーヨーカ堂 加古川店   加古川市別府町緑町２            0794-35-3131    
イトーヨーカ堂 甲⼦園店   ⻄宮市甲⼦園 ⼋番町 １－１００     0798-81-6111
イトーヨーカ堂 広畑店    姫路市広畑区夢前町１－１         0792-38-5050    
エディオン⾚穂店 ⾚穂市中広 ２－８            0791-46-3380    
エディオンイオンモール神⼾北店 神⼾市北区上津台８－１－１         078-983-3722    
エディオン伊丹店 伊丹市北伊丹５－７０－１        0727-72-0337    
エディオンかいばら店 丹波市柏原町⺟坪３３５－１       0795-70-2333    
エディオン神⼾北町店 神⼾市北区⽇の峰２－３－３         078-581-4541    
エディオンＪＲ尼崎駅店 尼崎市潮江１－１－５０         06-4868-5101    
エディオン新加古川店 加古川市尾上町安⽥３０６－１        0794-29-6320    
エディオン洲本店 洲本市塩屋１丁⽬１番１７号        0799-25-6650    
エディオン太⼦店 揖保郡太⼦町東南５９８－１           079-277-2339    
エディオン宝塚店 宝塚市安倉⻄１－１－１         0797-84-6801    
エディオン垂⽔店 神⼾市垂⽔区舞多聞東 ２－１－４５ ブルメール舞多聞内  078-787-7001    
エディオン塚⼝店 尼崎市塚⼝本町４－８－４０       06-6427-3741    
エディオン豊岡店 豊岡市宮島３２２－１           0796-23-1911    
エディオン⻄宮店 ⻄宮市芦原町９－２３          0798-69-2202    
エディオン⻄宮南店 ⻄宮市東町東町１－１２－１５        0798-39-1055    
エディオン⻄代店 神⼾市⻑⽥区御屋敷通３－１－４７       078-621-5571    
エディオン⻄脇店 ⻄脇市⾼⽥井町５２－１          0795-22-9911    
エディオン姫路店 姫路市飾磨区今在家 １４１６－１    0792-31-5850    
エディオン姫路花⽥店 姫路市飾東町庄字宮ノ前２７３     0792-51-7770    
エディオン福崎店 神崎郡福崎町⻄⽥原１７０６          0790-24-0656    
エディオン御影店 神⼾市東灘区御影本町４－２－１        078-846-1933    
エディオン三⽥ウッディタウン店 三⽥市すずかけ台 ２－３－２       0795-53-6011    
エディオン社店 加東市社１２１２－２           0795-42-9211    
おもちゃのアイヨ堂 神⼾市⻑⽥区⻑⽥町1丁⽬3-1-126 078-691-2387
そごう 神⼾店 神⼾市中央区⼩野柄通8-1-8
そごう ⻄神店 神⼾市⻄区糀台5-9-4
そごう 広島店 広島市中区基町6-27
１００満ボルト養⽗店 養⽗市上箇スワ⽥１５３－１        079-663-4000    

アピタ ⻄⼤和店 北葛城郡上牧町⼤字上牧３０００－１ 0745-77-6511
アピタ⼤和郡⼭店          ⼤和郡⼭市⽥中町字宮⻄５１７ 0743-54-2711    
イトーヨーカ堂 奈良店    奈良市⼆条⼤路南１－３－１        0742-36-7111    
エディオンエコール・マミ店 ⾹芝市真美ケ丘６丁⽬１０         0745-71-6822    
エディオンおしくま店 奈良市押熊町６０５           0742-47-9311    
エディオンかしはら店 橿原市曲川町７－２５－１        0744-21-2069    
エディオン⼤和⼩泉店 ⼤和郡⼭市⼩泉町東３－１０－２        0743-58-3911    
近鉄百貨店 橿原店 橿原市北⼋⽊3-65-11
近鉄百貨店 奈良店 奈良市⻄⼤寺東町2-4-1

エディオン和歌⼭店 和歌⼭市北島３２５－４ ニトリ １Ｆ            073-457-9211    
近鉄百貨店 和歌⼭店 和歌⼭市友⽥町5-18
ｍｉｍｉｙ 海南市⽇⽅1501-4駅前通り 0734-82-0462

エディオン新⿃取本店 ⿃取市安⻑７１－１           0857-31-2611    
エディオン⽶⼦店 ⽶⼦市⽶原５丁⽬６－３１         0859-33-7211    
１００満ボルト⽶⼦店 ⽶⼦市新開２丁⽬２－１          0859-39-0100    

⿃取県

和歌⼭県 

奈良県

兵庫県



店 舗 名 住      所 電 話 番 号

エディオン益⽥店 益⽥市⾼津７丁⽬１０－３   0856-23-5111    
（有）ながさこ ジョイクラブナガサコ店 松江市学園2丁⽬30番2号 0852-31-1120
１００満ボルト松江本店 松江市乃⽩町４６９－４          0852-28-6800    

