
コジマ おもちゃ売場 ※⼀部お取り扱いの無い店舗もございます。
エディオン おもちゃ売場 ※⼀部お取り扱いの無い店舗もございます。
100満ボルト おもちゃ売場 ※⼀部お取り扱いの無い店舗もございます。

トイザらス 旭川店 北海道旭川市永⼭12条 3-122-55   ｳｴｽﾀﾝﾊﾟﾜｰｽﾞ内
トイザらス 帯広⾳更店 北海道河東郡⾳更町⽊野⼤通⻄ 17-1  ｽｰﾊﾟｰｵｰｹｰｾﾝﾀｰ⾳更店内
トイザらス 釧路店 北海道釧路市昭和中央 3-3-8  
トイザらス 札幌店 北海道札幌市東区北7条東 9-2-20  アリオ札幌 2F
トイザらス 札幌平岡店 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 1F
トイザらス 苫⼩牧店 北海道苫⼩牧市柳町 4-5-35  ﾎｸﾚﾝｼｮｯﾌﾟ内
トイザらス 函館店 北海道函館市⽯川町 52-15  CENTRE MARUYAMA内
ヤマダ電機 テックランド札幌発寒店 北海道札幌市⻄区発寒⼗⼀条14丁⽬1069-21
ヤマダ電機 テックランド清⽥店 北海道札幌市清⽥区清⽥⼀条1-1-1
ヤマダ電機 テックランド札幌屯⽥店 北海道札幌市北区屯⽥七条3丁⽬2番2号
ヤマダ電機 テックランド函館店 北海道函館市⻲⽥本町66-5
ヤマダ電機 テックランド帯広店 北海道帯広市⻄13条北1-1-32
ヤマダ電機 テックランドNew北⾒店 北海道北⾒市⻄三輪六丁⽬1番地1
ヤマダ電機 テックランド札幌厚別店 北海道札幌市厚別区厚別東四条8丁⽬18番20号
ヤマダ電機 テックランド旭川⼤雪通店 北海道旭川市⼤雪通⼆丁⽬484番3
ヤマダ電機 テックランド岩⾒沢店 北海道岩⾒沢市⼤和2条8丁⽬1番13
ヤマダ電機 テックランド札幌⽉寒店 北海道札幌市豊平区⽉寒東⼀条12丁⽬1番1号
ヤマダ電機 テックランド千歳店 北海道千歳市新富1丁⽬1番9号
ヤマダ電機 テックランド札幌琴似店 北海道札幌市⻄区⼆⼗四軒⼆条1丁⽬2-46
ヤマダ電機 テックランド札幌苗穂店 北海道札幌市東区東雁来⼆条1丁⽬1-16
ヤマダ電機 テックランド滝川店 北海道滝川市東町3丁⽬92-8
ヤマダ電機 テックランドNew函館本店 北海道函館市美原⼆丁⽬14-1
ヤマダ電機 テックランド札幌本店 北海道札幌市中央区北⼀条⻄8丁⽬1-2
ヤマダ電機 テックランド苫⼩牧本店 北海道苫⼩牧市柳町4丁⽬3-23
ヤマダ電機 テックランド札幌南川沿店 北海道札幌市南区川沿五条2丁⽬1-1
ヤマダ電機 テックランドNew釧路店 北海道釧路市川上町⼋丁⽬8番
家電住まいる館YAMADA旭川店 北海道旭川市緑町12丁⽬2719番地1
ビックカメラ 札幌店 北海道札幌市中央区北五条⻄2-1
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条⻄5-1-22
イトーヨーカドー 旭川店 北海道旭川市六条通14-64
イトーヨーカドー 函館店 北海道函館市美原1-3-1
イトーヨーカドー 釧路店 北海道釧路市新橋⼤通6-2
イトーヨーカドー 恵庭店 北海道恵庭市恵み野⻄2-1
イトーヨーカドー 琴似店 北海道札幌市⻄区琴似⼆条1-4-1
イトーヨーカドー 福住店 北海道札幌市豊平区福住⼆条1-2-5
イトーヨーカドー 帯広店 北海道帯広市稲⽥町南⼋線⻄10-1
イトーヨーカドー 屯⽥店 北海道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 北海道札幌市東区北7条東9丁⽬2番20
トーマスステーション札幌店 北海道札幌市中央区北五条⻄2丁⽬1-1 札幌エスタ9階
おもちゃのヨシダ 北海道旭川市本町3丁⽬437-238
おもちゃの平野 北海道札幌市⻄区⼭の⼿3条1丁⽬100
おもちゃのおおいえ 北海道岩内郡岩内町⾼台12-18
⽂教堂 函館昭和店 北海道函館市昭和1-29-3
トイスターイオン紋別店 北海道紋別市花園3丁⽬
M'Sトイスター 北海道紋別市本町1丁⽬34-1
棒⼆森屋 北海道函館市若松町17-12
丸井今井 札幌本店 北海道札幌市中央区南1条⻄2丁⽬11番 ⼤通り館8階
さっぽろ東急百貨店 北海道札幌市中央区北四条⻄2-1
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トイザらス ⻘森店 ⻘森県⻘森市三好 2-3-11  ｶﾞｰﾗﾀｳﾝ
トイザらス ⼋⼾店 ⻘森県⼋⼾市沼館 4-7-110  ﾋﾟｱﾄﾞｩ内
ヤマダ電機 テックランド⻘森本店 ⻘森県⻘森市第⼆問屋町2-5-18
ヤマダ電機 テックランド⼋⼾店 ⻘森県⼋⼾市沼館4-1-86
ヤマダ電機 テックランド弘前店 ⻘森県弘前市早稲⽥4-2-2
ヤマダ電機 テックランドNew弘前神⽥店 ⻘森県弘前市神⽥⼀丁⽬7-2
イトーヨーカドー 弘前店 ⻘森県弘前市⼤字駅前3-2-1
イトーヨーカドー ⼋⼾沼館店 ⻘森県⼋⼾市沼館4-7-111
イトーヨーカドー ⻘森店 ⻘森県⻘森市浜⽥1-14-1

トイザらス 北上店 岩⼿県北上市有⽥町 10-3  
トイザらス 盛岡南店 岩⼿県盛岡市本宮 7-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡南 2F
ヤマダ電機 テックランドNew盛岡本店 岩⼿県盛岡市北飯岡⼀丁⽬1番1号
ヤマダ電機 テックランド⽔沢店 岩⼿県奥州市⽔沢区佐倉河字⽮中35-1
ヤマダ電機 テックランド盛岡北店 岩⼿県盛岡市⻘⼭三丁⽬4-15
イトーヨーカドー 花巻店 岩⼿県花巻市下⼩⾈渡118-1

トイザらス 秋⽥店 秋⽥県秋⽥市卸町 1-135-1  
ヤマダ電機 テックランド⼤仙店 秋⽥県⼤仙市東川字屋敷後223
ヤマダ電機 テックランド⼤館店 秋⽥県⼤館市下綱327-1
ヤマダ電機 テックランド秋⽥御所野店 秋⽥県秋⽥市御所野堤台⼀丁⽬3-2
家電住まいる館YAMADA秋⽥本店 秋⽥県秋⽥市⼋橋南2-4-6

トイザらス ⽯巻⽮本店 宮城県東松島市⼩松字上浮⾜ 43 ｲｵﾝﾀｳﾝ⽮本内
トイザらス 仙台泉⼤沢店 宮城県仙台市泉区⼤沢1-5-1 ｲｵﾝ仙台泉⼤沢ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2F
トイザらス 仙台⻑町店 宮城県仙台市太⽩区⻑町7-20-3  ザ・モール仙台⻑町 3F
トイザらス 名取りんくうﾀｳﾝ店 宮城県名取市杜せきのした 5-5-13 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ杜せきのした内
ヤマダ電機 テックランド仙台泉本店 宮城県仙台市泉区市名坂字柳清⽔102番1
ヤマダ電機 テックランド仙台東店 宮城県仙台市宮城野区南⽬館20-20
ヤマダ電機 テックランド仙台南店 宮城県仙台市太⽩区中⽥町字後河原48-1
ヤマダ電機 テックランド多賀城店 宮城県多賀城市町前四丁⽬2番1号
ヤマダ電機 LABI仙台 宮城県仙台市⻘葉区中央3丁⽬6-1
ヤマダ電機 テックランド佐沼店 宮城県登⽶市南⽅町新島前46-1
ヤマダ電機 テックランド⽯巻店 宮城県⽯巻市恵み野三丁⽬3番地32
ヤマダ電機 テックランド仙台太⽩店 宮城県仙台市太⽩区鈎取本町⼀丁⽬18-1
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1-2-13
イトーヨーカドー ⽯巻あけぼの店 宮城県⽯巻市あけぼの1-1-2
イトーヨーカドー アリオ仙台泉店 宮城県仙台市泉区泉中央1-5-1

トイザらス ⼭形店 ⼭形県⼭形市若宮 3-7-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ⼭形南 1F
ヤマダ電機 テックランド⼭形本店 ⼭形県⼭形市⼤野⽬4-3-7
ヤマダ電機 テックランド天童店 ⼭形県天童市芳賀タウン北三丁⽬12番10号

トイザらス いわき店 福島県いわき市平⾕川瀬字双藤町 53-1  
トイザらス 郡⼭店 福島県郡⼭市松⽊町 2-88  ｲｵﾝﾀｳﾝ郡⼭内
トイザらス 福島店 福島県福島市森合字清⽔ 7  ｺｰﾌﾟﾏｰﾄいずみ 2F
ヤマダ電機 テックランドNew郡⼭南店 福島県郡⼭市安積町荒井字⽅⼋丁33-1
ヤマダ電機 テックランド福島店 福島県福島市御⼭三本松46
ヤマダ電機 テックランドいわき店 福島県いわき市⿅島町御代⾚坂18
ヤマダ電機 テックランド会津若松店 福島県会津若松市町北町⼤字上荒久⽥字村北110-1
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ヤマダ電機 テックランドいわき平店 福島県いわき市平上荒川字堀ノ内12-1
ヤマダ電機 テックランド須賀川店 福島県須賀川市⾼久⽥境63-2
ヤマダ電機 テックランド郡⼭本店 福島県郡⼭市喜久⽥町字四⼗坦6-12
ヤマダ電機 テックランド福島南店 福島県福島市太平寺字坿屋敷58
ヨドバシカメラ マルチメディア郡⼭ 福島県郡⼭市駅前1-16-7
イトーヨーカドー 平店 福島県いわき市平6-6-2 
イトーヨーカドー 福島店 福島県福島市太⽥町13-4
イトーヨーカドー 郡⼭店 福島県郡⼭市⻄ノ内2-11-40
アピタ 会津若松店 福島県会津若松市幕内南町9番10号

