
トイザらス・ベビーザらス （※一部おもちゃ取扱いの無い店舗もございます）

イオン　おもちゃ売場 （※一部おもちゃ取扱いの無い店舗もございます）

ヤマダ電機　おもちゃ売場 （※一部おもちゃ取扱いの無い店舗もございます）

㈱平和堂　おもちゃ売場 （※一部おもちゃ取扱いの無い店舗もございます）

エディオン　おもちゃ売場 （※一部おもちゃ取扱いの無い店舗もございます）

100満ボルト　おもちゃ売場 （※一部おもちゃ取扱いの無い店舗もございます）

北海道 青森県
おもちゃのヨシダ イトーヨーカドー弘前店
さっぽろ東急百貨店 5階玩具売場 イトーヨーカドー⼋⼾沼館店
⻄友 厚別店 玩具売場 イトーヨーカドー⻘森店
⻄友 ⼿稲店 玩具売場 コジマ×ビックカメラ 弘前店
イトーヨーカドー旭川店
イトーヨーカドー函館店 岩手県
イトーヨーカドー恵庭店 イトーヨーカドー花巻店
イトーヨーカドー琴似店 コジマ×ビックカメラ 盛岡店
イトーヨーカドー福住店
イトーヨーカドー帯広店 宮城県
イトーヨーカドー屯⽥店 イトーヨーカドー⽯巻あけぼの店
イトーヨーカドーアリオ札幌店 イトーヨーカドーアリオ仙台泉店
ビックカメラ 札幌店 コジマ×ビックカメラ 多賀城店
コジマ×ビックカメラ函館店 コジマ×ビックカメラ 泉中央店
コジマ×ビックカメラ イオン⻄岡店 コジマｘビックカメラ イオンモール名取店
ヨドバシカメラマルチメディア札幌 ヨドバシカメラマルチメディア仙台

秋田県 茨城県
コジマ×ビックカメラ 卸団地店 ⽔⼾京成百貨店 7階玩具売場

アピタ 佐原東店 玩具売り場

福島県 イトーヨーカドー⽇⽴店
⻄友 THE MALL郡⼭店 玩具売場 イトーヨーカドー⻯ヶ崎店
アピタ 会津若松店 玩具売り場 ビックカメラ ⽔⼾駅店    
イトーヨーカドー平店
イトーヨーカドー福島店 栃木県
イトーヨーカドー郡⼭店 アピタ ⾜利店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ イオンモールいわき⼩名浜店 アピタ 宇都宮店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ 郡⼭店 イトーヨーカドー⼩⼭店
コジマ×ビックカメラ 会津若松店 イトーヨーカドー宇都宮店
コジマ×ビックカメラ いわき店 コジマ×ビックカメラ 駒⽣店
コジマ×ビックカメラ 福島店 コジマ×ビックカメラ 栃⽊店
コジマ×ビックカメラ ⽅⽊⽥店 コジマ×ビックカメラ ⼩⼭店
ヨドバシカメラマルチメディア郡⼭ コジマ×ビックカメラ 佐野店

コジマ×ビックカメラ 宇都宮本店

群馬県 ヨドバシカメラマルチメディア宇都宮ララスクウェア宇都宮
アピタ ⾼崎店 玩具売り場 福⽥屋 インターパーク店 2階玩具売場
アピタ 前橋店 玩具売り場 福⽥屋 宇都宮店 2階玩具売場
イトーヨーカドー伊勢崎店 東武宇都宮百貨店 5階玩具売場
コジマ×ビックカメラ ⾼崎店

