
トイザらス・ベビーザらス全店 http://www2.toysrus.co.jp/store/
ヨドバシカメラ各店おもちゃ売場 ※⼀部お取扱いの無い店舗もございます。
コジマ各店おもちゃ売場 ※⼀部お取扱いの無い店舗もございます。
エディオン各店おもちゃ売場 ※⼀部お取扱いの無い店舗もございます。
100満ボルト玩具取り扱い全店舗 ※⼀部お取扱いの無い店舗もございます。
トミカショップ各店 http://www.takaratomy.co.jp/products/tomicashop/index.htm

ビックカメラ 札幌店 札幌市中央区北五条⻄2-1
イトーヨーカドー 旭川店 旭川市六条14-64
イトーヨーカドー 函館店 函館市美原1-3-1
イトーヨーカドー 釧路店 釧路市新橋⼤通6-2
イトーヨーカドー 恵庭店 恵庭市恵み野⻄2-1
イトーヨーカドー 北⾒店 北⾒市光⻄町185
イトーヨーカドー 琴似店 札幌市⻄区琴似⼆条1-4-1
イトーヨーカドー 福住店 札幌市豊平区福住⼆条1-2-5
イトーヨーカドー 帯広店 帯広市稲⽥町南⼋線⻄10-1
イトーヨーカドー 屯⽥店 札幌市北区屯⽥⼋条3-5-1
イトーヨーカドー アリオ札幌店 札幌市東区北7条東9-2-20

イトーヨーカドー 弘前店 弘前市⼤字駅前3-2-1
イトーヨーカドー 五所川原店 五所川原市⼤字唐笠柳字藤巻517-1
イトーヨーカドー ⼋⼾沼館店 ⼋⼾市沼館4-7-111
イトーヨーカドー ⻘森店 ⻘森市浜⽥1-14-1

イトーヨーカドー 花巻店 花巻市下⼩⾈渡118-1

イトーヨーカドー ⽯巻あけぼの店 ⽯巻市あけぼの1-1-2
イトーヨーカドー アリオ仙台泉店 仙台市泉区泉中央1-5-1

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
イトーヨーカドー 平店 いわき市平6-6-2 
イトーヨーカドー 福島店 福島市太⽥町13-4
イトーヨーカドー 郡⼭店 郡⼭市⻄ノ内2-11-40

ビックカメラ ⽔⼾店    ⽔⼾市宮町1-7-31
アピタ 佐原東店           稲敷市⻄代1480
イトーヨーカドー 古河店 古河市雷電町1-18
イトーヨーカドー ⽇⽴店 ⽇⽴市幸町1-16-1
イトーヨーカドー ⻯ヶ崎店 ⿓ケ崎市⼩柴5-1-2

 Tくんキャリアカー プレゼントキャンペーン
実施店舗リスト

全国

北海道

青森県

岩手県

宮城県

福島県

茨城県



アピタ ⾜利店           ⾜利市朝倉町245
アピタ 宇都宮店          宇都宮市江曽島本町22-7
イトーヨーカドー ⼩⼭店 ⼩⼭市駅東通り2-3-15
イトーヨーカドー 宇都宮店 宇都宮市陽東6-2-1

アピタ ⾼崎店           ⾼崎市⽮中町字渕ノ内668-1
アピタ 伊勢崎東店         伊勢崎市三室町5330
アピタ 前橋店           前橋市⽂京町2-1-1
イトーヨーカドー 伊勢崎店 伊勢崎市連取町1507

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
アピタ 本庄店           本庄市南1-2-10
アピタ 吹上店           鴻巣市袋90-1
アピタ 東松⼭店 東松⼭市あずま町4-3
イトーヨーカドー 浦和店 さいたま市浦和区仲町1-7-1
イトーヨーカドー 久喜店 久喜市久喜中央4-9-11
イトーヨーカドー 上尾駅前店 上尾市⾕津2-1-1
イトーヨーカドー 草加店 草加市⾼砂2-7-1
イトーヨーカドー 和光店 和光市丸⼭台1-9-3
イトーヨーカドー 春⽇部店 春⽇部市中央1-13-1
イトーヨーカドー 上福岡東店 ふじみ野市⼤原2-1-30
イトーヨーカドー 錦町店 蕨市錦町1-12-1
イトーヨーカドー ⼤宮宮原店 さいたま市北区宮原町1-854-1
イトーヨーカドー 三郷店 三郷市ピアラシティ1-1-1
イトーヨーカドー アリオ川⼝店 川⼝市並⽊元町1-79
イトーヨーカドー アリオ深⾕店 深⾕市上柴町⻄4-2-14
イトーヨーカドー アリオ鷲宮店 久喜市久本寺⾕⽥7-1
イトーヨーカドー アリオ上尾店 上尾市⼤字壱-367