イトーヨーカ堂 岡⼭店    岡⼭市北区下⽯井２－１０－２         086-233-1001    
エディオン倉敷本店 倉敷市笹沖１２０９－１  086-422-2011    
エディオン下中野店 岡⼭市北区下中野五ノ坪４４１           086-245-0311    
エディオン津⼭店 津⼭市川崎１４７             0868-26-5111    
エディオン東川原店 岡⼭市中区東川原２１５－１         086-270-2711    
㈱太陽コーポレーション 和気郡和気町福富510 0869-92-0239
ＴＯＹガーデン つっぴぃ久世店 真庭市久世町惣170ゆめたうん久世店内 0867-42-6678
ＴＯＹガーデン つっぴぃ新⾒店 新⾒市正⽥字橋の本433-6 0867-72-6543
ビックカメラ 岡⼭店 岡⼭市北区駅前町1-1-1 086-236-1111
㈲ミズノ ゆめらんど 児島店 倉敷市児島駅前2丁⽬35番天満屋ﾊｯﾋﾟｰﾀｳﾝ2Ｆ 086-472-3746

イトーヨーカ堂 福⼭店    福⼭市⼊船町３－１－６０         0849-23-0210    
エディオン アルパーク南店 広島市⻄区商⼯センター⼆丁⽬５番１号     082-276-8111    
エディオン海⽥店 安芸郡海⽥町南つくも町１３－１８       082-823-3811    
エディオン呉本店 呉市⻄中央４－１－４８        0823-21-4931    
エディオン廿⽇市 廿⽇市市新宮１－９－３４   082-932-1115    
エディオン東広島店 東広島市⻄条町⼤字御薗４５９８－１          082-423-3211    
エディオン広島本店本館 広島市中区紙屋町２－１－１８        082-247-5111    
エディオン福⼭本店 福⼭市⼊船町１丁⽬８番１５号       084-923-1566    
エディオン⼋⽊店 広島市安佐南区⼋⽊２丁⽬１６－１０       082-873-7711    
オモチャと⼈形の店 ハラ 庄原市⻄本町2丁⽬19-1 ジョイフルながえ内 08247-2-0356
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１F 0847-40-0307
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２Ｆ 084-934-9595
はとや 広島 広島市中区⼤⼿町5-8-30タカノ橋商店街 082-241-7967
正⽊ サングリーン店 三次市⼗⽇市東４丁⽬1-30 08246-2-1148

エディオン岩国店 岩国市⿇⾥布町７－９－４０       0827-21-2111    
エディオン下関店 下関市⽵崎町４－７－１         083-229-1511    
玩具・⼈形 きくや 萩市東⽥町33 0838-22-0640
(有)グリムランドあじす店 ⼭⼝市阿知須4825-1 0836-66-0188
(有)グリムランド⼩野⽥店 ⼭陽⼩野⽥市中川6-4-1 0836-84-1460
(有)グリムランド下関店 下関市⽵崎町4-4-8 083-222-6518
(有)グリムランド下松店 下松市中央町21-3 0833-45-1177
（有）坂⽥玩具店 周南市櫛ヶ浜494 0834-25-0802
⼭陽トーイ 柳井市南町２丁⽬５番１７号 0820-23-1835

エディオン徳島藍住店 板野郡藍住町住吉字千⿃ヶ浜 ８７番の２ デオデオ徳島藍住店   088-693-2011    
そごう 徳島店 徳島市寺島本町⻄1-5

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

エディオンイオンモール新居浜店 新居浜市前⽥町８－８   0897-32-7711    
エディオン今治本店 今治市⾺越町２－４－１０        0898-33-8111    
エディオン松⼭本店 松⼭市宮⻄１－３－１           089-933-2311    
りぼんアクトピア⼤洲店 ⼤洲市中村246-1 アクトピア⼤洲店4F 0893-24-6327

エディオン到津店 北九州市⼩倉北区上到津３－３－３ アクロスプラザいとうづ店内  093-651-7711    
エディオン伊都店 福岡市⻄区徳永１１３－1  イオン福岡伊都ＳＣ内別館２階    092-805-8811    
エディオン⼋幡⿊崎店 北九州市⼋幡⻄区東曲⾥町２番１６号       093-642-9111    
ビックカメラ 天神2号店 福岡市中央区天神2-4-5 092-732-1111
ヨドバシカメラ マルチメディア博多 福岡市博多区博多駅中央街６－１２ 092-471-1010

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

有限会社 ＢＡＮＢＡＮ 北松浦郡佐々町⼝⽯免366-1 0956-41-1079

エディオン熊本本店 熊本市御領３丁⽬ １８－１       096-388-2311    
エディオンサンリブくまなん店 熊本市中央区平成３丁⽬２０－１         096-370-6811    

島根県

福岡県 

愛媛県

⾹川県

広島県

岡⼭県

徳島県

⼭⼝県 

熊本県

⻑崎県

佐賀県



店 舗 名 住      所 電 話 番 号

アップルキッズ ⽇⽥市中央1-1-15 0973-22-5603
有限会社 ユキ玩具店 佐伯市常盤東町10番9号 0972-22-0699

ビックカメラ ⿅児島中央店 ⿅児島市中央町1-1 099-814-1111
エディオン ⿅児島南店 ⿅児島市宇宿２丁⽬２－１８         099-813-0005    
（有）オー・エム・ビー 奄美市名瀬末広町1-9 0997-52-0243

⿅児島県

⼤分県


