TOP SHOP

エリア

ショップ名

住所

★

北海道 コレクションボックス

北海道札幌市北区篠路3条6-2-2

★

北海道 おもちゃのヨシダ

北海道旭川市本町3-437-238

北海道 (株)エコノス ホビーオフ 札幌あいの里店

北海道札幌市北区あいの里一条6-2-2

北海道 (株)エコノス ホビーオフ 札幌南郷20丁目店

北海道札幌市白石区南郷通20丁目南3番20号

北海道 (株)エコノス ホビーオフ 札幌北都店

北海道札幌市白石区北郷四条13-3-25

北海道 (株)エコノス ホビーオフ 札幌平岡店

北海道札幌市清田区平岡六条1-1-15

北海道 (株)エコノス ホビーオフ 小樽インター店

北海道小樽市勝納町8-7

北海道 ボークス 札幌ショールーム

北海道札幌市中央区南一条西2-9-1 IKEUCHI ZONE B2F

北海道 (株)エコノス ホビーオフ 札幌光星店

北海道札幌市東区北七条東8-2-1

北海道 (株)エコノス ホビーオフ 江別店

北海道江別市上江別430-10

北海道 (株)エコノス ホビーオフ 岩見沢店

北海道岩見沢市大和4条6丁目2-4

北海道 (株)エコノス ホビーオフ 旭川パルプ店

北海道旭川市パルプ町1条2-505-2

北海道 (株)エコノス ホビーオフ 滝川店

北海道滝川市南滝の川115-4

北海道 (株)エコノス ホビーオフ 帯広西5条店

北海道帯広市西四条南31-1-2

北海道 (株)エコノス ホビーオフ 音更店

北海道河東郡音更町木野大通東12-3-1

北海道 (株)エコノス ホビーオフ 釧路鳥取大通店

北海道釧路市鳥取大通2丁目6番15号

北海道 (株)エコノス ホビーオフ 釧路木場店

北海道釧路郡釧路町木場1丁目3−3

北海道 (株)エコノス ホビーオフ 北見南大通店

北海道北見市とん田西町248-1

★

東北

Hayariya 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

★

東北

白牡丹 盛岡店

岩手県盛岡市前潟4-7-1 イオンモール盛岡2F

★

東北

スカイプラザミサワ株式会社

青森県三沢市中央町2-8-34 Sky Plaza MISAWA

★

東北

JON＊DALL ジョンダール

宮城県仙台市泉区黒松1-9-4

★

東北

ぽとらっち 仙台長町店

宮城県仙台市太白区長町7-20-15 ザ・モール仙台長町

東北

ベビーショップ

岩手県奥州市水沢区大町86

東北

夢の星

岩手県宮古市和見町1-15

東北

白牡丹 利府店

宮城県宮城郡利府町利府新屋田前22 イオンモール利府1F

東北

タンヨ玩具店

宮城県塩竈市本町6-9

★

関東

横浜人形の家 ミュージアムショップ

神奈川県横浜市中区山下町18

★

関東

ファーベル 佐野店

栃木県佐野市富岡町1426

★

関東

ファーベル 伊勢崎店

群馬県伊勢崎市連取町3082-6

関東

ハイカラ横丁 横浜店

神奈川県横浜市中区新港2-2-1 ワールドポーターズ3F

関東

Ａ－ＴＯＹＳ

神奈川県横浜市港南区野庭町610-2-108

関東

お宝鑑定館 牛久店

茨城県牛久市さくら台4-38-8

関東

よこすかコレクション

神奈川県横須賀市本町3-33-3-112

関東

レインボービーチ

千葉県柏市豊四季1008-12 アブニール豊四季204

関東

アンティーク・雑貨水玉屋

茨城県日立市末広町3-5-3

関東

Ｕ．Ｓ． トイショップ PIZ

栃木県宇都宮市大通り1-2-3

関東

（株）タテノ

栃木県下野市石橋178-2

TOP SHOP

エリア

ショップ名

住所

関東

Spica

埼玉県さいたま市浦和区東仲町15-15

関東

豆魚雷

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-116 一ノ宮ビル102

関東

N’s doll

埼玉県さいたま市大宮区上小町928 プリエールマンション1D

関東

万代書店 岩槻店

埼玉県さいたま市岩槻区東町1-8-11

関東

（株）ホンダ産業 JOYFUL－2 幸手店

埼玉県幸手市上高野1258-1 ジョイフル本田2F

関東

ビッグポニー玩具店

群馬県伊勢崎市本町6-8

★

東京

Junie Moon代官山店

東京都渋谷区猿楽町4-3 鈴円代官山ビル1F

★

東京

Junie Moon新宿マルイアネックス店

東京都新宿区新宿3-1-26新宿マルイアネックス7階

★

東京

TOYS＆FIGURES 宇宙船

東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館5F