トミカチケットキャンペーン 実施店舗リスト

全国



埼玉県 千葉県
For kids' byこぐま 川⼝店 そごう 千葉店 本館6階玩具売場
⻄友 ⼩⼿指店 玩具売場 ⻄友 ⾏徳店 玩具売場
アピタ 本庄店 玩具売り場 ⻄友 常盤平店 玩具売場
アピタ 東松⼭店 玩具売り場 ⻄友 新検⾒川店 玩具売場
イトーヨーカドー浦和店 ⻄友 北習志野店 玩具売場
イトーヨーカドー久喜店 アピタ 君津店 玩具売り場
イトーヨーカドー上尾駅前店 アピタ 市原店 玩具売り場
イトーヨーカドー草加店 アピタ ⽊更津店 玩具売り場
イトーヨーカドー和光店 イトーヨーカドー津⽥沼店
イトーヨーカドー春⽇部店 イトーヨーカドー姉崎店
イトーヨーカドー上福岡東店 イトーヨーカドー松⼾店
イトーヨーカドー錦町店 イトーヨーカドー船橋店
イトーヨーカドー⼤宮宮原店 イトーヨーカドー⼋柱店
イトーヨーカドー三郷店 イトーヨーカドー流⼭店
イトーヨーカドーアリオ川⼝店 イトーヨーカドー我孫⼦店
イトーヨーカドーアリオ深⾕店 イトーヨーカドー成⽥店
イトーヨーカドーアリオ鷲宮店 イトーヨーカドー⼋千代店
イトーヨーカドーアリオ上尾店 イトーヨーカドー四街道店
ビックカメラ ⼤宮⻄⼝店  イトーヨーカドーアリオ蘇我店
コジマｘビックカメラ 深作店 イトーヨーカドーアリオ市原店
コジマ×ビックカメラ 川⼝店 イトーヨーカドーアリオ柏店
コジマ×ビックカメラ 上福岡店 ビックカメラ 柏店 
コジマ×ビックカメラ 坂⼾店 ビックカメラ 船橋東武店
コジマ×ビックカメラ 浦和店 コジマ×ビックカメラ 柏店
コジマ×ビックカメラ 鳩ヶ⾕店 コジマ×ビックカメラ 松⼾店
コジマ×ビックカメラ 越⾕店 コジマ×ビックカメラ 船橋店
コジマ×ビックカメラ 熊⾕店 コジマ×ビックカメラ 習志野店
コジマ×ビックカメラ 新座店 コジマ×ビックカメラ 新船橋店
コジマＸビックカメラ 上尾春⽇店 ヨドバシカメラ千葉店
コジマ×ビックカメラ 春⽇部店 For kids'+b byこぐま 流⼭おおたかの森S･C店
コジマ×ビックカメラ 所沢店 For kids'+b byこぐま ボンベルタ成⽥店
ヨドバシカメラマルチメディアさいたま新都⼼駅前店 多⽥屋 サンピア店
おもちゃのこぐま ⽮尾秩⽗店
⼋⽊橋百貨店 6階玩具売場 神奈川県
⻄武百貨店 所沢店 7階玩具売場 ⻄友 LIVINよこすか店 玩具売場
そごう ⼤宮店 5階玩具売場 ⻄友 鶴⾒店 玩具売場

⻄友 平塚店 玩具売場

東京都 アピタ ⼾塚店 玩具売り場
京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店 7階玩具売場 アピタ ⻑津⽥店 玩具売り場
京王百貨店 新宿店 7階おもちゃプラザ イトーヨーカドー相模原店
⻄武百貨店 池袋本店 6階トイランド イトーヨーカドー藤沢店
⻄友 ⽻村店 玩具売場 イトーヨーカドー⼤船店
⻄友 国分寺店 玩具売場 イトーヨーカドー綱島店
⻄友 阿佐ヶ⾕店 玩具売場 イトーヨーカドー上永⾕店
⻄友 荻窪店 玩具売場 イトーヨーカドー伊勢原店
⻄友 三軒茶屋店 玩具売場 イトーヨーカドー溝ノ⼝店
⻄友 清瀬店 玩具売場 イトーヨーカドー新百合ケ丘店
⻄友 LIVIN⽥無店 玩具売場 イトーヨーカドー古淵店