トイザらス 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
トイザらス ひたちなか店 茨城県ひたちなか市新光町 35 ﾆｭｰﾎﾟｰﾄひたちなかﾌｧｯｼｮﾝｸﾙｰｽﾞ 1F
トイザらス ⽔⼾店 茨城県⽔⼾市河和⽥町 3637-1  
トイザらス ⿓ケ崎店 茨城県⿓ケ崎市⼩柴 1-7  
ヤマダ電機 テックランド⽔⼾本店 茨城県⽔⼾市笠原町209番地
ヤマダ電機 テックランドつくば店 茨城県つくば市⼤字下原字池向370-1
ヤマダ電機 テックランド⿅島店 茨城県⿅嶋市宮中字東⼭333-4
ヤマダ電機 テックランドNew筑⻄店 茨城県筑⻄市布川1249-8
ヤマダ電機 テックランドひたちなか店 茨城県ひたちなか市⼤字稲⽥1424-1
ヤマダ電機 テックランド⿓ヶ崎店 茨城県⿓ヶ崎市⼩通幸⾕町288 Ｑｉｚモール内
ヤマダ電機 テックランド古河店 茨城県古河市⻄⽜⾕1002-1
ヤマダ電機 テックランド北茨城店 茨城県北茨城市中郷町上桜井2177
ヤマダ電機 テックランドNewつくばみらい店 茨城県つくばみらい市筒⼾2189-1
ヤマダ電機 テックランドNew神栖店 茨城県神栖市平泉字北⼝527番地24号
ビックカメラ ⽔⼾店    茨城県⽔⼾市宮町1-7-31
イトーヨーカドー 古河店 茨城県古河市雷電町1-18
イトーヨーカドー ⽇⽴店 茨城県⽇⽴市幸町1-16-1
イトーヨーカドー ⻯ヶ崎店 茨城県⿓ケ崎市⼩柴5-1-2
アピタ 佐原東店 茨城県稲敷市⻄代1480番地
⽔⼾京成百貨店 茨城県⽔⼾市泉町1-6-1

トイザらス 宇都宮店 栃⽊県宇都宮市鶴⽥町 208-1  
トイザらス ⼩⼭店 栃⽊県⼩⼭市神⼭ 2-9-33  
トイザらス 佐野店 栃⽊県佐野市⾼萩町 1324-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ佐野新都市 2F
ベビーザらス  宇都宮店 栃⽊県宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ4-1 ｶﾄﾚｱｶﾞｰﾃﾞﾝ内
ヤマダ電機 テックランド宇都宮本店 栃⽊県宇都宮市元今泉3丁⽬1-14
ヤマダ電機 テックランド駒⽣店 栃⽊県宇都宮市駒⽣町字東⾼⽥3363-1
ヤマダ電機 テックランド⼩⼭店 栃⽊県⼩⼭市駅東通り2-3-8
ヤマダ電機 テックランド宇都宮南店 栃⽊県宇都宮市江曽島本町22番8号
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り1-4-6宇都宮⻄⼝ビル
イトーヨーカドー ⼩⼭店 栃⽊県⼩⼭市駅東通り2-3-15
イトーヨーカドー 宇都宮店 栃⽊県宇都宮市陽東6丁⽬2番1号
アピタ ⾜利店 栃⽊県⾜利市朝倉町245番地
アピタ 宇都宮店 栃⽊県宇都宮市江曽島本町22-7
福⽥屋百貨店 宇都宮店 栃⽊県宇都宮市今泉町237 2階玩具売場
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 2階玩具売場
東武宇都宮百貨店 栃⽊県宇都宮市宮園町5-4

トイザらス 伊勢崎店 群⾺県伊勢崎市連取町 3025-2  
トイザらス 太⽥店 群⾺県太⽥市飯塚町 1933-2  
トイザらス 前橋店 群⾺県前橋市⿃⽻町 164-1
ヤマダ電機 テックランドNew前橋本店 群⾺県前橋市⽇吉町4-14-13
ヤマダ電機 テックランドNewみどり店 群⾺県みどり市笠懸町阿左美1471-1
ヤマダ電機 テックランドNew太⽥飯⽥町店 群⾺県太⽥市飯⽥町211番地1

茨城県

群⾺県

栃⽊県



ヤマダ電機 テックランド伊勢崎店 群⾺県伊勢崎市韮塚町1184
ヤマダ電機 LABI 1 LIFE SELECT⾼崎 群⾺県⾼崎市栄町1番1号
ヤマダ電機 テックランドNew藤岡店 群⾺県藤岡市中栗須26-1
ヤマダ電機 リングス沼⽥店 群⾺県沼⽥市薄根町3401
イトーヨーカドー 伊勢崎店 群⾺県伊勢崎市連取町1507
アピタ ⾼崎店 群⾺県⾼崎市⽮中町字渕ノ内668-1
アピタ 伊勢崎東店 群⾺県伊勢崎市三室町5330番地
アピタ 前橋店 群⾺県前橋市⽂京町2-1-1

トイザらス ⼊間店 埼⽟県⼊間市豊岡 2-1-1  ｻｲｵｽ 2F
トイザらス 岩槻店 埼⽟県さいたま市岩槻区城町 2-6-28  
トイザらス 桶川店 埼⽟県桶川市⻄ 2-9-36  ﾏﾒﾄﾗｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 2F
トイザらス 川越店 埼⽟県川越市泉町 2-1  ｳﾆｸｽ南古⾕ｱﾈｯｸｽ内
トイザらス 久喜菖蒲店 埼⽟県久喜市菖蒲町菖蒲 6005-1 モラージュ菖蒲 3F
トイザらス 熊⾕店 埼⽟県熊⾕市代 1067
トイザらス 越⾕店 埼⽟県越⾕市上間久⾥ 308-1 
トイザらス 草加店 埼⽟県草加市清⾨ 1-401-1 ｾｰﾓﾝﾌﾟﾗｻﾞ 2F
トイザらス 所沢店 埼⽟県所沢市北原町 1404  
トイザらス 新座店 埼⽟県新座市野⽕⽌ 5-2-60  ﾗ･ｳﾞｨﾆｭ 2F
トイザらス 蕨店 埼⽟県蕨市北町 5-4-32  
トイザらス 富⼠⾒店 埼⽟県富⼠⾒市⼭室1-13-13 ららぽーと富⼠⾒1F
ヤマダ電機 テックランド本庄店 埼⽟県本庄市⽇の出4丁⽬5番17号
ヤマダ電機 テックランド久喜店 埼⽟県久喜市久喜北2-6-3
ヤマダ電機 テックランド熊⾕本店 埼⽟県熊⾕市⼤字原島1187-1
ヤマダ電機 テックランド北本店 埼⽟県北本市深井六丁⽬87
ヤマダ電機 テックランド新座店 埼⽟県⼊間郡三芳町⽵間沢東14番4
ヤマダ電機 テックランド三郷店 埼⽟県三郷市ピアラシティ⼆丁⽬1番地6
ヤマダ電機 テックランド狭⼭店 埼⽟県狭⼭市上奥富59-1
ヤマダ電機 テックランド川⼝本店 埼⽟県川⼝市本町2-7-25 ＭＩＥＬかわぐち 3Ｆ
ヤマダ電機 テックランド・Newダイクマ⼤宮店 埼⽟県さいたま市⾒沼区南中丸511
ヤマダ電機 テックランド浦和埼⼤通り店 埼⽟県さいたま市桜区⼤字上⼤久保725
ヤマダ電機 テックランド南越⾕店 埼⽟県越⾕市南越⾕2丁⽬6-40
ヤマダ電機 テックランドNew草加店 埼⽟県草加市⾕塚上町765
ヤマダ電機 テックランド浦和美園店 埼⽟県さいたま市緑区美園三丁⽬9番地6
ヤマダ電機 テックランド上尾店 埼⽟県上尾市愛宕三丁⽬1番18号
ヤマダ電機  BT狭⼭富⼠⾒店 埼⽟県狭⼭市富⼠⾒1-28-7
家電住まいる館YAMADA坂⼾店 埼⽟県坂⼾市⼋幡1丁⽬3番45号
家電住まいる館YAMADA⼤宮宮前本店 埼⽟県さいたま市⻄区宮前町257
家電住まいる館YAMADA春⽇部本店 埼⽟県春⽇部市⼩渕字前⽥259-3
家電住まいる館YAMADA新座野⽕⽌店 埼⽟県新座市野⽕⽌6-1-7
ビックカメラ ⼤宮⻄⼝そごう店 埼⽟県さいたま市⼤宮区桜⽊町1-8-4
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四丁⽬263-6
イトーヨーカドー 浦和店 埼⽟県さいたま市浦和区仲町1-7-1
イトーヨーカドー 久喜店 埼⽟県久喜市久喜中央4-9-11
イトーヨーカドー 上尾駅前店 埼⽟県上尾市⾕津2-1-1
イトーヨーカドー 草加店 埼⽟県草加市⾼砂2-7-1
イトーヨーカドー 和光店 埼⽟県和光市丸⼭台1-9-3
イトーヨーカドー 春⽇部店 埼⽟県春⽇部市中央1丁⽬13番1
イトーヨーカドー 上福岡東店 埼⽟県ふじみ野市⼤原2-1-30
イトーヨーカドー 錦町店 埼⽟県蕨市錦町1-12-1
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
イトーヨーカドー 三郷店 埼⽟県三郷市ピアラシティ⼀丁⽬1番地1
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番79号
イトーヨーカドー アリオ深⾕店 埼⽟県深⾕市上柴町⻄4-2-14
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
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番地

埼⽟県



アピタ 本庄店 埼⽟県本庄市南⼀丁⽬2番10号
アピタ 吹上店 埼⽟県鴻巣市袋90番地の1
アピタ 東松⼭店 埼⽟県東松⼭市あずま町四丁⽬3番地
ライフ 吉川駅前店 埼⽟県吉川市保1-13-3
ライフ 新座店 埼⽟県新座市栗原4-12-25
ライフ ⽑呂⼭店 埼⽟県⼊間郡⽑呂⼭町岩井⻄3-12-34
⻄武所沢店 埼⽟県所沢市⽇吉町12-1E16:E17
⼋⽊橋百貨店 埼⽟県熊⾕市仲町74
そごう ⼤宮店 埼⽟県さいたま市⼤宮区桜⽊町1-6-2
For kids' byこぐま 川⼝店 埼⽟県川⼝市栄町3-5-1 そごう川⼝店 7階
おもちゃのこぐま ⽮尾秩⽗店 埼⽟県秩⽗市上町1-5-9 ⽮尾百貨店 3階
トーマスタウン新三郷店 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2階
丸井志⽊ トイ＆ホビーカワダ 埼⽟県志⽊市本町5-26-16Ｆ

