
イトーヨーカドーおもちゃ売り場 全国

エディオンおもちゃ売場 全国

100満ボルトおもちゃ売場 全国

トイザらス・ベビーザらス 全国

ビックカメラ　おもちゃ売場 全国

コジマ　おもちゃ売場 全国

ヤマダ電機　おもちゃ売り場 全国

おもちゃのヨシダ 北海道 旭川市本町3丁目437-238

アピタ　会津若松店 福島県 会津若松市幕内南町9番10号

アピタ　佐原東店 茨城県 稲敷市西代1480番地

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

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

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

多田屋サンピア店 千葉県 東金市東岩崎８−１０

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 市原市青柳北一丁目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

プラレールショップ東京店 東京都 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スカイツリータウン・ソラマチ店 東京都 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

ヤマシロヤ 東京都 台東区上野６－１４－６

トミカショップ・プラレールショップ横浜店神奈川県 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１　横浜ランドマークプラザ５階

あさひや 神奈川県 小田原市栄町１－２－１駅前ビルＢ１Ｆ

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　戸塚店 神奈川県 横浜市戸塚区上倉田町769番1

アピタ　長津田店 神奈川県 県横浜市緑区長津田みなみ台四丁目7-1

アピタ　新潟亀田店 新潟県 新潟市江南区鵜ノ子四丁目466番地

アピタ　新潟西店 新潟県 新潟市西区小新五丁目7番21号

北海道

全国  ※一部取扱いのない店舗もございます。

東北地方

関東地方

中部地方



アピタ　長岡店 新潟県 長岡市千秋2-278

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

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

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

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

アピタ　伊那店 長野県 伊那市西町5182番地1

アピタ　岡谷店 長野県 岡谷市銀座一丁目１番5号

アピタ　飯田店 長野県 飯田市鼎名古熊2461番地

アピタ　高森店 長野県 下伊那郡高森町山吹4515番地

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

ミシマトイス 静岡県 三島市本町３－３５

オモチャハウスだるまや 静岡県 菊川市加茂５８１７

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

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

アピタ　大府店 愛知県 大府市明成町四丁目133番地

アピタ　西尾店 愛知県 西尾市高畠町三丁目23-9



アピタ　知立店 愛知県 知立市長篠町大山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 安城市桜井町貝戸尻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　瀬戸店 愛知県 瀬戸市幸町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　長久手店 愛知県 愛知郡長久手町戸田谷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 西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 一宮市木曽川町黒田八ノ通51番地の4

アピタ　江南西店 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

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 名張市下比奈知字黒田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

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

トミカプラレールショップ大阪店 大阪府 大阪府大阪市北区梅田３－１－１　大丸梅田店１３階

アピタ　大和郡山店 奈良県 大和郡山市田中町字宮西517番

アピタ　西大和店 奈良県 北葛城郡上牧町ささゆり台1丁目1番地の1

近畿地方