ビックカメラ 柏店 柏市柏1-1-20
アピタ 君津店           君津市久保1-1-1
アピタ 市原店           市原市⻘柳北1-1
アピタ ⽊更津店          ⽊更津市ほたる野4-2-48
イトーヨーカドー 姉崎店 市原市姉崎645-1
イトーヨーカドー 松⼾店 松⼾市松⼾1149
イトーヨーカドー 船橋店 船橋市本町7-6-1
イトーヨーカドー ⼋柱店 松⼾市⽇暮1-15-8
イトーヨーカドー 流⼭店 流⼭市流⼭9-800-2
イトーヨーカドー 我孫⼦店 我孫⼦市我孫⼦4-11-1
イトーヨーカドー 成⽥店 成⽥市公津の杜4-5-3
イトーヨーカドー ⼋千代店 ⼋千代市村上南1-3-1
イトーヨーカドー 四街道店 四街道市中央5
イトーヨーカドー アリオ蘇我店 千葉市中央区川崎町52-7
イトーヨーカドー アリオ市原店 市原市更級4-3-2
イトーヨーカドー アリオ柏店 柏市⼤島⽥950-1 

千葉県

栃木県

群馬県

埼玉県



ビックカメラ 池袋本店 豊島区東池袋1-41-5
ビックカメラ 渋⾕東⼝店 渋⾕区渋⾕1-24-12
ビックカメラ ⽴川店 ⽴川市曙町2-12-2
ビックカメラ 有楽町店 千代⽥区有楽町1-11-1
ビックカメラ 新宿⻄⼝店 新宿区⻄新宿1-5-1
ビックカメラ 池袋⻄⼝店 豊島区⻄池袋1-16-3
ビックカメラ JR⼋王⼦駅前店 ⼋王⼦市旭町1-17
ビックロ ビックカメラ 新宿東⼝店 新宿区新宿3-29-1
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ピングセンターせいせきA館6F
ビックカメラ ⾚坂⾒附駅店 港区⾚坂3-1-6
ビックカメラ AKIBA    千代⽥区外神⽥4-1-1          
イトーヨーカドー ⾦町店 葛飾区東⾦町1-10-8
イトーヨーカドー 東村⼭店 東村⼭市本町2-2-19
イトーヨーカドー ⽵の塚店 ⾜⽴区⽵の塚5-17-1
イトーヨーカドー 武蔵境店 武蔵野市境南町2-2-20
イトーヨーカドー ⼩岩店 江⼾川区⻄⼩岩1-24-1
イトーヨーカドー 多摩センタ-店 多摩市落合1-44
イトーヨーカドー 綾瀬店 ⾜⽴区綾瀬3-4-25
イトーヨーカドー 昭島店 昭島市⽥中町562-1
イトーヨーカドー 四つ⽊店 葛飾区四つ⽊2-21-1
イトーヨーカドー 東久留⽶店 東久留⽶市本町3-8-1
イトーヨーカドー ⾚⽻店 北区⾚⽻⻄1-7-1
イトーヨーカドー ⼤井町店 品川区⼤井1-3-6
イトーヨーカドー 南⼤沢店 ⼋王⼦市南⼤沢2-28-1
イトーヨーカドー 葛⻄店 江⼾川区東葛⻄9-3-3
イトーヨーカドー ⼋王⼦店 ⼋王⼦市狭間町1462-1
イトーヨーカドー ⽊場店 江東区⽊場1-5-30
イトーヨーカドー 拝島店 昭島市松原町3-2-12
イトーヨーカドー 東⼤和店 東⼤和市桜が丘2-142-1
イトーヨーカドー 国領店 調布市国領町8-2-64
イトーヨーカドー ⼤森店 ⼤⽥区⼤森北2-13-1
イトーヨーカドー アリオ⻲有店 葛飾区⻲有3-49-3
イトーヨーカドー アリオ⻄新井店 ⾜⽴区⻄新井栄町1-20-1
イトーヨーカドー 武蔵⼩⾦井店 ⼩⾦井市本町6-14-9
イトーヨーカドー アリオ北砂店 江東区北砂2-17
イトーヨーカドー 曳⾈店 墨⽥区京島1-2-1