トイザらス 市川店 千葉県市川市⻤⾼ 1-1-1  ﾆｯｹｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞｲｰｽﾄ館 2F
トイザらス 新浦安店 千葉県浦安市⽇の出 5-1-14
トイザらス 新鎌ヶ⾕店 千葉県鎌ヶ⾕市新鎌ヶ⾕2-12-1 ｱｸﾛｽﾓｰﾙ新鎌ヶ⾕ 2F
トイザらス 蘇我店 千葉県千葉市中央区川崎町 55-3 ﾎｰﾑｽﾞ蘇我 2F
トイザらス 千葉⻑沼店 千葉県千葉市稲⽑区⻑沼町 330-50  ﾜﾝｽﾞﾓｰﾙ内 1F
トイザらス 千葉ニュータウン店 千葉県印⻄市中央北 3丁⽬2 ｲｵﾝﾓｰﾙ千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ 2F
トイザらス 成⽥店 千葉県成⽥市飯仲 9-4  
トイザらス 野⽥店 千葉県野⽥市中根新⽥字⿅島原 57-1  ﾊﾟﾙ・ﾉｱ 2F
トイザらス 船橋店 千葉県船橋市浜町 2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY ⻄館 2F
トイザらス 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 ﾌｧﾐﾘｰﾓｰﾙ1F
トイザらス 松⼾店 千葉県松⼾市⼆ツ⽊ 1781-2  ﾌﾟﾁﾓｰﾙ⼆ツ⽊ 2F
ヤマダ電機 LABI津⽥沼 千葉県習志野市⾕津1-16-1
ヤマダ電機 テックランド富⾥インター店 千葉県富⾥市七栄1006-4
ヤマダ電機 テックランド船橋店 千葉県船橋市習志野5-2-12
ヤマダ電機 テックランド千葉本店 千葉県千葉市若葉区⾙塚町1087-1
ヤマダ電機 テックランド南⾏徳店 千葉県市川市南⾏徳3-4-1
ヤマダ電機 テックランド船橋本店 千葉県船橋市北本町2-58-5
ヤマダ電機 テックランド千葉ニュータウン店 千葉県印⻄市牧の原1-3
ヤマダ電機 テックランド柏沼南店 千葉県柏市⾵早1丁⽬1-1
ヤマダ電機 テックランドNew蘇我本店 千葉県千葉市中央区川崎町55-3
ヤマダ電機 テックランド野⽥店 千葉県野⽥市柳沢279番地の1
ヤマダ電機 テックランド館⼭店 千葉県館⼭市⼋幡字⼩松原697-1
ヤマダ電機 テックランドおゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野南5丁⽬37-1
ヤマダ電機 テックランドNew松⼾本店 千葉県松⼾市松⼾2289-3
ヤマダ電機 テックランド東⾦店 千葉県東⾦市⽥間1266-1
ヤマダ電機 テックランドNew成⽥店 千葉県成⽥市ウイング⼟屋156-3
ヤマダ電機 テックランド茂原店 千葉県茂原市⾼師1666番地
ヤマダ電機 テックランド四街道店 千葉県四街道市中央1-12
ヤマダ電機 テックランド流⼭店 千葉県流⼭市⼤字⽊356番地の2（⽊B70街区3）
ヤマダ電機 テックランドNew市川本⼋幡店 千葉県市川市⼋幡三丁⽬3番3号 
家電住まいる館YAMADA柏店 千葉県柏市⼤⼭台1-22
家電住まいる館YAMADA幕張本店 千葉県千葉市花⾒川区幕張町2丁⽬7701番地
家電住まいる館YAMADA⽊更津請⻄本店 千葉県⽊更津市請⻄南2-27-1
ヤマダアウトレット⽊更津店 千葉県⽊更津市潮⾒4丁⽬1-2
ビックカメラ 船橋東武店 千葉県船橋市本町7-1-1 東武百貨店 船橋店 2階・3階
ビックカメラ 柏店 千葉県柏市柏1-1-20
ヨドバシカメラ 千葉店 千葉県千葉市中央区富⼠⾒2-3-1
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
イトーヨーカドー 姉崎店 千葉県市原市姉崎645-1
イトーヨーカドー 松⼾店 千葉県松⼾市松⼾1149
イトーヨーカドー 船橋店 千葉県船橋市本町7-6-1
イトーヨーカドー ⼋柱店 千葉県松⼾市⽇暮1-15-8

千葉県



イトーヨーカドー 流⼭店 千葉県流⼭市流⼭9-800-2
イトーヨーカドー 我孫⼦店 千葉県我孫⼦市我孫⼦4-11-1
イトーヨーカドー 成⽥店 千葉県成⽥市公津の杜4-5-3
イトーヨーカドー ⼋千代店 千葉県⼋千代市村上南1-3-1
イトーヨーカドー 四街道店 千葉県四街道市中央5番地
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
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
イトーヨーカドー アリオ柏店 千葉県柏市⼤島⽥1丁⽬6-1
アピタ 君津店 千葉県君津市久保⼀丁⽬1番1号
アピタ 市原店 千葉県市原市⻘柳北⼀丁⽬1番
アピタ ⽊更津店 千葉県⽊更津市ほたる野四丁⽬2番48
そごう 千葉店 千葉県千葉市中央区新町1000
For kids'+b byこぐま 流⼭おおたかの森S･C店 千葉県流⼭市⻄初⽯6-185-2 流⼭おおたかの森S･C 3階
多⽥屋サンピア店 千葉県東⾦市東岩崎8-10
郷⽂ 千葉県銚⼦市新⽣町1-45-3

トミカショップ東京店 東京都千代⽥区丸の内1-9-1 東京駅⼀番街東京キャラクターストリート
プラレールショップ東京店 東京都千代⽥区丸の内1-9-1 東京駅⼀番街東京キャラクターストリート
トミカショップ東京スカイツリータウン・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3階
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 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3階
トイザらス 昭島店 東京都昭島市⽥中町 573-1-4 モリタウン内
トイザらス 池袋ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨ店 東京都豊島区東池袋 3-1  ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨ⽂化会館 B1F
トイザらス お台場店 東京都港区台場 1-7-1  ｱｸｱｼﾃｨお台場 T101 1F
トイザらス ⾼尾店 東京都⼋王⼦市東浅川町550-1  iiad（イーアス）⾼尾2Ｆ   
トイザらス 多摩店 東京都多摩市東寺⽅ 660-1  
トイザらス としまえん店 東京都練⾺区春⽇町 1-1-1  
トイザらス 府中駅前店 東京都府中市宮町 1-50  くるる B1F
トイザらス 町⽥多摩境店 東京都町⽥市⼩⼭ｹ丘 1-7-2  
トイザらス 武蔵村⼭店 東京都⻄多摩郡瑞穂町⼤字殿ヶ⾕ 729-2  
トイザらス ⽴川⽴⾶店 東京都⽴川市泉町935-1 1F ららぽーと⽴川⽴⾶
トイザらス 錦⽷町店 東京都墨⽥区太平4-1-2 ｵﾘﾅｽﾓｰﾙ2F
ベビーザらス  府中店 東京都府中市⻄原町 1-6-2 ﾌﾚｽﾎﾟ府中 2F
ヤマダ電機 LABI 1 ⽇本総本店池袋 東京都 豊島区東池袋1-5-7
ヤマダ電機 テックランドNew⼋王⼦別所店 東京都⼋王⼦市別所2丁⽬56番地
ヤマダ電機 テックランド東京本店 東京都世⽥⾕区上北沢5-37-18
ヤマダ電機 LABI LIFE SELECT ⾃由が丘 東京都⽬⿊区緑が丘2-17-9
ヤマダ電機 テックランド⾜⽴店 東京都⾜⽴区平野2-1-5
ヤマダ電機 テックランド練⾺本店 東京都練⾺区南⽥中3-30-5
ヤマダ電機 LABI品川⼤井町 （住まいる家電館 デジタル＆⽣活館） 東京都品川区東⼤井5丁⽬20-1
ヤマダ電機 テックランドNew江東新砂店 東京都江東区新砂三丁⽬1番13号
ヤマダ電機 LABI LIFE SELECT⽴川 東京都⽴川市曙町⼆丁⽬2番25号
ヤマダ電機 テックランド武蔵村⼭店 東京都武蔵村⼭市三ﾂ藤1-84
ヤマダ電機 テックランド平和台駅前店 東京都練⾺区北町6-32-5
ヤマダ電機 テックランド府中店 東京都府中市⻄原町1-3-1
ヤマダ電機 LABI渋⾕ 東京都渋⾕区道⽞坂⼆丁⽬29-20
ヤマダ電機 LABI新宿東⼝館 東京都新宿区新宿三丁⽬23番7号
ヤマダ電機 LABI新宿⻄⼝館 東京都新宿区⻄新宿⼀丁⽬18-8
ヤマダ電機 テックランドNew葛⻄店 東京都江⼾川区中葛⻄4丁⽬8-1
ヤマダ電機 テックランド錦⽷町店 東京都墨⽥区太平4丁⽬1番5号（2階）
ヤマダ電機 テックランド稲城若葉台店 東京都稲城市若葉台2丁⽬8番
ヤマダ電機 テックランド⼋王⼦⾼尾店 東京都⼋王⼦市狭間町1456番
ヤマダ電機 LABI吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁⽬3番13号
ビックカメラ 京王調布店 東京都調布市⼩島町2-48-6 トリエ京王調布B館
ビックカメラ 池袋本店 東京都豊島区東池袋1-41-5
ビックカメラ 渋⾕東⼝店 東京都渋⾕区渋⾕1-24-12
ビックカメラ ⽴川店 東京都⽴川市曙町2-12-2

東京都



ビックカメラ 有楽町店 東京都千代⽥区有楽町1-11-1
ビックカメラ 新宿⻄⼝店 東京都新宿区⻄新宿1-5-1
ビックカメラ 池袋⻄⼝店 東京都豊島区⻄池袋1-16-3
ビックカメラ JR⼋王⼦駅前店 東京都⼋王⼦市旭町1-17
ビックロ ビックカメラ 新宿東⼝店 東京都新宿区新宿3-29-1
ビックカメラ 聖蹟桜ヶ丘店 東京都多摩市関⼾1-11-1 京王聖跡桜ヶ丘ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ-Ａ館6Ｆ
ビックカメラ ⾚坂⾒附駅店 東京都港区⾚坂3-1-6
ビックカメラ AKIBA 東京都千代⽥区外神⽥4-1-1        
ヨドバシカメラ 新宿⻄⼝本店 ゲームホビー館 東京都新宿区⻄新宿1-11-1
ヨドバシカメラ マルチメディア新宿東⼝ 別館 東京都新宿区新宿3-26-7
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
ヨドバシカメラ マルチメディア錦⽷町 東京都墨⽥区江東橋3-14-5錦⽷町ステーションビル内
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4-9-8
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1-1-11
ヨドバシカメラ ⼋王⼦店 東京都⼋王⼦市東町7-4
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1-19-1
イトーヨーカドー ⽵の塚店 東京都⾜⽴区⽵の塚5-17-1
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
イトーヨーカドー ⼩岩店 東京都江⼾川区⻄⼩岩1-24-1
イトーヨーカドー 多摩センタ-店 東京都多摩市落合1-44
イトーヨーカドー 綾瀬店 東京都⾜⽴区綾瀬3-4-25
イトーヨーカドー 昭島店 東京都昭島市⽥中町562-1
イトーヨーカドー 四つ⽊店 東京都葛飾区四つ⽊2-21-1
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
イトーヨーカドー ⾚⽻店 東京都北区⾚⽻⻄1丁⽬7番1号
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
イトーヨーカドー 葛⻄店 東京都江⼾川区東葛⻄9-3-3
イトーヨーカドー ⼋王⼦店 東京都⼋王⼦市狭間町1462-1
イトーヨーカドー ⽊場店 東京都江東区⽊場1丁⽬5番地30号
イトーヨーカドー 拝島店 東京都昭島市松原町3-2-12
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
イトーヨーカドー 国領店 東京都調布市国領町8-2-64
イトーヨーカドー ⼤森店 東京都⼤⽥区⼤森北2-13-1
イトーヨーカドー アリオ⻲有店 東京都葛飾区⻲有3丁⽬49番3号
イトーヨーカドー アリオ⻄新井店 東京都⾜⽴区⻄新井栄町1-20-1
イトーヨーカドー 武蔵⼩⾦井店 東京都⼩⾦井市本町6丁⽬14番9号
イトーヨーカドー アリオ北砂店 東京都江東区北砂2-17
イトーヨーカドー 曳⾈店 東京都墨⽥区京島1-2-1
東急百貨店 本店 東京都渋⾕区道⽞坂2-24-1
東急百貨店 吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-3-1  
松屋 銀座 東京都中央区銀座3-6-1
京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店 東京都多摩市関⼾1-10-1
京王百貨店 新宿店 東京都新宿区⻄新宿1-1-4
⻄武池袋本店 東京都豊島区南池袋1-28-1
ライフ 篠崎店 東京都江⼾川区篠崎町7-27-1
ライフ 府中中河原店 東京都府中市住吉町1-84-1
ライフ 平和台店 東京都練⾺区北町6-10-1
ライフ 経堂店 東京都世⽥⾕区経堂5-32-6
ヤマシロヤ 東京都台東区上野6-14-6
⼩⽥急百貨店 新宿店 東京都新宿区⻄新宿1-3-3 9階玩具売場

