
【ケンダマクロス認定店限定】ケンダマクロスPRO KENDAMAN取扱店　　※お品切れの場合がございます。あらかじめご了承ください。

都道府県 開催店舗名 住所 代表番号

北海道
北海道 おもちゃのヨシダ 北海道旭川市本町3-437-238 0166-51-1519

北海道 トイスターモリヤ 北海道留萌市錦町1丁目4-5 0164-42-0976

北海道 トイザらス・ベビーザらス　札幌店 北海道札幌市東区北7条東 9-2-20　アリオ札幌　２Ｆ 011-751-0351

北海道 トイザらス　札幌厚別店 北海道札幌市厚別区厚別西4条 2-8-7　トライアル厚別店　２Ｆ 011-896-4600

北海道 トイザらス　釧路店 北海道釧路市昭和中央 3-3-8　 0154-53-3922

北海道 トイザらス　帯広音更店 北海道河東郡音更町木野大通西 17-1　スーパーオーケーセンター音更店内 0155-30-9190

北海道 トイザらス　苫小牧店 北海道苫小牧市柳町 4-5-35　ホクレンショップ内 0144-55-3797

北海道 トイザらス・ベビーザらス　函館店 北海道函館市石川町 52-15　ＣＥＮＴＲＥ　ＭＡＲＵＹＡＭＡ内 0138-47-4516

北海道 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　玩具売場 011-775-2111

北海道 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９－２－２０　玩具売場 011-712-1111

北海道 イトーヨーカドー 函館店 北海道函館市美原１－３－１　玩具売場 0138-42-6611

北海道 イトーヨーカドー 帯広店 北海道帯広市稲田町南八線西１０－１　玩具売場 0155-47-8111

北海道 イトーヨーカドー 旭川店 北海道旭川市六条１４－６４　玩具売場 0166-26-1101

北海道 イトーヨーカドー 釧路店 北海道釧路市新橋大通６－２　玩具売場 0154-25-3121

北海道 イトーヨーカドー 恵庭店 北海道恵庭市恵み野西２－１　玩具売場 0123-36-5151

北海道 イトーヨーカドー 琴似店 北海道札幌市西区琴似二条１－４－１　玩具売場 011-613-5411

北海道 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　玩具売場 011-856-5511

北海道 トイザらス　旭川店 北海道旭川市永山12条 3-122-55　ウエスタンパワーズ内 0166-47-4683

北海道 トイスターイオン紋別店 北海道紋別市花園町3丁目 0158-23-5909

東北
岩手 トイエムズ 岩手県花巻市桜台1-12-12アルテマルカン桜台店2F 0198-41-1003

岩手 トイザらス・ベビーザらス　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 019-636-3332

岩手 トイザらス　北上店 岩手県北上市有田町 10-3　 0197-64-7778

岩手 イトーヨーカドー 花巻店 岩手県花巻市下小舟渡１１８－１　玩具売場 0198-23-7200

岩手 キッズウォーカー水沢店 岩手県奥州市水沢区田小路102-1XYZ日高内 0197-22-5599

岩手 おもちゃの広場 夢の星 岩手県宮古市和見町1-15 0193-63-8916

宮城 サニーランド フォルテ店 宮城県柴田郡大河原町字小島2-1 0224-51-1390

宮城 白牡丹　石巻店 宮城県石巻市茜平4丁目104番地イオンモール石巻2F 0225-92-1403

宮城 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 0225-83-1363

宮城 トイザらス・ベビーザらス　仙台泉大沢店 宮城県仙台市泉区大沢1-5-1　イオンタウン仙台泉大沢　２Ｆ 022-776-1091

宮城 トイザらス・ベビーザらス　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　アクロスプラザ杜せきのした内 022-381-1795



宮城 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丁目５番１号　玩具売場 022-374-8811

宮城 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　玩具売場 0225-22-7111

宮城 キッズウォーカー 柴田店 宮城県柴田郡柴田町上名生新大原194-1 0224-58-2151

宮城 白牡丹　名取店 宮城県名取市杜せきのした5-3-1イオンモール名取3F 022-797-8381

宮城 有限会社タンヨ 宮城県塩釜市本町6-9 022-362-4527

山形 トイザらス・ベビーザらス　山形店 山形県山形市若宮 3-7-8　イオンモール山形南　１Ｆ 023-646-5450

山形 プラセン 山形県鶴岡市道形町46-5 0235-23-4188

秋田 トイザらス　秋田店 秋田県秋田市卸町 1-135-1　 018-866-9214

青森 トイザらス　青森店 青森県青森市三好 2-3-11　ガーラタウン 017-783-2102

青森 トイザらス・ベビーザらス　八戸店 青森県八戸市沼館 4-7-110　ピアドゥ内 0178-24-0481

青森 イトーヨーカドー 弘前店 青森県弘前市大字駅前３－２－１　玩具売場 0172-33-5511

青森 イトーヨーカドー 八戸沼館店 青森県八戸市沼館４－７－１１１　玩具売場 0178-22-5511

青森 イトーヨーカドー 五所川原店 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻５１７－１　玩具売場 0173-33-1111