⻄友 河辺店 玩具売場 イトーヨーカドー⼩⽥原店
⻄友 調布店 玩具売場 イトーヨーカドー鶴⾒店
⻄友 豊⽥店 玩具売場 イトーヨーカドー川崎港町店
⻄友 成増店 玩具売場 イトーヨーカドー横浜別所店
⻄友 吉祥寺店 玩具売場 イトーヨーカドー川崎店
⻄友 福⽣店 玩具売場 イトーヨーカドー⼤和鶴間店
⻄友 巣鴨店 玩具売場 イトーヨーカドー湘南台店
⻄友 LIVIN光が丘店 玩具売場 イトーヨーカドー⽴場店
⻄友 ⽯神井公園店 玩具売場 イトーヨーカドーららぽ－と横浜店
⻄友 LIVINオズ⼤泉店 玩具売場 イトーヨーカドーアリオ橋本店
⻄友 練⾺店PART2 玩具売場 イトーヨーカドーグランツリー武蔵⼩杉店
イトーヨーカドー⽵の塚店 ビックカメラ 藤沢店 
イトーヨーカドー武蔵境店 ビックカメラ ラゾーナ川崎店 
イトーヨーカドー⼩岩店 ビックカメラ 新横浜店 
イトーヨーカドー多摩センタ－店 ビックカメラ 相模⼤野駅店 
イトーヨーカドー綾瀬店 コジマ×ビックカメラ ⻄友⼆俣川店
イトーヨーカドー昭島店 コジマ×ビックカメラ 海⽼名店
イトーヨーカドー四つ⽊店 コジマ×ビックカメラ 梶ヶ⾕店
イトーヨーカドー東久留⽶店 コジマ×ビックカメラ 横須賀店
イトーヨーカドー⾚⽻店 コジマ×ビックカメラ 相模原店
イトーヨーカドー南⼤沢店 コジマ×ビックカメラ 橋本店
イトーヨーカドー葛⻄店 コジマ×ビックカメラ 横浜⼤⼝店
イトーヨーカドー⼋王⼦店 ヨドバシカメラマルチメディア横浜
イトーヨーカドー⽊場店 ヨドバシカメラマルチメディア川崎ルフロン
イトーヨーカドー拝島店 ヨドバシカメラマルチメディア京急上⼤岡
イトーヨーカドー東⼤和店 東急百貨店 たまプラーザ店 5階玩具売場
イトーヨーカドー国領店 そごう 横浜店 8階玩具売場
イトーヨーカドー⼤森店 ハムリーズ 横浜ワールドポーターズ
イトーヨーカドーアリオ⻲有店 あさひや
イトーヨーカドーアリオ⻄新井店
イトーヨーカドー武蔵⼩⾦井店 新潟県
イトーヨーカドーアリオ北砂店 アピタ 新潟⻲⽥店 玩具売り場
イトーヨーカドー曳⾈店 アピタ 新潟⻄店 玩具売り場
ビックカメラ 池袋本店  アピタ ⻑岡店 玩具売り場
ビックカメラ 渋⾕東⼝店 イトーヨーカドー直江津店
ビックカメラ ⽴川店  イトーヨーカドー丸⼤新潟店
ビックカメラ 有楽町店  ヨドバシカメラマルチメディア新潟駅前店
ビックカメラ 新宿⻄⼝店  ビックカメラ 新潟店 
ビックカメラ 池袋⻄⼝店  コジマ×ビックカメラ 新潟店
ビックカメラ 聖蹟桜ヶ丘駅店 コジマ×ビックカメラ 上越店
ビックカメラ JR⼋王⼦駅店 
ビックロ ビックカメラ 新宿東⼝店 富山県
ビックカメラ ⾚坂⾒附駅店 アピタ 富⼭店 玩具売り場
ビックカメラ ＡＫＩＢＡ アピタ 富⼭東店 玩具売り場
ビックカメラ 京王調布店 アピタ 砺波店 玩具売り場
ビックカメラ 町⽥店 アピタ ⿂津店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ ベルクスモール浮間⾈渡店 コジマ×ビックカメラ 富⼭店
コジマ×ビックカメラ 江⼾川店 コジマｘビックカメラ ファボーレ富⼭店
コジマ×ビックカメラ 東⼤和店
コジマ×ビックカメラ 井草店 石川県