トミカショップ・プラレールショップ横浜店 神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークプラザ5階
トイザらス 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
トイザらス 厚⽊店 神奈川県厚⽊市妻⽥東 3-25-24  
トイザらス 磯⼦店 神奈川県横浜市磯⼦区磯⼦ 3-4-23  
トイザらス ⼩⽥原店 神奈川県⼩⽥原市前川 120 ﾌﾚｽﾎﾟ⼩⽥原ｼﾃｨｰﾓｰﾙ 南館 2F

神奈川県



トイザらス 川崎⾼津店 神奈川県川崎市⾼津区溝⼝ 6-11-1  
トイザらス 港北ﾆｭｰﾀｳﾝ店 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 14-12 ｷｰｻｳｽ ｱｰﾁ館 2F
トイザらス 相模原店 神奈川県相模原市南区⼤野台6-1-1 ニトリモール相模原 3F
トイザらス 秦野店 神奈川県秦野市曽屋 4784  
トイザらス 平塚店 神奈川県平塚市代官町 33-1  OSC湘南ｼﾃｨ 1F
トイザらス 藤沢店 神奈川県藤沢市辻堂新町 4-1-1  湘南ﾓｰﾙﾌｨﾙ 2F
トイザらス みなとみらい店 神奈川県横浜市⻄区みなとみらい 3-5-1 MARK IS みなとみらい 3F
トイザらス 横須賀店 神奈川県横須賀市平成町 3-28-2 ﾉｼﾞﾏﾓｰﾙ 1F
トイザらス 横浜いずみ店 神奈川県横浜市泉区上飯⽥町 4702-1  
ヤマダ電機 テックランド秦野店 神奈川県秦野市尾尻字宮ﾉ前882番1
ヤマダ電機 テックランドNew港北センター本店 神奈川県横浜市都筑区中川中央⼆丁⽬2-1
ヤマダ電機 テックランド横浜本店 神奈川県横浜市港南区下永⾕5-2-1
ヤマダ電機 テックランド川崎店 神奈川県川崎市川崎区港町12番1号
ヤマダ電機 テックランド⼤和店 神奈川県⼤和市下鶴間526-1
ヤマダ電機 テックランド横浜泉店 神奈川県横浜市泉区上飯⽥町3937
ヤマダ電機 テックランド海⽼名店 神奈川県海⽼名市中央2丁⽬10-1
ヤマダ電機 テックランドNew⼤和深⾒店 神奈川県⼤和市深⾒488-1
家電住まいる館 YAMADA横浜⾦沢店 神奈川県横浜市⾦沢区富岡東2-4-29
ヤマダ電機 テックランドNew横須賀店 神奈川県横須賀市⽇の出町3-3-3
ヤマダ電機 テックランド上⼭店 神奈川県横浜市緑区上⼭2-27-1
ヤマダ電機 テックランド向ヶ丘店 神奈川県川崎市宮前区平2-3-10
ヤマダ電機 テックランド茅ヶ崎店 神奈川県茅ヶ崎市新栄町12-3
ヤマダ電機 テックランド久⾥浜店 神奈川県横須賀市久⾥浜7-9-1
ヤマダ電機 テックランドダイクマヤマダ厚⽊店 神奈川県厚⽊市⻑⾕6-20
ヤマダ電機 テックランド磯⼦店 神奈川県横浜市磯⼦区磯⼦1-2-1
ヤマダ電機 テックランド上平塚店 神奈川県平塚市上平塚1-61
ヤマダ電機 LABI上⼤岡 神奈川県横浜市港南区上⼤岡⻄1-18-5
ヤマダ電機 テックランド⼾塚店 神奈川県横浜市⼾塚区汲沢⼆丁⽬1-7
家電住まいる館YAMADAクロスガーデン川崎幸店 神奈川県川崎市幸区⼩倉5丁⽬19番23号
ヤマダ電機 テックランドNew座間店 神奈川県座間市ひばりが丘四丁⽬27番1号
ビックカメラ 藤沢店 神奈川県藤沢市藤沢559
ビックカメラ ラゾーナ川崎店 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1
ビックカメラ 新横浜店 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45
ビックカメラ 相模⼤野店 神奈川県相模原市相模⼤野3-8-1相模⼤野ｽﾃｰｼｮﾝｽｸｴｱＢ館6Ｆ
ヨドバシカメラ マルチメディア横浜 神奈川県横浜市⻄区北幸1-2-7
ヨドバシカメラ マルチメディア川崎 神奈川県川崎市川崎区⽇進町1-11
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⻄1-6-1京急百貨店8階
イトーヨーカドー 相模原店 神奈川県相模原市南区松ヶ枝町17-1
イトーヨーカドー 藤沢店 神奈川県藤沢市鵠沼⽯上1-10-1
イトーヨーカドー たまプラ-ザ店 神奈川県横浜市⻘葉区美しが丘1-6-1
イトーヨーカドー ⼤船店 神奈川県鎌倉市⼤船6-1-1
イトーヨーカドー 綱島店 神奈川県横浜市港北区綱島⻄2-8-1
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
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
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
イトーヨーカドー 新百合ヶ丘店 神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-4-1
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
イトーヨーカドー ⼩⽥原店 神奈川県⼩⽥原市中⾥296-1
イトーヨーカドー 鶴⾒店 神奈川県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 神奈川県川崎市川崎区港町12-1
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
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
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
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
イトーヨーカドー 湘南台店 神奈川県藤沢市⽯川6-2-1
イトーヨーカドー ⽴場店 神奈川県横浜市泉区中⽥⻄1-1-15
イトーヨーカドー ららぽ-と横浜店 神奈川県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 神奈川県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 神奈川県川崎市中原区新丸⼦東3-1135-1
アピタ ⾦沢⽂庫店 神奈川県横浜市⾦沢区釜利⾕東⼆丁⽬1番1号
アピタ ⼾塚店 神奈川県横浜市⼾塚区上倉⽥町769番1
アピタ ⻑津⽥店 神奈川県横浜市緑区⻑津⽥みなみ台四丁⽬7-1
東急百貨店 たまプラーザ店 神奈川県横浜市⻘葉区美しが丘1-7
そごう 横浜店 神奈川県横浜市⻄区⾼島2-18-1
ライフ 鶴⾒店 神奈川県横浜市鶴⾒区北寺尾2-19
あさひや 神奈川県⼩⽥原市栄町1-2-1 駅前ビルＢ1Ｆ
おもちゃのチェリー 神奈川県三浦市三崎町諸磯964
ひろしや本店 神奈川県横浜市⻄区久保町21-25

ヤマダ電機 テックランド⼭梨本店 ⼭梨県甲斐市富⽵新⽥1902-3
ヤマダ電機 テックランド⼭梨中央店 ⼭梨県中央市下河東3053-1
アピタ ⽥富店 ⼭梨県中央市⼭之神1383-9
アピタ ⽯和店 ⼭梨県笛吹市⽯和町窪中島154番地
アピタ 双葉店 ⼭梨県甲斐市志⽥字柿⽊645番地1
イトーヨーカドー 甲府昭和店 ⼭梨県中巨摩郡昭和町⻄条13-1
キューピット ⼭梨県南都留郡富⼠河⼝湖町船津4095-1
斎藤商店 ⼭梨県甲府市丸の内1-8-8
富⼠急百貨店 富⼠吉⽥店 ⼭梨県富⼠吉⽥市上吉⽥2-5-1

トイザらス 佐久店 ⻑野県佐久市⼤字岩村⽥字⻑塚 1735-1  
トイザらス ⻑野店 ⻑野県⻑野市⾼⽥ 1174  ﾔﾝｸﾞﾌｧﾗｵ 2F
トイザらス 松本店 ⻑野県松本市村井町南 4-21-27
ヤマダ電機 テックランド佐久本店 ⻑野県佐久市岩村⽥字下樋⽥1788-2
ヤマダ電機 テックランドNew上⽥本店 ⻑野県上⽥市古⾥字⼤畑1992-1
家電住まいる館YAMADA松本本店 ⻑野県松本市出川⼆丁⽬3-1
ヤマダ電機 テックランド飯⽥店 ⻑野県飯⽥市上郷飯沼1964-1
ヤマダ電機 テックランド⻑野南店 ⻑野県⻑野市稲⾥町中央3丁⽬1-1
家電住まいる館YAMADA⻑野SBC通り本店 ⻑野県⻑野市吉⽥⼀丁⽬21-33
イトーヨーカドー ⻑野店 ⻑野県⻑野市権堂町2201
イトーヨーカドー 南松本店 ⻑野県松本市⾼宮中1-20
イトーヨーカドー アリオ上⽥店 ⻑野県上⽥市天神3-5-1
アピタ 伊那店 ⻑野県伊那市⻄町5182番地1
アピタ 岡⾕店 ⻑野県岡⾕市銀座⼀丁⽬1番5号
アピタ 飯⽥店 ⻑野県飯⽥市⿍名古熊2461番地
アピタ ⾼森店 ⻑野県下伊那郡⾼森町⼭吹4515番地