青森 イトーヨーカドー 青森店 青森県青森市浜田１－１４－１　玩具売場 017-739-0211

福島 おもちゃ屋本舗　会津千石店 福島県会津若松市八角町1-1 0242-85-6321

福島 トイザらス　福島店 福島県福島市森合字清水 7　コープマートいずみ　２Ｆ 024-559-0796

福島 トイザらス・ベビーザらス　郡山店 福島県郡山市松木町 2-88　イオンタウン郡山内 024-956-3397

福島 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　 0246-25-4691

福島 イトーヨーカドー 福島店 福島県福島市太田町１３－４　玩具売場 024-531-2111

福島 イトーヨーカドー 郡山店 福島県郡山市西ノ内２－１１－４０　玩具売場 024-939-1411

福島 イトーヨーカドー 平店 福島県いわき市平6-6-2　玩具売場 0246-23-3636

関東
茨城 おもちゃのおかざき 茨城県常陸大宮市下村田2387常陸大宮ショッピングセンターピサーロ 0295-54-1770

茨城 トイザらス・ベビーザらス　水戸店 茨城県水戸市河和田町 3637-1　 029-253-4681

茨城 トイザらス・ベビーザらス　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 029-852-2770

茨城 トイザらス　龍ヶ崎店 茨城県龍ヶ崎市小柴 1-7　 0297-65-5145

茨城 イトーヨーカドー 古河店 茨城県古河市雷電町１－１８　玩具売場 0280-31-3311

茨城 イトーヨーカドー 日立店 茨城県日立市幸町１－１６－１　玩具売場 0294-21-8811

茨城 イトーヨーカドー 竜ヶ崎店 茨城県龍ヶ崎市小柴５－１－２　玩具売場 0297-65-4411

茨城 おもちゃホビーのキング 茨城県日立市大みか町1-1-5 0294-52-3646

群馬 トイザらス・ベビーザらス　前橋店 群馬県前橋市鳥羽町 164-1　 027-253-3707

群馬 トイザらス・ベビーザらス　伊勢崎店 群馬県伊勢崎市連取町 3025-2　 0270-22-1000

群馬 トイザらス・ベビーザらス　太田店 群馬県太田市飯塚町 1933-2　 0276-48-4608



群馬 イトーヨーカドー 伊勢崎店 群馬県伊勢崎市連取町１５０７　玩具売場 0270-26-5111

群馬 イトーヨーカドー 藤岡店 群馬県藤岡市藤岡８３１　玩具売場 0274-23-5111

群馬 おもちゃのキジマ 群馬県沼田市下之町871 0278-22-4010

埼玉 エディオン ららぽーと新三郷店 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２Ｆ 0489-50-0811 

埼玉 トイザらス　熊谷店 埼玉県熊谷市代 1067　 048-524-4690

埼玉 トイザらス　桶川店 埼玉県桶川市西 2-9-36　マメトラショッピングパーク　２Ｆ 048-772-5901

埼玉 トイザらス　岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区城町 2-6-28　 048-757-4620

埼玉 トイザらス　川越店 埼玉県川越市福田 1017-1　 049-225-4605

埼玉 トイザらス　越谷店 埼玉県越谷市上間久里 308-1　 048-977-4347

埼玉 トイザらス・ベビーザらス　草加店 埼玉県草加市清門町字北 401-1　セーモンプラザ　２Ｆ 048-943-8667

埼玉 トイザらス　入間店 埼玉県入間市豊岡 2-1-1　サイオス　２Ｆ 04-2966-4600

埼玉 トイザらス・ベビーザらス　蕨店 埼玉県蕨市北町 5-4-32　 048-446-3617

埼玉 トイザらス・ベビーザらス　所沢店 埼玉県所沢市北原町 1404　 04-2992-3722

埼玉 トイザらス・ベビーザらス　新座店 埼玉県新座市野火止 5-2-60　ラ・ウ゛ィニュ　２Ｆ 048-483-0050

埼玉 トイザらス・ベビーザらス　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 0480-85-7990