ビックカメラ 藤沢店 藤沢市藤沢559
ビックカメラ ラゾーナ川崎店 川崎市幸区堀川町72-1
ビックカメラ 新横浜店 横浜市港北区新横浜2-100-45
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
ビックカメラ ⿅児島中央店 ⿅児島県⿅児島市中央町1-1
アピタ ⾦沢⽂庫店         横浜市⾦沢区釜利⾕東2-1-1
アピタ ⼾塚店           横浜市⼾塚区上倉⽥町769-1
アピタ ⻑津⽥店          横浜市緑区⻑津⽥みなみ台4-7-1
イトーヨーカドー 相模原店 相模原市南区松ヶ枝町17-1
イトーヨーカドー 藤沢店 藤沢市鵠沼⽯上1-10-1
イトーヨーカドー たまプラ-ザ店 横浜市⻘葉区美しが丘1-6-1

東京都

神奈川県



イトーヨーカドー ⼤船店 鎌倉市⼤船6-1-1
イトーヨーカドー 綱島店 横浜市港北区綱島⻄2-8-1
イトーヨーカドー 上永⾕店 横浜市港南区丸⼭台1-12
イトーヨーカドー 武蔵⼩杉駅前店 川崎市中原区⼩杉町3-420
イトーヨーカドー 伊勢原店 伊勢原市桜台1-8-1
イトーヨーカドー 溝ノ⼝店 川崎市⾼津区久本3-6-20
イトーヨーカドー 新百合ケ丘店 川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-4-1
イトーヨーカドー 古淵店 相模原市南区古淵3-13-33
イトーヨーカドー ⼩⽥原店 ⼩⽥原市中⾥296-1
イトーヨーカドー 鶴⾒店 横浜市鶴⾒区鶴⾒中央3-15-30
イトーヨーカドー 川崎港町店 川崎市川崎区港町12-1
イトーヨーカドー 能⾒台店 横浜市⾦沢区能⾒台東3-1
イトーヨーカドー 横浜別所店 横浜市南区別所1-14-1
イトーヨーカドー 川崎店 川崎市川崎区⼩⽥栄2-2-1
イトーヨーカドー ⼤和鶴間店 ⼤和市下鶴間1-3-1
イトーヨーカドー 湘南台店 藤沢市⽯川6-2-1
イトーヨーカドー ⽴場店 横浜市泉区中⽥⻄1-1-15
イトーヨーカドー ららぽ-と横浜店 横浜市都筑区池辺町4035-1
イトーヨーカドー アリオ橋本店 相模原市緑区⼤⼭町1―22
イトーヨーカドー グランツリー武蔵⼩杉店 川崎市中原区新丸⼦東3-1135-1

ビックカメラ 新潟店 新潟市中央区花園1-1-21
アピタ 新潟⻲⽥店         新潟市江南区鵜ノ⼦4-466
アピタ 新潟⻄店          新潟市⻄区⼩新474
アピタ ⻑岡店           ⻑岡市千秋2-278
イトーヨーカドー 直江津店 上越市⻄本町3-8-8
イトーヨーカドー 丸⼤新潟店 新潟市中央区本町通6-1122-1
イトーヨーカドー 丸⼤柏崎店 柏崎市駅前2-3-7
イトーヨーカドー 丸⼤⻑岡店 ⻑岡市城内町2-3-12

アピタ 富⼭店           富⼭市上袋100-68
アピタ 富⼭東店          富⼭市上富居3-8-38
アピタ 砺波店           砺波市太郎丸3-69
アピタ ⿂津店           ⿂津市住吉600

アピタ ⾦沢店           ⾦沢市中村町10-20
アピタ 松任店           ⽩⼭市幸明町280

アピタ 敦賀店           敦賀市中央町1-5-5
アピタ 福井店           福井市飯塚町第11-111
アピタ 福井⼤和⽥店        福井市⼤和⽥町第32号23

アピタ ⽥富店           中央市⼭之神1383-9
アピタ ⽯和店           笛吹市⽯和町窪中島154
アピタ 双葉店 甲斐市志⽥字柿⽊645-1
イトーヨーカドー 甲府昭和店 中巨摩郡昭和町⻄条13-1

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県



アピタ 伊那店           伊那市⻄町5182-1
アピタ 岡⾕店           岡⾕市銀座1-1-5
アピタ 飯⽥店           飯⽥市⿍名古熊2461
アピタ ⾼森店           下伊那郡⾼森町⼭吹4515
イトーヨーカドー ⻑野店 ⻑野市権堂町2201
イトーヨーカドー 南松本店 松本市⾼宮中1-20
イトーヨーカドー アリオ上⽥店 上⽥市天神3-5-1
こどもや 諏訪店 諏訪市沖⽥町5-19