トイザらス ⻑岡店 新潟県⻑岡市川崎町 1436-5  
トイザらス 新潟店 新潟県新潟市中央区上近江 4-12-20  ﾃﾞｯｷ401内
ヤマダ電機 テックランド三条店 新潟県三条市⼤字上須頃293-1
ヤマダ電機 テックランド新潟関新店 新潟県新潟市中央区関新3-4-27
ヤマダ電機 テックランド上越店 新潟県上越市富岡3439
ヤマダ電機 テックランド⻲⽥店 新潟県新潟市江南区東早通1-1-37
ヤマダ電機 テックランドNew新潟錦町本店 新潟県新潟市東区錦町3-25
ビックカメラ 新潟店 新潟県新潟市中央区花園1-1-21
ヨドバシカメラ マルチメディア新潟店 新潟県新潟市中央区弁天1-2-6
イトーヨーカドー 直江津店 新潟県上越市⻄本町3-8-8
イトーヨーカドー 丸⼤新潟店 新潟県新潟市中央区本町通り6-1122-1
イトーヨーカドー 丸⼤⻑岡店 新潟県⻑岡市城内町2-3-12
アピタ 新潟⻲⽥店 新潟県新潟市江南区鵜ノ⼦四丁⽬466番地
アピタ 新潟⻄店 新潟県新潟市⻄区⼩新五丁⽬7番21号
アピタ ⻑岡店 新潟県⻑岡市千秋2-278

⼭梨県

⻑野県

新潟県



トイザらス ⾼岡店 富⼭県⾼岡市下伏間江 383 ｲｵﾝﾓｰﾙ⾼岡 1F
トイザらス 富⼭店 富⼭県富⼭市五福 1143-1  五福ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｱﾘｽ 2F
ヤマダ電機 テックランド⿂津店 富⼭県⿂津市吉島4216-1
ヤマダ電機 テックランド⾼岡店 富⼭県⾼岡市昭和町2丁⽬2番1号
ヤマダ電機 テックランドNew富⼭婦中本店 富⼭県富⼭市婦中町速星35-1
ヤマダ電機 テックランド富⼭⾦泉寺本店 富⼭県富⼭市⾦泉寺70-2
アル・プラザ⼩杉 富⼭県射⽔市三ケ2602        
アル・プラザ富⼭ 富⼭県富⼭市婦中町下轡⽥165番地の1
アピタ 富⼭店 富⼭県富⼭市上袋100番68
アピタ 富⼭東店 富⼭県富⼭市上冨居三丁⽬8番38号
アピタ 砺波店 富⼭県砺波市太郎丸三丁⽬69番地
アピタ ⿂津店 富⼭県⿂津市住吉600番地

トイザらス 松任店 ⽯川県⽩⼭市平松町 102-1  ｲｵﾝ松任ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内
家電住まいる館YAMADA野々市店 ⽯川県野々市市三⽇市⼆丁⽬52番地
ヤマダ電機 テックランド七尾店 ⽯川県七尾市藤橋町申部6番地
ヤマダ電機 テックランドNew⼩松店 ⽯川県⼩松市沖周辺⼟地区画整理事業施⼯地区内仮17街区15
ヤマダ電機 テックランド⾦沢本店 ⽯川県⾦沢市⻄都1-40
ヤマダ電機 テックランド⾦沢⼤桑店 ⽯川県⾦沢市⼤桑3丁⽬141番地
ヤマダ電機 テックランド加賀店 ⽯川県加賀市加茂町チ24
アル・プラザ⼩松 ⽯川県⼩松市園町ハ23番地1
アル・プラザ⾦沢 ⽯川県⾦沢市諸江町30番1号      
アル・プラザ⿅島 ⽯川県⿅島郡中能登町井⽥と部1番地1        
アル・プラザ加賀 ⽯川県加賀市作⾒町ル25番1        
アル・プラザ津幡 ⽯川県河北郡津幡町北中条1丁⽬1番地
アピタ ⾦沢店 ⽯川県⾦沢市中村町10番20号
アピタ 松任店 ⽯川県⽩⼭市幸明町280番地

トイザらス 福井店 福井県福井市松城町 12-7  ﾊﾟﾘｵｼﾃｨ 3F
ヤマダ電機 テックランドNew福井本店 福井県福井市渕三丁⽬411番
ヤマダ電機 テックランド越前店 福井県越前市⽠⽣町40字⼭王3番
ヤマダ電機 テックランド福井⼤和⽥店 福井県福井市⼤和⽥2丁⽬1602番地
アル・プラザ敦賀 福井県敦賀市⽩銀町11番5号         
アル･プラザベル 福井県福井市花堂南2丁⽬16番1号      
アル・プラザアミ 福井県坂井市春江町随応寺第16号11番地    
アル・プラザ鯖江 福井県鯖江市下河端町16字下町16番1    
アル・プラザ武⽣ 福井県越前市府中1丁⽬11番2号       
⻄武福井店 福井県福井市中央1-8-1
アピタ 敦賀店 福井県敦賀市中央町⼀丁⽬5番5号
アピタ 福井店 福井県福井市飯塚町第11号111番地
アピタ 福井⼤和⽥店 福井県福井市⼤和⽥町⼆丁⽬1230番地

トイザらス 静岡店 静岡県静岡市清⽔区⿃坂 860 ﾌﾚｽﾎﾟ静岡 2F
トイザらス ⻑泉店 静岡県駿東郡⻑泉町下⻑窪 1076-1  ｳｪﾙﾃﾞｨ⻑泉内
トイザらス 浜松店 静岡県浜松市中区鍛治町 15  ｻﾞｻﾞｼﾃｨﾊﾏﾏﾂ 2F
ヤマダ電機 テックランド浜松本店 静岡県浜松市東区北島町815-5
ヤマダ電機 テックランド静岡店 静岡県静岡市駿河区⾺渕2-8-1
ヤマダ電機 テックランド浜松中央店 静岡県浜松市中区中央⼀丁⽬3番21号
ヤマダ電機 テックランド富⼠店 静岡県富⼠市川成島620-1
ヤマダ電機 テックランド静岡国吉⽥店 静岡県静岡市駿河区国吉⽥1丁⽬1番43号
ヤマダ電機 テックランド富⼠宮店 静岡県富⼠宮市万野原新⽥3728番地
ヤマダ電機 テックランド清⽔店 静岡県静岡市清⽔区清開1丁⽬3-3

福井県

静岡県

富⼭県

⽯川県



ヤマダ電機 テックランド掛川店 静岡県掛川市細⽥231-1
ヤマダ電機 テックランド浜北店 静岡県浜松市浜北区⼩林1361
ヤマダ電機 テックランド藤枝店 静岡県藤枝市内瀬⼾116番1号
ビックカメラ 浜松店 静岡県浜松市中区砂⼭町322-1
イトーヨーカドー 沼津店 静岡県沼津市⾼島本町1-5
イトーヨーカドー 静岡店 静岡県静岡市駿河区曲⾦3-1-5
イトーヨーカドー 三島店 静岡県三島市中⽥町9-30
アピタ 掛川店 静岡県掛川市⼤池2826番地
アピタ 伊東店 静岡県伊東市玖須美元和⽥720番地の143
アピタ 島⽥店 静岡県島⽥市宝来町8番2号
アピタ ⼤仁店 静岡県伊⾖の国市吉⽥字九⼗分153番の1
アピタ 浜北店 静岡県浜松市浜北区貴布祢1200番地
アピタ 静岡店 静岡県静岡市駿河区⽯⽥⼀丁⽬5番1号
アピタ 富⼠吉原 静岡県富⼠市国久保⼆丁⽬1番10号
アピタ 磐⽥店 静岡県磐⽥市今之浦三丁⽬1番11
松坂屋 静岡店 静岡県静岡市葵区御幸町10-2
遠鉄百貨店 静岡県浜松市中区砂⼭町320-2
ミシマトイス 静岡県三島市本町3-35
だるまや 静岡県菊川市加茂5817

トイザらス 岡崎店 愛知県岡崎市⼤平町⽯丸 38  ﾜｰﾙﾄﾞ・ﾜﾝ 2F
トイザらス ⼤⾼店 愛知県名古屋市緑区南⼤⾼ 2-450 ｲｵﾝﾓｰﾙ⼤⾼ 2F
トイザらス ⽊曽川店 愛知県⼀宮市⽊曽川町⿊⽥字南⼋ﾂヶ池 25-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ⽊曽川 1F
トイザらス ⾼蔵寺ﾆｭｰﾀｳﾝ店 愛知県春⽇井市中央台 1-1-2  ⾼蔵寺ｾﾝﾀｰ内
トイザらス 名古屋中川店 愛知県名古屋市中川区新家 1-2421  ｱｽﾞﾊﾟｰｸ 2F
トイザらス 名古屋みなと店 愛知県名古屋市港区砂美町 1-5  ﾆﾄﾘみなとSC 2F
トイザらス ⻄春⽇井店 愛知県⻄春⽇井郡豊⼭町⼤字豊場字⼤⼭  139-17  
トイザらス 東浦店 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
トイザらス 三好店 愛知県みよし市三好町⻘⽊ 91  ｲｵﾝ 三好店 2F
ベビーザらス  名⻄店 愛知県名古屋市⻄区名⻄2-33-8 ﾖｼﾂﾞﾔ名古屋名⻄店 3F
ヤマダ電機 テックランドNew野並店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字⼩森1-3
ヤマダ電機 テックランドNew岡崎本店 愛知県岡崎市⼤平町堤下55番地
ヤマダ電機 テックランドNew⼩牧店 愛知県⼩牧市⼩牧原三丁⽬160番
ヤマダ電機 テックランド⼀宮店 愛知県⼀宮市下沼町4丁⽬19番
ヤマダ電機 テックランド豊川店 愛知県豊川市下⻑⼭町⾼畑26-1
家電住まいる館YAMADA名古屋本店 愛知県名古屋市中川区昭明町5丁⽬1-5
ヤマダ電機 テックランド星ヶ丘店 愛知県名古屋市千種区星が丘1-1-7
ヤマダ電機 テックランド半⽥店 愛知県半⽥市本町1丁⽬1番地
ヤマダ電機 テックランド江南店 愛知県江南市⾼屋町清⽔39番
ヤマダ電機 テックランド豊橋店 愛知県豊橋市柱五番町116-1
ヤマダ電機 テックランド守⼭店 愛知県名古屋市守⼭区深沢⼀丁⽬102
ヤマダ電機 テックランド蒲郡店 愛知県蒲郡市⿅島町浅井新⽥1-25
ヤマダ電機 テックランド安城店 愛知県安城市尾崎町上⼤縄1-2
ヤマダ電機 LABI名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅⼀丁⽬2-5
ヤマダ電機 テックランド名古屋千種店 愛知県名古屋市千種区内⼭⼀丁⽬20-37
ヤマダ電機 テックランド豊⽥東新店 愛知県豊⽥市東新町六丁⽬17-1
ヤマダ電機 テックランド⻄尾店 愛知県⻄尾市寄住町泡原14-1
ヤマダ電機 テックランド知⽴店 愛知県知⽴市⻑篠町⼋ツ⽥道13番7
ヤマダ電機 テックランド名古屋港店 愛知県名古屋市港区東茶屋四丁⽬57
ヤマダ電機 テックランドNew春⽇井店 愛知県春⽇井市⿃居松町5丁⽬62番地
ビックカメラ 名古屋駅⻄店 愛知県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 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 9・10階     
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1番 プライムツリー⾚池 3階
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3-16-1
アピタ 刈⾕店 愛知県刈⾕市南桜町⼆丁⽬56番地1
アピタ 向⼭店 愛知県豊橋市向⼭町字中畑1番地1