★

東京

アゾンレーベルショップ 秋葉原

東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館7F

★

東京

博品館ＴＯＹ ＰＡＲＫ銀座本店

東京都中央区銀座8-8-11

★

東京

(株)キデイランド 原宿店

東京都渋谷区神宮前6-1-9

★

東京

Robot Robot 2号店

東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ3F

★

東京

エムコロンショップ

東京都練馬区豊玉北5-5-1

東京

株式会社ボークス 秋葉原ホビー天国

東京都千代田区外神田1-15-4

東京

ガンキング秋葉原

東京都千代田区外神田1-7-6 AKIBAカルチャーズZONE4F

東京

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

ヤマシロヤ

東京都台東区上野6-14-6

東京

ハイカラ横町 浅草店

東京都「台東区浅草ROX3 1階

東京

TOTOCO（トトコ）

東京都台東区浅草橋5-6-4

東京

ハイカラ横丁 台場店

東京都港区台場1-6-1 デックス東京シーサイドモール4F

東京

キャラクターショップハイカラ

東京都大田区羽田空港2-6-5 国際ターミナルビル5F

東京

TIPPY TOP

東京都目黒区自由が丘2-9-10

東京

(有)サニー

東京都世田谷区北沢2-12-1

東京

模型ファクトリー

東京都新宿区新宿3-1-26 新宿マルイアネックス7F

東京

アイアイ

東京都中野区中野5-52-15 ブロードウェイ4F

東京

MIGAHANDSドールショップ

東京都中野区新井1-35-11

東京

メゾン・ド・ラパン

東京都杉並区和田1-70-16

東京

ブックセンターいとう ホビー館

東京都八王子市東中野533ブックセンターいとう3Fホビー館

東京

ウェスタン

東京都町田市玉川学園5-11-25-310

東京

ゴールド・プランツ

東京都町田市三輪緑山4-25-19

★

甲信越 ジャングル 軽井沢店

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1178 軽井沢プリンスショッピングプラザウエスト

★

甲信越 ホビーロード

新潟県新潟市中央区西区小新南2－1－10 ＊6月16日移転オープン

甲信越 ヴィレッジ・ヴァンガード イオン上田

長野県上田市常田2-12-18 イオン上田2F

甲信越 FREE STYLE

長野県諏訪市城南2-2425-2 株式会社エフスタイル

甲信越 伊賀屋人形店

長野県飯田市銀座4-10-6

甲信越 るちゃどぉる

新潟県新潟市中央区沼垂西1-2-23

★

東海

ミシマトイス

静岡県三島市本町3-35

TOP SHOP

エリア

ショップ名

★

東海

メルヘン

愛知県名古屋市緑区ほら貝2-1

★

東海

ドールショップ ゆめみ亭

愛知県名古屋市中区大須3-17-1 赤門ブラザービル3F

★

東海

アゾンレーベルショップ名古屋

愛知県名古屋市中区大須4-11-5 観音ビル2F

東海

信さんの店

静岡県御殿場市萩原413-2

東海

Toy’s雑貨SUZUYA

静岡県静岡市葵区南安倍1-6-6

東海

トイショップトライ

静岡県藤枝市岡部町岡部1112

東海

ヴィレッジヴァンガード刈谷

愛知県刈谷市稲場町4-306

東海

SPANKY

愛知県名古屋市中区大須3-26-39

東海

Russy

愛知県名古屋市中区大須3-26-38-2F

東海

TOY ZAKKA Y．Y．U

岐阜県高山市花里町3-16-5

東海

万代書店 四日市日永店

三重県四日市市日永5-7-6

東海

ファットママ

三重県四日市市日永5-12-13 エビオビル3F

東海

万代書店 鈴鹿店

三重県鈴鹿市西条町500-1

Junie Moon大阪・堀江店

住所

★

近畿

大阪府大阪市西区南堀江1-14-26 中澤唐木ビル1階

★

近畿

(株)キデイランド 大阪梅田店

大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街北館 地下1階

★

近畿

天使のドレス屋さん アメリカ村店

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-18-2 OURHOUSE2階

★

近畿

アゾンレーベルショップ 大阪

大阪府大阪市浪速区日本橋4-15-18

★

近畿

マーケットバスケット