アピタ 岐⾩店           岐⾩市加納神明町6-1
アピタ 北⽅店           本巣郡北⽅町平成2-3
アピタ 各務原店          各務原市鵜沼各務原町8-7
アピタ ⼤垣店           ⼤垣市林町6-80-21
アピタ ⾶騨⾼⼭店         ⾼⼭市国府町⾦桶41
アピタ 美濃加茂店         美濃加茂市野笹町2-5-65
アピタ 御嵩店           可児郡御嵩町上恵⼟1052-1

ビックカメラ 浜松店 浜松市中区砂⼭町322-1
アピタ 初⽣店           浜松市北区初⽣町626-1
アピタ 掛川店           掛川市⼤池2826
アピタ 伊東店           伊東市玖須美元和⽥720-143
アピタ 島⽥店           島⽥市宝来町8-2
アピタ ⼤仁店           伊⾖の国市吉⽥字九⼗分153-1
アピタ 浜北店           浜松市浜北区貴布祢1200
アピタ 静岡店           静岡市駿河区⽯⽥1-5-1
アピタ 富⼠吉原 富⼠市国久保2-1-10
アピタ 磐⽥店 磐⽥市今之浦3-1-11
イトーヨーカドー 沼津店 沼津市⾼島本町1-5
イトーヨーカドー 静岡店 静岡市駿河区曲⾦3-1-5
イトーヨーカドー 三島店 三島市中⽥町9-30

ビックカメラ 名古屋駅⻄店 名古屋市中村区椿町6-9
ビックカメラ 名古屋JRゲートタワー 名古屋市中村区名駅1-1-3 9・10階     
アピタ 刈⾕店           刈⾕市南桜町2-56-1
アピタ 豊⽥元町店         豊⽥市⼟橋町2-65
アピタ 向⼭店           豊橋市向⼭町字中畑1-1
アピタ ⼤府店           ⼤府市明成町4-133
アピタ ⻄尾店 ⻄尾市⾼畠町3-23-9
アピタ 知⽴店           知⽴市⻑篠町⼤⼭18-1
アピタ 蒲郡店           蒲郡市港町17-10
アピタ 岡崎北店          岡崎市⽇名北町4-46
アピタ 安城南店          安城市桜井町⾙⼾尻60
アピタ 阿久⽐店          知多郡阿久⽐町⼤字椋岡字徳吉1-12
アピタ 東海荒尾店         東海市荒尾町⼭王前20
アピタ 瀬⼾店           瀬⼾市幸町33
アピタ 千代⽥橋店         名古屋市千種区千代⽥橋2-1-1

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県



アピタ 緑店            名古屋市緑区徳重2-201
アピタ 港店            名古屋市港区当知2-1501
アピタ 名古屋南店         名古屋市南区豊⽥4-9-47
アピタ 東海通店          名古屋市港区港明1-10-28
アピタ 名古屋北店         名古屋市北区辻町9-1
アピタ ⻑久⼿店          ⻑久⼿市⼾⽥⾕901-1
アピタ 鳴海店           名古屋市緑区鳴海町字伝治⼭3-9
アピタ 名古屋空港店        ⻄春⽇井郡豊⼭町⼤字豊場字林先1-8
アピタ ⼀宮店           ⼀宮市両郷町1-2
アピタ ⼩牧店           ⼩牧市堀の内3-15
アピタ 岩倉店           岩倉市旭町1-25
アピタ 稲沢店           稲沢市天池五反⽥町1
アピタ ⼤⼝店           丹⽻郡⼤⼝町丸2-36
アピタ ⽊曽川店          ⼀宮市⽊曽川町⿊⽥⼋ノ通51-4
アピタ 江南⻄店          江南市松⽵町上野205
アピタ 稲沢東店          稲沢市下津穂所1-1-1
アピタ ⾼蔵寺店          春⽇井市中央台2-5
アピタ 桃花台店          ⼩牧市古雅1-1
イトーヨーカドー 知多店 知多市新知東町1-10-1
イトーヨーカドー 安城店 安城市住吉町3-1-8
イトーヨーカドー 尾張旭店 尾張旭市南原⼭町⽯原116-4

アピタ 桑名店           桑名市中央町3-21
アピタ 伊賀上野店         伊賀市服部町尾崎1788
アピタ 名張店           名張市下⽐奈知字⿊⽥3100-1
アピタ 松阪三雲店         松阪市市場庄町1266-1
アピタ 鈴⿅店           鈴⿅市南⽟垣町3628
アピタ 四⽇市店          四⽇市市安島1-3-31