埼玉 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　玩具売場 048-726-0111

埼玉 イトーヨーカドー 上尾駅前店 埼玉県上尾市谷津２－１－１　玩具売場 048-776-2800

埼玉 イトーヨーカドー 春日部店 埼玉県春日部市中央１－１３－１　玩具売場 048-763-3111

埼玉 イトーヨーカドー アリオ川口店 埼玉県川口市並木元町１－７９　玩具売場 048-257-0111

埼玉 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　玩具売場 0480-58-5555

埼玉 イトーヨーカドー 久喜店 埼玉県久喜市久喜中央4-9-11　玩具売場 0480-22-5311

埼玉 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　玩具売場 048-829-2261

埼玉 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　玩具売場 048-654-3111

埼玉 イトーヨーカドー 坂戸店 埼玉県坂戸市日の出町５－３０　玩具売場 049-283-7011

埼玉 イトーヨーカドー 草加店 埼玉県草加市高砂２－７－１　玩具売場 048-922-6111

埼玉 イトーヨーカドー アリオ深谷店 埼玉県深谷市上柴町西４－２－１４　玩具売場 048-572-6611

埼玉 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　玩具売場 049-269-2111

埼玉 イトーヨーカドー 三郷店 埼玉県三郷市天神２－２２　玩具売場 048-954-1111

埼玉 イトーヨーカドー 和光店 埼玉県和光市丸山台１－９－３　玩具売場 048-468-7111

埼玉 イトーヨーカドー 錦町店 埼玉県蕨市錦町１－１２－１　玩具売場 048-446-4411

埼玉 ジョーシン北本店キッズランド 埼玉県北本市中丸３丁目１３８番地１ 048-590-3821

埼玉 ジョーシン鴻巣店キッズランド 埼玉県鴻巣市袋７６３－２ 048-549-3821

埼玉 ジョーシンこしがや店キッズランド 埼玉県越谷市神明町２－８７－１ 048-966-1221

埼玉 ジョーシン草加まつばら店キッズランド 埼玉県草加市草加３－９－１３ 048-944-1661



埼玉 ジョーシン浦和美園イオンモール店キッズランド 埼玉県さいたま市緑区大字大門３７１０(ｲｵﾝ浦和美園ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F) 048-878-7411

埼玉 コロコロＢＡＳＥ～コロコロ秘密基地～ 埼玉県富士見市山室1-1313　ららぽーと富士見2階 049-257-5591

埼玉 矢尾百貨店 4F玩具売場 埼玉県秩父市上町1-5-9 0494-23-7411

埼玉 For kids’by こぐま モラージュ菖蒲店 埼玉県久喜市菖浦町菖浦6005番地1　モラージュ菖浦1Ｆ 0480-85-9206

埼玉 そごう大宮店　５F　玩具売場 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2 048-657-7333

埼玉 おもちゃのアポロ 埼玉県八潮市中央3-21-4 048-995-6541

神奈川 エディオン 港北センター南店 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 53-1   045-943-6581

神奈川 トイザらス・ベビーザらス　川崎高津店 神奈川県川崎市高津区溝口 6-11-1　 044-811-3300

神奈川 トイザらス・ベビーザらス　みなとみらい店 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1　ＭＡＲＫ　ＩＳ　みなとみらい　３Ｆ 045-641-6900

神奈川 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　２Ｆ 045-945-2004

神奈川 トイザらス・ベビーザらス　磯子店 神奈川県横浜市磯子区磯子 3-4-23　 045-752-4622

神奈川 トイザらス・ベビーザらス　横須賀店 神奈川県横須賀市平成町3-28-2　ｎｏｊｉｍａモール横須賀　１Ｆ 046-825-5200

神奈川 トイザらス　厚木店 神奈川県厚木市妻田東 3-25-24　 046-225-4616

神奈川 トイザらス　東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区川上町 87-8　東戸塚西口プラザ　２Ｆ 045-822-9928

神奈川 トイザらス・ベビーザらス　横浜いずみ店 神奈川県横浜市泉区上飯田町 4702-1　 045-301-1795

神奈川 トイザらス・ベビーザらス　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 0466-36-6080

神奈川 トイザらス・ベビーザらス　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 042-751-5550