コジマ×ビックカメラ ⽤賀店 アピタ ⾦沢店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ 若林店 アピタ 松任店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ 三鷹店
コジマ×ビックカメラ 池上店 福井県
コジマ×ビックカメラ 善福寺店 ⻄武百貨店 福井店 7階玩具売場
コジマ×ビックカメラ 東村⼭店 アピタ 敦賀店 玩具売り場
コジマＸビックカメラ 江北駅前店 アピタ 福井店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ 南砂町ＳＵＮＡＭＯ店 アピタ 福井⼤和⽥店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ 福⽣店
コジマ×ビックカメラ ⻄東京店 岐阜県
コジマ×ビックカメラ ⾜⽴加平店 アピタ 岐⾩店 玩具売り場
コジマｘビックカメラ イオン昭島ショッピングセンター店 アピタ 北⽅店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ 成城店 アピタ 各務原店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ ⼋王⼦⾼倉店 アピタ ⼤垣店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ ⻄友ひばりが丘店 アピタ 美濃加茂店 玩具売り場
ヨドバシカメラ新宿⻄⼝ゲームホビー館 アピタ 御嵩店 玩具売り場
ヨドバシカメラマルチメディア新宿東⼝
ヨドバシカメラマルチメディアAkiba 長野県
ヨドバシカメラマルチメディア錦⽷町 ⻄友 川中島店 玩具売場
ヨドバシカメラマルチメディア上野2号店 アピタ 伊那店 玩具売り場
ヨドバシカメラマルチメディア町⽥ アピタ 岡⾕店 玩具売り場
ヨドバシカメラ⼋王⼦ アピタ 飯⽥店 玩具売り場
ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺 アピタ ⾼森店 玩具売り場
⼩⽥急百貨店 新宿店 玩具売場 イトーヨーカドー⻑野店
TOYS テラオ イトーヨーカドー南松本店
For kids'+b byこぐま ヴィーナスフォート店 イトーヨーカドーアリオ上⽥店
東急百貨店 本店 6階玩具売場
東急百貨店 吉祥寺店 6階玩具売場 山梨県
松屋 銀座 6階玩具売場 アピタ ⽯和店 玩具売り場
ヤマシロヤ アピタ 双葉店 玩具売り場

イトーヨーカドー甲府昭和店

静岡県 コジマＮＥＷ甲府店
アピタ 掛川店 玩具売り場 コジマ×ビックカメラ 甲府バイパス店
アピタ 伊東店 玩具売り場 キューピット
アピタ 島⽥店 玩具売り場
アピタ ⼤仁店 玩具売り場 愛知県
アピタ 浜北店 玩具売り場 ⻄友 THE MALL安城店 玩具売場
アピタ 静岡店 玩具売り場 ⻄友 御器所店 玩具売場
アピタ 富⼠吉原 玩具売り場 アピタ 刈⾕店 玩具売り場
アピタ 磐⽥店 玩具売り場 アピタ 向⼭店 玩具売り場
イトーヨーカドー沼津店 アピタ ⼤府店 玩具売り場
イトーヨーカドー静岡店 アピタ ⻄尾店 玩具売り場
イトーヨーカドー三島店 アピタ 知⽴店 玩具売り場
ビックカメラ 浜松店 アピタ 蒲郡店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ 静岡店 アピタ 岡崎北店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ 浜松店 アピタ 安城南店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ 沼津店 アピタ 阿久⽐店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ 富⼠店 アピタ 東海荒尾店 玩具売り場
松坂屋 静岡店 本館5階玩具売場 アピタ 瀬⼾店 玩具売り場
遠鉄百貨店 本館5階玩具売場 アピタ 千代⽥橋店 玩具売り場