愛知県



アピタ ⼤府店 愛知県⼤府市明成町四丁⽬133番地
アピタ ⻄尾店 愛知県⻄尾市⾼畠町三丁⽬23-9
アピタ 知⽴店 愛知県知⽴市⻑篠町⼤⼭18番地の1
アピタ 蒲郡店 愛知県蒲郡市港町17番10号
アピタ 岡崎北店 愛知県岡崎市⽇名北町4番地46
アピタ 安城南店 愛知県安城市桜井町⾙⼾尻60番地
アピタ 阿久⽐店 愛知県知多郡阿久⽐町⼤字椋岡字徳吉1番地12
アピタ 東海荒尾店 愛知県東海市荒尾町⼭王前60番地
アピタ 瀬⼾店 愛知県瀬⼾市幸町33番地
アピタ 千代⽥橋店 愛知県名古屋市千種区千代⽥橋⼆丁⽬1番1号
アピタ 緑店 愛知県名古屋市緑区徳重⼆丁⽬201番地
アピタ 港店 愛知県名古屋市港区当知⼆丁⽬1501番地
アピタ 名古屋南店 愛知県名古屋市南区豊⽥四丁⽬9番47号
アピタ 名古屋北店 愛知県名古屋市北区辻町九丁⽬1番地
アピタ ⻑久⼿店 愛知県愛知郡⻑久⼿町⼾⽥⾕901番地1
アピタ 鳴海店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治⼭3番地9
アピタ 名古屋空港店 愛知県⻄春⽇井郡豊⼭町⼤字豊場字林先1番8
アピタ ⼀宮店 愛知県⼀宮市両郷町⼀丁⽬2番地
アピタ ⼩牧店 愛知県⼩牧市堀の内三丁⽬15番地
アピタ 岩倉店 愛知県岩倉市旭町⼀丁⽬25番地
アピタ 稲沢店 愛知県稲沢市天池五反⽥町1番地
アピタ ⼤⼝店 愛知県丹⽻郡⼤⼝町丸⼆丁⽬36番地
アピタ ⽊曽川店 愛知県⼀宮市⽊曽川町⿊⽥⼋ノ通51番地の4
アピタ 江南⻄店 愛知県江南市松⽵町上野205番地
アピタ 稲沢東店 愛知県稲沢市下津穂所⼀丁⽬1番1
アピタ ⾼蔵寺店 愛知県春⽇井市中央台⼆丁⽬5番地
アピタ 桃花台店 愛知県⼩牧市古雅⼀丁⽬1番地
イトーヨーカドー 知多店 愛知県知多市新知東町1-10-1
イトーヨーカドー 安城店 愛知県安城市住吉町3-1-8
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番4号
清⽔屋 春⽇井店 愛知県春⽇井市瑞穂通5-33
清⽔屋 ⽝⼭店 愛知県⽝⼭市⼤字⽝⼭字南古券166-14
清⽔屋 藤ヶ丘店 愛知県名古屋市守⼭区森孝東1-509
清⽔屋 ⼩牧店 愛知県⼩牧市郷中1-263
松坂屋 名古屋店 愛知県名古屋市中区栄3-16-1
平和堂 江南店 愛知県江南市上奈良町栄61番地の3

トイザらス 各務原店 岐⾩県各務原市那加萱場町 3-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ各務原 3F
トイザらス 岐⾩店 岐⾩県岐⾩市正⽊中 1-2-1 ﾏｰｻ21 1F
ヤマダ電機 テックランド岐⾩⻑良店 岐⾩県岐⾩市⻑良東2丁⽬45
ヤマダ電機 テックランド岐⾩本店 岐⾩県岐⾩市薮⽥南4-11-7
ヤマダ電機 テックランドNew⼤垣店 岐⾩県⼤垣市林町六丁⽬80番地55
ヤマダ電機 テックランド各務原店 岐⾩県各務原市鵜沼三ﾂ池町三丁⽬132番地
ヤマダ電機 テックランド可児店 岐⾩県可児市中恵⼟2371番90
ヤマダ電機 テックランド瑞浪店 岐⾩県瑞浪市⼟岐町6958-1
アピタ 岐⾩店 岐⾩県岐⾩市加納神明町六丁⽬1番地
アピタ 北⽅店 岐⾩県本巣郡北⽅町平成⼆丁⽬3番地
アピタ 各務原店 岐⾩県各務原市鵜沼各務原町⼋丁⽬7番地
アピタ ⼤垣店 岐⾩県⼤垣市林町六丁⽬80番21
アピタ ⾶騨⾼⼭店 岐⾩県⾼⼭市国府町⾦桶41番地
アピタ 美濃加茂店 岐⾩県美濃加茂市野笹町⼆丁⽬5-65
アピタ 御嵩店 岐⾩県可児郡御嵩町上恵⼟1052番1
清⽔屋 中津川店 岐⾩県中津川市淀川町3番8号ルビットタウン内
清⽔屋 ピュア⾼⼭店 岐⾩県⾼⼭市⻄之⼀⾊町3-1135
アル・プラザ鶴⾒ 岐⾩県⼤垣市鶴⾒町字上渡瀬641番地の2
平和堂 ⾼富店 岐⾩県⼭県市⾼⽊1473番地

岐⾩県



トーマスステーション岐⾩店 岐⾩県本巣市三橋1100 モレラ岐⾩2階

トイザらス 津店 三重県津市藤⽅ 985-1
ヤマダ電機 津店 三重県津市藤⽅1057-1
ヤマダ電機 テックランド桑名店 三重県桑名市⼤字⼤仲新⽥335-2
ヤマダ電機 テックランド鈴⿅店 三重県鈴⿅市北⽟垣町字中野787番地
ヤマダ電機 テックランド伊勢店 三重県伊勢市御薗町新開613
ヤマダ電機 テックランド名張店 三重県名張市蔵持町原出1772
ヤマダ電機 テックランドみえ朝⽇店 三重県三重郡朝⽇町⼤字縄⽣500-1
アピタ 桑名店 三重県桑名市中央町三丁⽬21番地
アピタ 伊賀上野店 三重県伊賀市服部町1788番地
アピタ 名張店 三重県名張市下⽐奈知字⿊⽥3100番地の1
アピタ 松阪三雲店 三重県松阪市市場庄町1266番地の1
アピタ 鈴⿅店 三重県鈴⿅市南⽟垣町3628

トイザらス 草津店 滋賀県草津市新浜町 300 イオンモール草津 2F
トイザらス 彦根店 滋賀県彦根市⼩泉町 31-1  ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ内
ヤマダ電機 テックランド⻑浜店 滋賀県⻑浜市⼋幡中⼭町101
ヤマダ電機 テックランド⼤津堅⽥店 滋賀県⼤津市今堅⽥三丁⽬8-1
ヤマダ電機 テックランドNew彦根店 滋賀県彦根市⾥根町55-16
アル・プラザ⽔⼝ 滋賀県甲賀市⽔⼝町本綾野566番地の1    
アル・プラザ⼋⽇市 滋賀県東近江市⼋⽇市浜野町3番1号         
アル・プラザ守⼭ 滋賀県守⼭市播磨⽥町185-1        
アル・プラザ草津 滋賀県草津市⻄渋川1丁⽬23番30号     
ビバシティ平和堂 滋賀県彦根市⽵ケ⿐町43番地の1       
アル・プラザ⻑浜 滋賀県⻑浜市⼩堀町450           
アル・プラザ野洲 滋賀県野洲市⼩篠原1000番地    
アル・プラザ栗東 滋賀県栗東市綣2丁⽬3番22号
アル・プラザ近江⼋幡 滋賀県近江⼋幡市桜宮町202-1
アル・プラザ堅⽥ 滋賀県⼤津市本堅⽥5丁⽬20番10号     
平和堂 甲⻄中央店 滋賀県湖南市中央⼀丁⽬38番地        
平和堂 愛知川店 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川58      
平和堂 あどがわ店 滋賀県⾼島市安曇川町⻄万⽊55番地
For kids'+b byこぐま ⼤津店 滋賀県⼤津市におの浜2-3-1 ⻄武⼤津店 5階

トイザらス 京都駅前店 京都府京都市南区⻄九条⿃居⼝町1番 ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO Kaede館 1F
トイザらス 向⽇市店 京都府向⽇市鶏冠井町⻄⾦村 5  むこうしｽﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰｸ内
ビックカメラ 京都店 京都府京都市下京区東塩⼩路町927
ヤマダ電機 テックランド京都⼋幡店 京都府⼋幡市下奈良宮ﾉ道15-1
ヤマダ電機 テックランド京都醍醐店 京都府京都市伏⾒区醍醐⾼畑町30-1-2ﾊﾟｾｵﾀﾞｲｺﾞﾛｰ⻄館
ヤマダ電機 テックランド京都吉祥院店 京都府京都市南区吉祥院⼤河原町27
ヤマダ電機 テックランド福知⼭店 京都府福知⼭市駅前町506番地
ヤマダ電機 テックランド京都伏⾒店 京都府京都市伏⾒区下⿃⽻北ノ⼝町34
ヤマダ電機 テックランド舞鶴店 京都府舞鶴市字下福井416-4
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⿃丸通り七条下ル東塩⼩路町590番2
アピタ 精華台店 京都府相楽郡精華町精華台九丁⽬2番地4
アル・プラザ城陽 京都府城陽市富野荒⾒⽥112番地      
アル・プラザ⻲岡 京都府⻲岡市篠町野条上⼜11番地の1     
アル・プラザ宇治東 京都府宇治市莵道平町28番地の1       
アル・プラザ京⽥辺 京都府京⽥辺市⽥辺中央五丁⽬2番地1      
アル・プラザ⽊津 京都府⽊津川市相楽城⻄15番地  
アル・プラザ醍醐 京都府京都市伏⾒区醍醐⾼畑町1-37    
エール東舞鶴店 京都府舞鶴市南浜町27番地5       
エール峰⼭店 京都府京丹後市峰⼭町新町1606番地の1       