神奈川 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 0463-24-7105

神奈川 トイザらス・ベビーザらス　小田原店 神奈川県小田原市前川 120　フレスポ小田原シティーモール　南館２Ｆ 0465-48-9636

神奈川 トイザらス　秦野店 神奈川県秦野市曽屋 4784　 0463-83-7611

神奈川 イトーヨーカドー 厚木店 神奈川県厚木市中町４－１３－１　玩具売場 046-224-1411

神奈川 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　玩具売場 0463-96-5111

神奈川 イトーヨーカドー 小田原店 神奈川県小田原市中里２９６－１　玩具売場 0465-49-6611

神奈川 イトーヨーカドー 大船店 神奈川県鎌倉市大船６－１－１　玩具売場 0467-47-5211

神奈川 イトーヨーカドー 新百合ケ丘店 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－４－１　玩具売場 044-952-5111

神奈川 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　玩具売場 044-366-4111

神奈川 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　玩具売場 044-246-7705

神奈川 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　玩具売場 044-844-1711

神奈川 イトーヨーカドー 武蔵小杉店 神奈川県川崎市中原区小杉町３－４２０　玩具売場 044-722-1011

神奈川 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番２２号　玩具売場 042-779-8111

神奈川 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　玩具売場 042-750-3131

神奈川 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　玩具売場 042-745-1211

神奈川 イトーヨーカドー 湘南台店 神奈川県藤沢市石川６－２－１　玩具売場 0466-87-5511



神奈川 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　玩具売場 0466-26-8311

神奈川 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　玩具売場 046-261-1211

神奈川 イトーヨーカドー たまプラ－ザ店 神奈川県横浜市青葉区美しが丘１－６－１　玩具売場 045-901-9311

神奈川 イトーヨーカドー 立場店 神奈川県横浜市泉区中田西１－１－１５　玩具売場 045-805-2111

神奈川 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　玩具売場 045-781-8111

神奈川 イトーヨーカドー 上大岡店 神奈川県横浜市港南区上大岡西３－９－１　玩具売場 045-841-1010

神奈川 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　玩具売場 045-844-1711

神奈川 イトーヨーカドー 綱島店 神奈川県横浜市港北区綱島西２－８－１　玩具売場 045-545-2111

神奈川 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　玩具売場 045-931-9911

神奈川 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　玩具売場 045-521-7111

神奈川 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　玩具売場 045-743-3111

神奈川 ジョーシン厚木下荻野店キッズランド 神奈川県厚木市下荻野１２００－１(ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ厚木下荻野店2F) 046-243-2821

神奈川 ジョーシン港北インター店キッズランド 神奈川県横浜市都筑区折本町１９１番（ｺｰﾅﾝ港北ｲﾝﾀｰ店2F） 045-478-0631

神奈川 ジョーシン相模原小山店キッズランド 神奈川県相模原市中央区小山３－３７－１（ｺｰﾅﾝ相模原小山ﾓｰﾙ２Ｆ） 042-770-1611

神奈川 サガミ堂 神奈川県相模原市中央区陽光台3-6-7 042-754-8317

神奈川 HEARTY  あさひや 神奈川県小田原市栄町2-9-33ｱﾌﾟﾘ4階 0465-23-0311

神奈川 おもちゃのちょっぺー 神奈川県鎌倉市小町1-6-11 0467-22-3098

神奈川 For kids’+ b by こぐま 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３階 045-534-2401

神奈川 そごう横浜店　8F　玩具売場 神奈川県横浜市西区高島2-18-1そごう横浜店8F玩具売場 045-465-5685

神奈川 東急たまプラーザ店 神奈川県横浜市美しが丘1-7 045-903-2352

千葉 トイザらス　野田店 千葉県野田市中根新田字鹿島原 57-1　パル・ノア　２Ｆ 04-7121-5805

千葉 トイザらス・ベビーザらス　松戸店 千葉県松戸市二ツ木 1781-2　プチモール二ツ木　２Ｆ 047-347-2335

千葉 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 047-444-5310

千葉 トイザらス・ベビーザらス　成田店 千葉県成田市飯仲 9-4　 0476-23-4611

千葉 トイザらス・ベビーザらス　市川店 千葉県市川市鬼高 1-1-1　ニッケコルトンプラザイースト館　２Ｆ 047-379-4680

千葉 トイザらス・ベビーザらス　船橋店 千葉県船橋市浜町2-1-1 　ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ　西館２Ｆ 047-435-1555

千葉 トイザらス　千葉長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町 330-50　ワンズモール内　１Ｆ 043-286-7041