大阪府豊中市蛍池中町3-2-1 ルシオーレ2F

★

近畿

Soran Berry

京都府京都市南区西九条東比永城町74-13

★

近畿

キングプランクトン

和歌山県和歌山市松江1469-1 オークワガーデンパーク2階

★

近畿

チシマ

兵庫県神戸市中央区三宮町2-10-7 グレースコウベB1F

近畿

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

近畿

HOBBYSHOP METALBOX

大阪府大阪市中央区南久宝寺町1-7-12 Crossビル1階

近畿

アンティークマイク

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-18-16

近畿

アンティークマイクM

大阪府大阪市天王寺悲田院町10-39 天王寺ミオ本館5階

近畿

ヒーロー&ヒロインズ

大阪府大阪市浪速区日本橋3-8-7

近畿

ボークス 大阪ショールーム

大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-18

近畿

（株）わかば

大阪府大阪市住之江区中加賀屋2-2-13

近畿

グリングリン

大阪府泉南市樽井4-1-13

近畿

Abel～アベル～

大阪府泉南市馬場1-5-28

近畿

カフェ７（ＮＡＮＡ）

和歌山県新宮市緑ヶ丘1-10-55

近畿

mutti

兵庫県西宮市川西町10-12

近畿

JUNK★

兵庫県美方郡香美町香住区香住1252-2

近畿

かきうち駅南人形店

兵庫県姫路市東延末3-35

★

中四国 Flocke（フロッケ）

岡山県岡山市中区門田屋敷3-8-1

★

中四国 ドールブティックLapis（ラピス）

広島県広島市中区大手町1-4-14 3階

★

中四国 アルファやました いの店

高知県吾川郡いの町205 サニーアクシスいの内

中四国 雑貨のおもちゃ箱バーグ

岡山県玉野市槌ヶ原2809-1

TOP SHOP

エリア

ショップ名

住所

中四国 （株）太陽コーポレーション

岡山県和気郡和気町福富613-19

中四国 ホビーオフ山口ゆめタウン店

山口県山口市大内御堀1302

中四国 青木写真館ワルソネコ

香川県丸亀市城西町2-1-10

中四国 ホビーゾーン イオンモール徳島店

徳島県徳島市南末広町4-1イオンモール徳島4F

中四国 おもちゃのキャッツアイ

高知県高知市高須3-28-37

中四国 アルファやました マルナカ須崎店

高知県須崎市神田字下切2500-1 マルナカ須崎店内

中四国 ブックランド宇和島

愛媛県宇和島市弁天町3丁目1番1号

★

九州

ＺＡＰ

熊本県熊本市中央区河原町2番地

★

九州

ＲＯＳＥ ＨＯＵＳＥ

熊本県熊本市東区東野1-13-30

★

九州

布美人

大分県日田市本町2-9

★

九州

ガレージぽっぽ

宮崎県延岡市中川原町3-4972-10

★

九州

（有）バザールヒラオカ

鹿児島県鹿児島市中町5-11

★

九州

What

鹿児島県鹿児島市金生町3-1

★

九州

雑貨ショップスワン

沖縄県沖縄市胡屋2-1-61

九州

ホビーゾーン 八幡店

福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102 イオンモール八幡東3F

九州

ボークス 福岡ショールーム

福岡県福岡市中央区天神4-4-11 イオンショッパーズ福岡6階

九州

文教堂ＪＯＹ 福岡パルコ店

福岡県福岡市中央区2-11-1 福岡パルコ7階

九州

ホビーゾーン 福津店

福岡県福津市日蒔野6-16-1 イオンモール福津3階

九州

ホビーゾーン 博多店

福岡県福岡市東区東浜1-1-1 ゆめタウン博多2F

九州

ホビーゾーン 木の葉モール 橋本店

福岡県福岡市西区橋本2-27-2 木の葉モール橋本店2F

九州

グリムランド 木の葉モール橋本店

福岡県福岡市西区橋本2-27-2 木の葉モール橋本1F

九州

ホビーゾーン 久留米店

福岡県久留米市新合川1-2-1 ゆめタウン久留米2F

九州

ホビーゾーン 佐賀店

佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1 ゆめタウン佐賀2F

九州

ホビーゾーン 長崎店

長崎県長崎市元船町10-1 ゆめタウン夢彩都1F

九州

ジュリエットピンク

熊本県熊本市中央区北千反畑町2-19

九州

ホビーゾーン 光の森

熊本県菊池郡菊陽町光の森7-39-1 ゆめタウン光の森2F

九州

有限会社丸新玩具

鹿児島県鹿児島市中町7-16