ビックカメラ なんば店 ⼤阪市中央区千⽇前2-10-1
ビックカメラ あべのキューズモール店 ⼤阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1     
イトーヨーカドー 東⼤阪店 東⼤阪市吉⽥下島1-1
イトーヨーカドー 津久野店 堺市⻄区下⽥町20-1
イトーヨーカドー アリオ⼋尾店 ⼋尾市光町2-3
イトーヨーカドー アリオ鳳店 堺市⻄区鳳南町3-199-12
イトーヨーカドー あべの店 ⼤阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1

ビックカメラ 京都店 京都市下京区東塩⼩路町927
アピタ 精華台店        相楽郡精華町精華台9-2-4

イトーヨーカドー 加古川店 加古川市別府町緑町2
イトーヨーカドー 明⽯店 明⽯市⼆⾒町⻄⼆⾒駅前1-18
イトーヨーカドー 甲⼦園店 ⻄宮市甲⼦園⼋番町1-100

アピタ⼤和郡⼭店          ⼤和郡⼭市⽥中町字宮⻄517
アピタ ⻄⼤和店 北葛城郡上牧町⼤字上牧3000-1

三重県

大阪府

京都府

兵庫県

奈良県



イトーヨーカドー 奈良店 奈良市⼆条⼤路南1-3-1

ABCパレード 出雲店 出雲市⼤塚町650-1 ゆめタウン出雲店内2F

ビックカメラ 岡⼭店 岡⼭市北区駅前町1-1-1
ABCパレード 原尾島店 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
こどもや ⻄⼤寺店 岡⼭市東区⻄⼤寺南1-2-1 天満屋ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝ⻄⼤寺店内2F
ABCパレード 平島店 岡⼭市東区東平島163 ゆめタウン平島店内2F
ABCパレード 岡南店 岡⼭市南区築港新町1-18-5 天満屋ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝ岡南店内3F
ABCパレード 倉敷店 倉敷市笹沖1274-1 ゆめタウン倉敷店内3F
こどもや リブ総社店 総社市⾨⽥187 リブ総社21店内3F

ビックカメラ 広島駅前店 広島市南区松原町5-1
イトーヨーカドー 福⼭店 福⼭市⼊船町3-1-60
フジグラン緑井 広島市安佐南区緑井1-5-2
フジグラン神辺 福⼭市神辺町⼤字新道上字2-10-26
フジグラン⾼陽 広島市安佐北区⻲崎1-1-6
フジグラン広島 広島市中区宝町2-1
フジグラン三原 三原市円⼀町1-1-7
フジグラン東広島 東広島市⻄条町御薗宇4405
フジグランナタリー 廿⽇市市阿品3-1-1
フジグラン尾道 尾道市東尾道19-7
フジグラン安芸 安芸郡坂町北新地2-3-30

フジグラン宇部 宇部市明神町3-1-1
フジグラン⼭⼝ ⼭⼝市⿊川3736

ABCパレード 宇多津店 綾歌郡宇多津町2番丁16 イオンタウン宇多津店内
フジグラン⼗川 ⾼松市⼗川東町55-1
フジグラン丸⻲ 丸⻲市川⻄町南1280-1

フジグラン⽯井 名⻄郡⽯井町⾼川原字天神544-1
フジグラン阿南 阿南市領家町⼟倉10
フジグラン北島 板野郡北島町鯛浜字⻄ノ須174

フジグラン エミフル松前 伊予郡松前町筒井850
フジグラン⻄条 ⻄条市新⽥字北新⽥235
フジグラン川之江 四国中央市妻⿃町1136-1
フジグラン北宇和島 宇和島市伊吹町甲912-2
フジグラン今治 今治市東⾨町5-13-1
フジグラン松⼭ 松⼭市宮⻄1-2-1
フジグラン新居浜 新居浜市新須賀町2-10-7
フジグラン重信 東温市野⽥3-1-13
フジグラン北浜 ⼋幡浜市北浜1-4-33

山口県

岡山県

広島県

島根県

愛媛県

徳島県

香川県



フジグラン野市 ⾹南市野市町⻄野2007-1
フジグラン四万⼗ 四万⼗市具同2222
フジグラン葛島 ⾼知市⼩倉町3-30
フジグラン⾼知 ⾼知市朝倉東町52-15

ビックカメラ 天神2号店 福岡市中央区天神2-4-5
ABCパレード 博多店 福岡市東区東浜1-1-1 ゆめタウン博多店内2F
ABCパレード 博多店 福岡市東区東浜1-1-1 ゆめタウン博多店内2F

福岡県

高知県