千葉 トイザらス・ベビーザらス　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 043-275-6200

千葉 トイザらス・ベビーザらス　新浦安店 千葉県浦安市日の出 5-1-14　 047-352-5656

千葉 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　玩具売場 04-7185-8111

千葉 イトーヨーカドー 姉崎店 千葉県市原市姉崎鐙田６４５－１　玩具売場 0436-62-2111

千葉 イトーヨーカドー アリオ市原店 千葉県市原市更級四丁目３番２　玩具売場 0436-20-1112

千葉 イトーヨーカドー 新浦安店 千葉県浦安市明海４－１－１　玩具売場 047-304-1211



千葉 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番地７　玩具売場 043-268-7511

千葉 イトーヨーカドー 流山店 千葉県流山市流山９－８００－２　玩具売場 04-7158-5211

千葉 イトーヨーカドー 東習志野店 千葉県習志野市東習志野７－３－１　玩具売場 047-471-7111

千葉 イトーヨーカドー 成田店 千葉県成田市公津の杜４－５－３　玩具売場 0476-27-8111

千葉 イトーヨーカドー 船橋店 千葉県船橋市本町７－６－１　玩具売場 047-425-1511

千葉 イトーヨーカドー 八柱店 千葉県松戸市日暮１－１５－８　玩具売場 047-387-1121

千葉 イトーヨーカドー 松戸店 千葉県松戸市松戸１１４９　玩具売場 047-368-5131

千葉 イトーヨーカドー 八千代店 千葉県八千代市村上南1丁目3番地１　玩具売場 047-405-1511

千葉 イトーヨーカドー 四街道店 千葉県四街道市中央5番地　玩具売場 043-422-1111

千葉 ジョーシン市川大野店キッズランド 千葉県市川市大野町１丁目１９－１ 047-303-7511

千葉 ジョーシン八千代イズミヤ店キッズランド 千葉県八千代市村上１２４５イズミヤ八千代店３Ｆ 047-486-8225

千葉 ＢＡＮＤＡＩ asobi：木更津店 千葉県木更津市中島398三井アウトレットパーク木更津1110 0438-40-1514

東京 トイザらス・ベビーザらス　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 03-5564-5011

東京 トイザらス　亀戸店 東京都江東区亀戸 6-31-1　サンストリート　２Ｆ 03-3638-1511

東京 トイザらス・ベビーザらス　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 03-3983-5400

東京 トイザらス・ベビーザらス　としまえん店 東京都練馬区春日町 1-1-1　 03-3998-0114

東京 トイザらス　府中駅前店 東京都府中市宮町 1-50　くるる　Ｂ１Ｆ 042-330-1271

東京 トイザらス・ベビーザらス　武蔵村山店 東京都西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷 729-2　 042-557-6581