京都府

三重県

滋賀県



トミカプラレールショップ⼤阪店 ⼤阪府⼤阪市北区梅⽥3-1-1 ⼤丸梅⽥店13階
トイザらス 茨⽊店 ⼤阪府茨⽊市藤の⾥ 1-7-41  茨⽊ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 1F
トイザらス ⼤阪鶴⾒店 ⼤阪府⼤阪市鶴⾒区鶴⾒ 4-17-1-415 ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴⾒緑地 4F
トイザらス ⾙塚店 ⼤阪府⾙塚市⽯才 217  ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾀﾞｲｷ⾙塚店内
トイザらス くずは店 ⼤阪府枚⽅市楠葉花園町 10-85 くずはﾓｰﾙ南館 2F
トイザらス ⾹⾥園店 ⼤阪府寝屋川市⽇新町 5-5  ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ⾹⾥園 3F
トイザらス 堺店 ⼤阪府堺市北区⻑曽根町 1921  
トイザらス 堺鉄砲町店 ⼤阪府堺市堺区鉄砲町1 イオンモール堺鉄砲町 3F
トイザらス 住之江公園店 ⼤阪府⼤阪市住之江区南加賀屋 2-3-23  
トイザらス 泉北ﾆｭｰﾀｳﾝ店 ⼤阪府堺市南区三原台 1-1-3  JOYPARK泉ヶ丘 3F
トイザらス なんばパークス店 ⼤阪府⼤阪市浪速区難波中2-10-70 なんばﾊﾟｰｸｽ内 1F
トイザらス 阪急⼭⽥店 ⼤阪府吹⽥市⼭⽥⻄ 4-1-2  ﾃﾞｭｰ阪急⼭⽥ 4F
トイザらス 藤井寺店 ⼤阪府藤井寺市岡 2-8-41  ｿﾘﾔ 2F
ベビーザらス  豊中店 ⼤阪府豊中市⽇出町 2-2-18  エディオン豊中店 3F
ベビーザらス  東⼤阪店 ⼤阪府東⼤阪市稲⽥新町3-9-64  ﾌﾚｽﾎﾟ東⼤阪 2F
ヤマダ電機 テックランド⼤阪野⽥店 ⼤阪府⼤阪市福島区海⽼江7丁⽬2-35
ヤマダ電機 テックランド堺本店 ⼤阪府堺市東区⼋下町1-5-1
ヤマダ電機 テックランド⾼槻⼤塚本店 ⼤阪府⾼槻市⼤塚町5丁⽬2番6号
ヤマダ電機 テックランド⼤阪りんくう店 ⼤阪府泉佐野市りんくう往来南2番地10
ヤマダ電機 テックランド東⼤阪店 ⼤阪府東⼤阪市元町1丁⽬6番53号
ヤマダ電機 テックランドNew寝屋川店 ⼤阪府寝屋川市寝屋南⼆丁⽬20番8号
ヤマダ電機 テックランド泉⼤津店 ⼤阪府泉⼤津市松之浜町⼆丁⽬10-55
ヤマダ電機 LABI 1 なんば ⼤阪府⼤阪市浪速区難波中⼆丁⽬11番35号
ヤマダ電機 LABI LIFE SELECT千⾥ ⼤阪府豊中市新千⾥東町1丁⽬2-20
ヤマダ電機 テックランドニトリモールNew枚⽅店 ⼤阪府枚⽅市北⼭⼀丁⽬2番1号
家電住まいる館YAMADA和泉中央本店 ⼤阪府和泉市いぶき野五丁⽬1-3
ヤマダ電機 テックランド東⼤阪新家店 ⼤阪府東⼤阪市新家3丁⽬3番41号
ヤマダ電機 テックランド豊中店 ⼤阪府豊中市庄内東町2丁⽬7番10号
ビックカメラ なんば店 ⼤阪府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 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1     
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
イトーヨーカドー 東⼤阪店 ⼤阪府東⼤阪市吉⽥下島1-1
イトーヨーカドー 津久野店 ⼤阪府堺市⻄区下⽥町20-1
イトーヨーカドー アリオ⼋尾店 ⼤阪府⼋尾市光町⼆丁⽬3番
イトーヨーカドー アリオ鳳店 ⼤阪府堺市⻄区鳳南町3-199-12
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
アル・プラザ枚⽅ ⼤阪府枚⽅市津⽥元町1丁⽬4番1号      
アル・プラザ⾹⾥園 ⼤阪府寝屋川市⽇新町5番5号        
アル・プラザ茨⽊ ⼤阪府茨⽊市上郡⼆丁⽬12番8号
近鉄百貨店 上本町店 ⼤阪府⼤阪市天王寺区上本町6-1-55
⼤丸 ⼼斎橋店 ⼤阪府⼤阪市中央区⼼斎橋筋1-7-1
京阪百貨店 守⼝店 ⼤阪府守⼝市河原町8-3
For kids' byこぐま あべの店 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ウイング館 8階
トーマスステーション和泉店 ⼤阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉2階

トイザらス 明⽯店 兵庫県明⽯市東仲ノ町 6-1  ｱｽﾋﾟｱ明⽯ 南館 3F
トイザらス 伊丹店 兵庫県伊丹市藤ﾉ⽊ 1-1-1-127 ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹ﾃﾗｽ 1F
トイザらス 加古川店 兵庫県加古川市加古川町寺屋町 173-1 ﾆｯｹﾊﾟｰｸﾀｳﾝ 2F
トイザらス 神⼾ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ店 兵庫県神⼾市中央区東川崎町 1-7-2  神⼾ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie ﾉｰｽﾓｰﾙ 4F
トイザらス 姫路店 兵庫県姫路市飾磨区細江 2560番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨｰ3F
ベビーザらス HAT神⼾店 兵庫県神⼾市中央区脇浜海岸通 2-2-2  ﾌﾞﾙﾒｰﾙHAT神⼾ 1F
ベビーザらス  阪急宝塚店 兵庫県宝塚市栄町 1-8-26  
ヤマダ電機 テックランド姫路店 兵庫県姫路市花⽥町上原⽥字仁王⽥160-1
ヤマダ電機 テックランド神⼾本店 兵庫県神⼾市中央区脇浜海岸通2-3-1

⼤阪府

兵庫県



ヤマダ電機 テックランド神⼾和⽥岬店 兵庫県神⼾市兵庫区吉⽥町1-2-35
ヤマダ電機 テックランド神⼾垂⽔店 兵庫県神⼾市垂⽔区下畑町字嶽ヶ⼭1380番地33
ヤマダ電機 テックランド北伊丹店 兵庫県伊丹市北伊丹8丁⽬10番5
ヤマダ電機 テックランド⻄宮甲⼦園店 兵庫県⻄宮市浜松原町2-22
ヤマダ電機 テックランド宝塚店 兵庫県宝塚市安倉⻄2丁⽬1-33
ヤマダ電機 テックランドサンシャイン神⼾店 兵庫県神⼾市東灘区⻘⽊1-2-34
ヤマダ電機 テックランド三⽊店 兵庫県三⽊市⼤村621番地
ヤマダ電機 テックランド⻄神⼾店 兵庫県神⼾市⻄区⽟津町⼩⼭207番地
ヤマダ電機 テックランドNew神⼾垂⽔本店 兵庫県神⼾市垂⽔区多聞町字⼩束⼭868-6
家電住まいる館YAMADA姫路本店 兵庫県姫路市⻄延末字五反⽥123-1
家電住まいる館YAMADA加古川本店 兵庫県加古川市平岡町⼀⾊100-1
SD ヤマダ電機 LABI三宮 兵庫県神⼾市中央区三宮町1-5-8
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
イトーヨーカドー 明⽯店 兵庫県明⽯市⼆⾒町⻄⼆⾒駅前1丁⽬18番地
イトーヨーカドー 甲⼦園店 兵庫県⻄宮市甲⼦園⼋番町1-100
アル・プラザつかしん 兵庫県尼崎市塚⼝本町4丁⽬8番1号
アル・プラザあまがさき 兵庫県尼崎市潮江1丁⽬3番1号 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞあまがさき
そごう 神⼾店 兵庫県神⼾市中央区⼩野柄通8-1-8
そごう ⻄神店 兵庫県神⼾市⻄区糀台5-9-4

トイザらス 奈良店 奈良県奈良市柏⽊町 456-1  奈良ﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ 2F
トイザらス 奈良橿原店 奈良県橿原市曲川町 7-20-1-201 ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原 2F
家電住まいる館YAMADA奈良本店 奈良県奈良市柏⽊町463-4
ヤマダ電機 テックランド橿原店 奈良県橿原市葛本町735番地の1
ヤマダ電機 テックランド⾹芝店 奈良県⾹芝市今泉380番地
ヤマダ電機 テックランド桜井店 奈良県桜井市⼤字阿部408-1
アピタ ⼤和郡⼭店 奈良県⼤和郡⼭市⽥中町字宮⻄517番
アピタ ⻄⼤和店 奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台1丁⽬1番地の1
近鉄百貨店 奈良店 奈良県奈良市⻄⼤寺東町2-4-1
近鉄百貨店 橿原店 奈良県橿原市北⼋⽊3-65-11

トイザらス 和歌⼭店 和歌⼭県和歌⼭市中字楠⾕ 573 ｲｵﾝﾓｰﾙ和歌⼭ 3F
ヤマダ電機 テックランド和歌⼭岩出店 和歌⼭県岩出市中島780-1
ヤマダ電機 テックランド和歌⼭北店 和歌⼭県和歌⼭市松江北⼆丁⽬1番25号
近鉄百貨店 和歌⼭店 和歌⼭県和歌⼭市友⽥町5-18

トイザらス ⿃取店 ⿃取県⿃取市南隈 541 ﾄﾘﾆﾃｨﾓｰﾙ Bｿﾞｰﾝ 2F
ヤマダ電機 テックランドNew⽶⼦店 ⿃取県⽶⼦市⽇ノ出町⼀丁⽬8番1号
ヤマダ電機 テックランドNew⿃取東店 ⿃取県⿃取市⼤杙217

ヤマダ電機 テックランドNew出雲店 島根県出雲市⼤塚町731-1
ヤマダ電機 テックランド松江店 島根県松江市東出雲町出雲郷1630-2

トイザらス 岡⼭店 岡⼭県岡⼭市北区岡南町 2-6-52 
トイザらス 倉敷店 岡⼭県倉敷市⽔江 1 ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷 1F
ヤマダ電機 テックランド岡⼭本店 岡⼭県岡⼭市南区⻄市628-1
ヤマダ電機 テックランド東岡⼭店 岡⼭県岡⼭市中区神下187番地
ヤマダ電機 テックランド津⼭店 岡⼭県津⼭市河辺759-1
ヤマダ電機 テックランドNew岡南本店 岡⼭県岡⼭市南区新福⼀丁⽬2-10
ヤマダ電機 テックランド倉敷⽟島店 岡⼭県倉敷市⽟島⽖崎1070-1
ビックカメラ 岡⼭店 岡⼭県岡⼭市北区駅前町1-1-1

奈良県

和歌⼭県

⿃取県

島根県

岡⼭県



トイザらス 広島宇品店 広島県広島市南区宇品⻄ 2-16-51  ﾍﾞｲｼﾃｨ宇品 2F
トイザらス 広島⻄⾵新都店 広島県広島市佐伯区⽯内東4-1-1 THE OUTLETS広島1002
トイザらス 広島府中店 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
トイザらス 福⼭店 広島県福⼭市東深津町 3-21-47  
ビックカメラ 広島駅前店 広島県広島市南区松原町5-1
ヤマダ電機 テックランドアルパーク前店 広島県広島市⻄区草津新町2丁⽬23-27
ヤマダ電機 テックランド福⼭店 広島県福⼭市明神町2丁⽬15-30
ヤマダ電機 テックランド広島⼋⽊店 広島県広島市安佐南区⼋⽊2-17-1
ヤマダ電機 テックランド安芸坂店 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜3-2-12
ヤマダ電機 LABI広島 広島県広島市中区胡町5-22
ヤマダ電機 テックランド佐伯店 広島県広島市佐伯区楽々園四丁⽬14-32
ヤマダ電機 テックランド東広島店 広島県東広島市⻄条町御薗宇5168-1
イトーヨーカドー 福⼭店 広島県福⼭市⼊船町3-1-60
そごう 広島店 広島県広島市中区基町6-27