だるまや アピタ 緑店 玩具売り場
ミシマトイス アピタ 港店 玩具売り場

アピタ 名古屋南店 玩具売り場

大阪府 アピタ 名古屋北店 玩具売り場
近鉄百貨店 本店 ウイング館8階 For kids' byこぐま アピタ ⻑久⼿店 玩具売り場
近鉄百貨店 上本町店 7階For kids'+b byこぐま アピタ 鳴海店 玩具売り場
イトーヨーカドー津久野店 アピタ 名古屋空港店 玩具売り場
イトーヨーカドーアリオ⼋尾店 アピタ ⼀宮店 玩具売り場
イトーヨーカドーアリオ鳳店 アピタ ⼩牧店 玩具売り場
イトーヨーカドーあべの店 アピタ 岩倉店 玩具売り場
ビックカメラ なんば店 アピタ 稲沢店 玩具売り場
ビックカメラ あべのキューズモール店 アピタ ⼤⼝店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ 箕⾯店 アピタ ⽊曽川店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ 茨⽊店 アピタ 江南⻄店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ ⽣野店 アピタ 稲沢東店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ ⼤東店 アピタ ⾼蔵寺店 玩具売り場
コジマ×ビックカメラ イオンモール堺鉄砲町店 アピタ 桃花台店 玩具売り場
ヨドバシカメラマルチメディア梅⽥ イトーヨーカドー知多店
⼤丸 ⼼斎橋店 北館9階 玩具・こども⽤品売場 イトーヨーカドー安城店
京阪百貨店 守⼝店 6階玩具売場 イトーヨーカドー尾張旭店
髙島屋 堺店 6階玩具売場 ビックカメラ 名古屋駅⻄店

ビックカメラ 名古屋JRゲートタワー店

京都府 ビックトイズ プライムツリー⾚池店
⻄友 ⻲岡店 玩具売場 コジマ×ビックカメラ 熱⽥店
⻄友 ⼭科店 玩具売場 コジマ×ビックカメラ 豊橋店
⻄友 桂店 玩具売場 コジマ×ビックカメラ 有松インター店
アピタ 精華台店 玩具売り場 コジマ×ビックカメラ 清洲東インター店
ビックカメラ JR京都駅店 コジマ×ビックカメラ 鳴海店
ヨドバシカメラマルチメディア京都 ヨドバシカメラマルチメディア名古屋松坂屋店

松坂屋 名古屋店 本館5階玩具売場

兵庫県
そごう 神⼾店 8階玩具売場 奈良県
そごう ⻄神店 4階玩具売場 ⻄友 王寺店 玩具売場
イトーヨーカドー加古川店 アピタ ⼤和郡⼭店 玩具売り場
イトーヨーカドー明⽯店 アピタ ⻄⼤和店 玩具売り場
イトーヨーカドー甲⼦園店 近鉄百貨店 奈良店 6階玩具売場
コジマ×ビックカメラ Corowa甲⼦園店 近鉄百貨店 橿原店 4階 玩具売場
コジマ×ビックカメラ 名⾕店

滋賀県

三重県 For kids'+b byこぐま ⼤津店
アピタ 桑名店 玩具売り場 ⻄友 ⽔⼝店 玩具売場
アピタ 伊賀上野店 玩具売り場 ⻄友 ⼋⽇市店 玩具売場
アピタ 名張店 玩具売り場
アピタ 松阪三雲店 玩具売り場 広島県
コジマ×ビックカメラ アピタ四⽇市店 ビックカメラ 広島駅前店
近鉄百貨店 四⽇市店 6階玩具売場 コジマ×ビックカメラ 宇品店

コジマ×ビックカメラ 広島インター緑井店

和歌山県 そごう 広島店 6階玩具売場
近鉄百貨店 和歌⼭店 4階トイランド

山口県



岡山県 コジマＮＥＷ⼭⼝宇部空港店
ビックカメラ 岡⼭駅前店

徳島県

福岡県 そごう 徳島店 7階玩具売場
⻄友 THE MALL春⽇店 玩具売場
ビックカメラ 天神2号店 大分県
コジマ×ビックカメラ マークイズ福岡ももち店 ⻄友 サニー⽇⽥店 玩具売場
コジマ×ビックカメラ ⼋幡店
コジマ×ビックカメラ 福岡春⽇店 鹿児島県
コジマ×ビックカメラ 福岡⻄店 ビックカメラ ⿅児島中央駅店
コジマ×ビックカメラ ⼩倉店
ヨドバシカメラマルチメディア博多 沖縄県
ハムリーズ キャナルシティ博多 コジマ×ビックカメラ 那覇店

熊本県
コジマ×ビックカメラ 熊本店