東京 トイザらス・ベビーザらス　町田多摩境店 東京都町田市小山ｹ丘 1-7-2　 042-798-2138

東京 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 042-549-8300

東京 トイザらス　多摩店 東京都多摩市東寺方 660-1　 042-375-2312

東京 イトーヨーカドー 昭島店 東京都昭島市田中町５６２－１　玩具売場 042-546-1411

東京 イトーヨーカドー 拝島店 東京都昭島市松原町３－２－１２　玩具売場 042-543-5511

東京 イトーヨーカドー 綾瀬店 東京都足立区綾瀬３－４－２５　玩具売場 03-3620-2911

東京 イトーヨーカドー 竹の塚店 東京都足立区竹ノ塚５－１７－１　玩具売場 03-3850-2211

東京 イトーヨーカドー アリオ西新井店 東京都足立区西新井栄町１－２０－１　玩具売場 03-3852-9111

東京 イトーヨーカドー 小岩店 東京都江戸川区西小岩１－２４－１　玩具売場 03-3671-5111

東京 イトーヨーカドー 葛西店 東京都江戸川区東葛西９－３－３　玩具売場 03-5675-1011

東京 イトーヨーカドー 大森店 東京都大田区大森北２－１３－１　玩具売場 03-5762-0111

東京 イトーヨーカドー アリオ亀有店 東京都葛飾区亀有３－４９－３　玩具売場 03-3838-5111

東京 イトーヨーカドー 四つ木店 東京都葛飾区四つ木２－２１－１　玩具売場 03-3694-8811

東京 イトーヨーカドー 赤羽店 東京都北区赤羽西１－７－１　玩具売場 03-3905-5111

東京 イトーヨーカドー アリオ北砂店 東京都江東区北砂２丁目１７番１号　玩具売場 03-3640-7111



東京 イトーヨーカドー 木場店 東京都江東区木場１－５－３０　玩具売場 03-5606-5234

東京 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　玩具売場 042-382-1211

東京 イトーヨーカドー 大井町店 東京都品川区大井１－３－６　玩具売場 03-3777-6611

東京 イトーヨーカドー 曳舟店 東京都墨田区京島１－２－１　玩具売場 03-3616-4111

東京 イトーヨーカドー 多摩センタ－店 東京都多摩市落合１－４４　玩具売場 042-374-6111

東京 イトーヨーカドー 国領店 東京都調布市国領町８－２－６４　玩具売場 03-3430-2111

東京 イトーヨーカドー 八王子店 東京都八王子市狭間町１４６２－１　玩具売場 042-662-5211

東京 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　玩具売場 042-678-1811

東京 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　玩具売場 042-474-3311

東京 イトーヨーカドー 東村山店 東京都東村山市本町２－２－１９　玩具売場 042-395-2011

東京 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　玩具売場 042-562-5111

東京 イトーヨーカドー 武蔵境店 東京都武蔵野市境南町２－３－６　玩具売場 0422-31-2111

東京 おもちゃのマミー 東京都目黒区自由が丘1-7-14ﾄﾞｩｰﾌﾞﾙﾋﾞﾙ1F 03-3717-3333

東京 西武百貨店 池袋本店  6Fトイランド 東京都豊島区南池袋1-28-1西武百貨店池袋本店６階トイランド 03-3987-3550

東京 BE☆POP　浅草ROX店 東京都台東区浅草1-25-15浅草ROX１階 03-6324-3386

東京 ヨーヨーショップスピンギア西八王子店 東京都八王子市千人町1-9-7 042-629-9446

東京 小田急百貨店 新宿店 玩具売場 東京都新宿区西新宿1-1-3 03-5325-2506

東京 ヨーヨーショップ　スピンギアAKIBAカルチャーズ ZONE店 東京都千代田区外神田1-7-6秋葉カルチャーズゾーン3F 03-6206-4200

栃木 トイザらス・ベビーザらス　宇都宮店 栃木県宇都宮市鶴田町 208-1　 028-648-4620

栃木 トイザらス・ベビーザらス　小山店 栃木県小山市神山 2-9-33　 0285-28-4695

栃木 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 0283-21-8801

栃木 イトーヨーカドー 宇都宮店 栃木県宇都宮市陽東６－２－１　玩具売場 028-661-0111

栃木 イトーヨーカドー 小山店 栃木県小山市駅東通り２－３－１５　玩具売場 0285-23-6111

栃木 おもちゃのマンネンヤ 栃木県那須塩原市西大和1-8そすいｽｸｴｱｱｸｱｽ1F 0287-36-8151

栃木 ＦＫＤｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ 2F KOGUMA Ｈｏｂｂｙ上三川 栃木県宇都宮市インターパーク6-1-1ＦＫＤｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店2F 028-657-0267