トイザらス 下関店 ⼭⼝県下関市ゆめタウン 1-1  ゆめﾀｳﾝ⻑府内
トイザらス ⼭⼝店 ⼭⼝県⼭⼝市⼤内⻑野 581  ｻﾞ・ﾋﾞｯｸﾞ⼤内店 2F
ヤマダ電機 テックランド下関店 ⼭⼝県下関市武久町2-11-1
ヤマダ電機 テックランド宇部店 ⼭⼝県⼭陽⼩野⽥市⼤字丸河内974番地1
ヤマダ電機 テックランド下関⻑府店 ⼭⼝県下関市⻑府才川⼆丁⽬1番58号
ヤマダ電機 テックランド岩国店 ⼭⼝県岩国市⿇⾥布町⼀丁⽬8番13号
ヤマダ電機 ⼭⼝店 ⼭⼝県⼭⼝市平井240-1
ザ・モール周南店 ⼭⼝県下松市楠⽊町1-14-1

トイザらス ⾼松店 ⾹川県⾼松市屋島⻄町字百⽯ 1912-1  ﾊﾟﾜｰｼﾃｨ屋島 2F
トイザらス 丸⻲店 ⾹川県丸⻲市蓬莱町 56-1  ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾌﾟﾗｻﾞ丸⻲内
ヤマダ電機 テックランドNew⾼松レインボー通り店 ⾹川県⾼松市伏⽯町2084番地
家電住まいる館YAMADA⾼松春⽇本店 ⾹川県⾼松市春⽇町218-1
ヤマダ電機 テックランド丸⻲店 ⾹川県丸⻲市⽥村町907-1
ヤマダ電機 テックランド⾼松鶴市店 ⾹川県⾼松市鶴市町724番地1

トイザらス 新居浜店 愛媛県新居浜市前⽥町8-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ新居浜 2F
トイザらス 松⼭店 愛媛県松⼭市朝⽣⽥町4-4-32  
ヤマダ電機 テックランド松⼭本店 愛媛県松⼭市井⾨町460-2
ヤマダ電機 テックランド今治店 愛媛県今治市東⿃⽣町4丁⽬1番52号
ヤマダ電機 テックランド新居浜店 愛媛県新居浜市郷⼀丁⽬3番16号
ヤマダ電機 テックランド宇和島店 愛媛県宇和島市祝森甲1619-1
ヤマダ電機 テックランドNew松⼭問屋町本店 愛媛県松⼭市問屋町9-30

トイザらス 徳島店 徳島県板野郡北島町鯛浜字⻄ノ須 174 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ北島 2F
ヤマダ電機 テックランド徳島藍住店 徳島県板野郡藍住町徳命字元村東100番
ヤマダ電機 テックランド徳島本店 徳島県徳島市中吉野町四丁⽬1-1
そごう 徳島店 徳島県徳島市寺島本町⻄1-5

トイザらス ⾼知店 ⾼知県⾼知市秦南町 1-4-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ⾼知 2F
ヤマダ電機 テックランド⾼知店 ⾼知県⾼知市薊野北町1-8-30
ヤマダ電機 テックランドNew⾼知本店 ⾼知県⾼知市介良字⼭ノ後⼄1136-1

トイザらス ⼤牟⽥店 福岡県⼤牟⽥市旭町 2-28-1  ゆめﾀｳﾝ⼤牟⽥ 別館 1F
トイザらス 久留⽶店 福岡県久留⽶市新合川 1-3-30  ゆめﾀｳﾝ久留⽶ 別館 2F
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トイザらス ⼩倉店 福岡県北九州市⼩倉南区下曽根新町 10-1 ｻﾆｰｻｲﾄﾞﾓｰﾙ⼩倉 2F
トイザらス 筑紫野店 福岡県筑紫野市⽴明寺 434-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野 3F
トイザらス 福岡⾹椎店 福岡県福岡市東区⾹椎浜 3-12-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ⾹椎浜 2F
トイザらス 福岡かすや店 福岡県糟屋郡粕屋町⼤字酒殿字⽼ノ⽊ 192-1-1001 ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡 1F
トイザらス 福津店 福岡県福津市 ⽇蒔野6-16-1 イオンモール福津3F
トイザらス ﾏﾘﾉｱｼﾃｨ福岡店 福岡県福岡市⻄区⼩⼾ 2-12-30 ﾏﾘﾉｱｼﾃｨ福岡 ﾏﾘﾅｻｲﾄﾞ南棟 1F
トイザらス 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 1F
ヤマダ電機 テックランド博多本店 福岡県福岡市博多区東⽐恵3-33-16
ヤマダ電機 テックランド北九州⼋幡店 福岡県北九州市⼋幡⻄区中須2丁⽬7-23
ヤマダ電機 テックランド福岡賀茂本店 福岡県福岡市早良区賀茂3丁⽬24-33
ヤマダ電機 テックランド久留⽶中央店 福岡県久留⽶市東櫛原町1144-5番地
ヤマダ電機 テックランド北九州⼩倉店 福岡県北九州市⼩倉南区葛原東1丁⽬1-30
ヤマダ電機 テックランド福岡城南店ＡＶ・⽣活館 福岡県福岡市城南区友泉亭6番19号
家電住まいる館YAMADA福岡⾹椎本店 福岡県福岡市東区千早五丁⽬8番1号
ヤマダ電機 テックランド宗像店 福岡県宗像市王丸517番地8
ヤマダ電機 テックランド⾨司店 福岡県北九州市⾨司区⼤⾥本町3丁⽬10-40
ヤマダ電機 テックランド飯塚店 福岡県飯塚市秋松837
ヤマダ電機 テックランドNew筑紫野基⼭店 福岡県筑紫野市⼤字原⽥836-7
ヤマダ電機 テックランド福岡志免本店 福岡県糟屋郡志免町南⾥五丁⽬2-1
ヤマダ電機 テックランド春⽇店 福岡県春⽇市下⽩⽔南1丁⽬1番
ヤマダ電機 New伊都店 福岡県福岡市⻄区北原1-15-30 
ヤマダ電機 ⼋幡⻄店 福岡県北九州市⼋幡⻄区⼋枝3-1-20
ヤマダ電機 New飯塚店 福岡県飯塚市⻄徳前14-30
ヤマダ電機 久留⽶本店 福岡県久留⽶市東合川3-2-8
ヤマダ電機 ⼩倉南店 福岡県北九州市⼩倉南区葛原東2-1-1
ヤマダ電機 テックランド⼋幡⻄店 福岡県北九州市⼋幡⻄区上上津役3-23-1
ヤマダ電機 New太宰府店 福岡県太宰府市向佐野4-8-47
ビックカメラ 天神2号店 福岡県福岡市中央区天神2-4-5
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

トイザらス 佐賀店 佐賀県佐賀市兵庫北 5-14-1 ゆめタウン佐賀 1F
ヤマダ電機 テックランド佐賀南部バイパス店 佐賀県佐賀市本庄町⼤字本庄253-3

トイザらス 佐世保店 ⻑崎県佐世保市新港町 2-1 させぼ五番街 3F （530501）
ヤマダ電機 テックランド佐世保本店 ⻑崎県佐世保市藤原町22番18号
ヤマダ電機 テックランド⻑崎本店 ⻑崎県⻑崎市三芳町2-1
ヤマダ電機 テックランド諫早店 ⻑崎県諫早市仲沖町279-1

トイザらス 熊本店 熊本県熊本市上南部町 2-2-2  ゆめﾀｳﾝｻﾝﾋﾟｱﾝ 1F
トイザらス 熊本南店 熊本県宇城市⼩川町河江 1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ宇城 2F
ベビーザらス  熊本店 熊本県熊本市東区上南部 2-2-2 ゆめﾀｳﾝｻﾝﾋﾟｱﾝ 2F
家電住まいる館YAMADA熊本春⽇本店 熊本県熊本市⻄区春⽇七丁⽬25-30
ヤマダ電機 テックランド熊本本店 熊本県熊本市中央区帯⼭7丁⽬11番10号
ヤマダ電機 テックランド⼭⿅店 熊本県⼭⿅市⼤字⽅保⽥字堤の下3148番28
ヤマダ電機 ⽟名店 熊本県⽟名市築地字⼤坪178
ヤマダ電機 熊本本店 熊本県熊本市中央区新市街10-4
ヤマダ電機 宇⼟シティモール店 熊本県宇⼟市善道寺町綾織95 宇⼟シティモール店1Ｆ

トイザらス ⼤分店 ⼤分県⼤分市⼤字宮崎字スカワ 525  
ヤマダ電機 テックランド⼤分本店 ⼤分県⼤分市北下郡11-5A
ヤマダ電機 テックランド⼤分皆春店 ⼤分県⼤分市⼤字皆春1503番地
ヤマダ電機 テックランド⼤分わさだ本店 ⼤分県⼤分市⼤字市1206
ヤマダ電機 テックランド中津店 ⼤分県中津市⼤字⼤新⽥字4番通174番地1
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ヤマダ電機 New別府店 ⼤分県別府市北中7-2

トイザらス 宮崎店 宮崎県宮崎市中村⻄ 3-94-1  エディオン宮崎本店 2F
ヤマダ電機 テックランド新宮崎本店家電館 宮崎県宮崎市新別府町⼟⽥167番
ヤマダ電機 テックランド新都城店 宮崎県都城市吉尾町1番地1
ヤマダ電機 テックランド⽇向店 宮崎県⽇向市⼤字財光寺186-6
ヤマダ電機 テックランドNew宮崎花ヶ島本店 宮崎県宮崎市花ヶ島町瀬々町2600
ヤマダ電機 延岡店 宮崎県延岡市浜町4827-1
ヤマダ電機 宮崎東店 宮崎県宮崎市浮城町9-2
トーマスステーション宮崎店 宮崎県宮崎市新別府町江⼝862-1 イオンモール宮崎2階

トイザらス ⿅児島店 ⿅児島県⿅児島市卸本町 5-35  ﾆｼﾑﾀ N's city 2F
ヤマダ電機 テックランド⿅児島本店 ⿅児島県⿅児島市新栄町13番8号
ヤマダ電機 テックランド⿅児島北店 ⿅児島県⿅児島市原良1-2-2
ヤマダ電機 テックランド薩摩川内店 ⿅児島県薩摩川内市⼭之⼝町4515-1
ヤマダ電機 テックランドNew加世⽥店 ⿅児島県南さつま市加世⽥地頭所町25-3

トイザらス 沖縄ﾗｲｶﾑ店 沖縄県中頭郡北中城村アワセ⼟地区画整備事業区域内4街区 ｲｵﾝﾓｰﾙ沖縄ﾗｲｶﾑ 4F
トイザらス 那覇新都⼼店 沖縄県那覇市おもろまち 3-3  あっぷるﾀｳﾝ 1F
ヤマダ電機 テックランド具志川店 沖縄県うるま市字前原167-1-1
ヤマダ電機 テックランド豊⾒城店 沖縄県豊⾒城市字豊崎1-868番地
ヤマダ電機 テックランド浦添店 沖縄県浦添市港川241-3
ヤマダ電機 テックランド那覇本店 沖縄県那覇市おもろまち2丁⽬5-33
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