栃木 FKDインターパーク店２階玩具売場 栃木県宇都宮市インターパーク6-1-1　２階玩具売場 028-657-5000

栃木 ＦＫＤ宇都宮店 2F玩具売り場 栃木県宇都宮市今泉町237　玩具売場 028-623-5260

栃木 ＦＫＤ宇都宮店 2F玩具売り場 栃木県宇都宮市今泉町237ＦＫＤ宇都宮店2F 028-627-3130

栃木 東武宇都宮百貨店 5F 玩具売場 栃木県宇都宮市宮園町5-4 028-633-3506

中部
石川 トイザらス・ベビーザらス　松任店 石川県白山市平松町 102-1　イオン松任ショッピングセンター内 076-274-4696

石川 ジョーシン野々市店キッズランド 石川県石川郡野々市町三納７９街区１ 076-246-8733

石川 ジョーシン金沢本店キッズランド 石川県金沢市示野町８１街区１ 076-268-5755



石川 ジョーシン羽咋店キッズランド 石川県羽咋市石野町ト５ 0767-22-3901

富山 ジョーシン高岡蓮花寺店キッズランド 富山県高岡市蓮花寺210-1 0766-22-8611

富山 トイザらス・ベビーザらス　高岡店 富山県高岡市下伏間江 383　イオンモール高岡　１Ｆ 0766-25-9071

富山 トイザらス・ベビーザらス　富山店 富山県富山市五福 1143-1　五福ショッピングセンター　アリス　２Ｆ 076-433-1008

富山 ジョーシン黒部アピタ店キッズランド 富山県黒部市前沢１０１７－４アピタ黒部店２階 0765-52-5765

富山 ジョーシン砺波店キッズランド 富山県砺波市太郎丸２丁目５番地 0763-34-5822

富山 ジョーシン富山南店キッズランド 富山県富山市堀川町３５５－３ 076-495-9725

富山 ジョーシン立山店キッズランド 富山県中新川郡立山町利田６３３ 076-462-2811

富山 ジョーシン高岡店キッズランド 富山県高岡市新成町1-12 0766-25-5580

福井 トイザらス・ベビーザらス　福井店 福井県福井市松城町 12-7　パリオシティ　３Ｆ 0776-23-6366

福井 ジョーシン福井本店キッズランド 福井県福井市高柳１丁目２０１ 0776-54-6800

福井 ジョーシン敦賀店キッズランド 福井県敦賀市古田刈２８号１－１(ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ敦賀内） 0770-25-1713

山梨 キューピット 山梨県南都留郡富士河口湖町船津4095-1 0555-73-3223

山梨 イトーヨーカドー 甲府昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町西条１３－１　玩具売場 055-268-1311

新潟 イトーヨーカドー 直江津店 新潟県上越市西本町３－８－８　玩具売場 025-544-6421

新潟 トイザらス・ベビーザらス　新潟店 新潟県新潟市中央区上近江 4-12-20　デッキィ４０１内 025-284-4633

新潟 トイザらス　長岡店 新潟県長岡市川崎町 1436-5　 0258-39-3331

新潟 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　玩具売場 025-228-1141

新潟 イトーヨーカドー 丸大柏崎店 新潟県柏崎市駅前２－３－７　玩具売場 0257-24-5211

新潟 イトーヨーカドー 丸大長岡店 新潟県長岡市城内町２－３－１２　玩具売場 0258-34-3111

新潟 ジョーシン佐渡店キッズランド 佐渡市市野沢99 0259-57-3251

新潟 ジョーシン長岡古正寺店キッズランド 長岡市古正寺町217番地 0258-28-8521

新潟 ジョーシン亀貝店キッズランド 新潟県西区亀貝1340 025-268-0521

新潟 ジョーシン上越店キッズランド 新潟県上越市藤野新田１１７６－２ 025-522-8214

新潟 ジョーシン新発田店キッズランド 新発田市船入町3-8-26 0254-23-0713

長野 エディオン 上田しおだ野店 長野県上田市神畑字西村３７３ 0268-29-3611

長野 エディオン　長野青木島店 長野県長野市青木島４－４－５　青木島ショッピングパーク２Ｆ 026-254-6511

長野 トイザらス・ベビーザらス　長野店 長野県長野市高田 1174　ヤングファラオ　２Ｆ 026-221-4613

長野 トイザらス　佐久店 長野県佐久市大字岩村田字長塚 1735-1　 0267-68-1299

長野 トイザらス・ベビーザらス　松本店 長野県松本市村井町南4丁目21番27号　 0263-85-5480

長野 イトーヨーカドー アリオ上田店 長野県上田市天神３－５－１　玩具売場 0268-27-6611

長野 イトーヨーカドー 南松本店 長野県松本市高宮中１－２０　玩具売場 0263-27-8111

長野 イトーヨーカドー 長野店 長野県長野市権堂町２２０１　玩具売場 026-234-1011



長野 ジョーシン長野インター店キッズランド 長野県長野市篠ノ井杵渕４８０－１ 026-293-6821

長野 こどもや　諏訪店 長野県諏訪市沖田町5-19 0266-78-8135

愛知 トイズハウス ミッキー 島田店 愛知県名古屋市天白区高坂町323 052-802-3955

愛知 トイザらス・ベビーザらス　大高店 愛知県名古屋市緑区大高町字奥平子1-1　イオンモール大高　２Ｆ 052-621-3770

愛知 トイザらス・ベビーザらス　木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ﾂヶ池 25-1　イオンモール木曽川　１Ｆ 0586-87-3027

愛知 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 0568-95-1970

愛知 トイザらス　西春日井店 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山  139-17　 0568-28-4677

愛知 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　アズパーク　２Ｆ 052-432-3480

愛知 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 052-654-7651

愛知 トイザらス・ベビーザらス　三好店 愛知県みよし市三好町青木 91　イオン三好店　２Ｆ 0561-34-4676

愛知 トイザらス・ベビーザらス　東浦店 愛知県知多郡東浦町大字緒川字申新田二区 67-8　イオンモール東浦　２Ｆ 0562-84-7371

愛知 トイザらス・ベビーザらス　岡崎店 愛知県岡崎市大平町石丸 38　ワールド・ワン　２Ｆ 0564-28-2100

愛知 トイザらス・ベビーザらス　豊橋店 愛知県豊橋市牟呂町扇田 35-1　 0532-38-0467

愛知 イトーヨーカドー 犬山店 愛知県犬山市天神町１－１　玩具売場 0568-62-8831

愛知 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１１６－４　玩具売場 0561-54-1211

愛知 イトーヨーカドー 知多店 愛知県知多市新知東町１－１０－１　玩具売場 0562-56-5511

愛知 イトーヨーカドー 豊橋店 愛知県豊橋市藤沢町１４１　玩具売場 0532-47-1211

愛知 イトーヨーカドー 安城店 愛知県安城市住吉町３－１－８　玩具売場 0566-97-4111

愛知 エディオン 名古屋本店 愛知県名古屋市中村区名駅南２丁目４番２２ 052-589-3500

愛知 エディオン 尾張旭店 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目１４３番地 0561-55-3401

愛知 エディオン　八事店 愛知県名古屋市昭和区山手通４－５ 052-861-1911

愛知 エディオン　イオンモール名古屋茶屋店 愛知県名古屋市港区西茶屋２丁目１１区画２００２ 052(309)5191

愛知 エディオン 豊田大林店 愛知県豊田市大林町8-54-2 0565-74-3161

愛知 エディオン 豊田本店 愛知県豊田市三軒町８丁目５５番地 0565-37-9111

愛知 エディオン 豊川店 愛知県豊川市正岡町西深田３４５－１ 0533-84-9281

愛知 エディオン 安城店 愛知県安城市三河安城東町１－１７－１ 056-676-1521

愛知 エディオン 岡崎本店 愛知県岡崎市上六名町字宮前１番地　　 0564-59-3725

愛知 エディオン 半田店 愛知県半田市乙川吉野町９番地パワードーム半田内 0569-25-0791

愛知 エディオン 柴田店 愛知県名古屋市南区鳴浜町５丁目1-1 052-619-5501

愛知 エディオン　日進竹の山店 愛知県日進市竹の山三丁目2003番地 0561-74-8511

愛知 エディオン 一宮本店 愛知県一宮市緑５－６－１０ 0586-75-2311

愛知 エディオン 小田井モゾワンダーシティ店 愛知県名古屋市西区二方町４７番地ワンダーシネマ１０内 052-509-5811

愛知 ジョーシン小牧店キッズランド 愛知県小牧市郷中１丁目５０番地 0568-71-5931



愛知 ジョーシン蟹江店キッズランド 愛知県海部群蟹江町今３丁目１７番地ヨシヅヤJR蟹江駅前店２F 0567-94-1831

愛知 ジョーシン鳴海店キッズランド 愛知県名古屋市緑区浦里３丁目２３２なるぱーく２Ｆ 052-892-6701

愛知 ジョーシン半田店キッズランド 愛知県半田市浜田町３丁目８番１号 0569-26-1021

愛知 ジョーシン新安城店キッズランド 愛知県安城市住吉町荒曽根４３番地 0566-97-8231

愛知 ジョーシン稲沢店キッズランド 愛知県稲沢市長野７丁目１－２ 0587-22-3171

愛知 ジョーシンアクロス豊川店キッズランド 豊川市正岡町池田700 (2F) 0533-83-5511

岐阜 エディオン モレラ岐阜店 岐阜県本巣市三橋1100モレラ岐阜内 058-320-5711

岐阜 エディオン 可児今渡店 岐阜県可児市今渡８４０－２　 0574-60-5011

岐阜 エディオン 高山店 岐阜県高山市上岡本町７丁目９３－１　　 0577-32-7071

岐阜 トイザらス・ベビーザらス　岐阜店 岐阜県岐阜市正木中 1-2-1　マーサ２１　１Ｆ 058-233-0802

岐阜 ジョーシン各務原店キッズランド 各務原市那加萱場町3-8　イオン各務原ショッピングセンター１F 058-389-5541

岐阜 トイザらス・ベビーザらス　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 058-371-0090

岐阜 ジョーシン瑞穂店キッズランド 岐阜県瑞穂市穂積字タソ3110番地1 058-327-8711

岐阜 ジョーシン岐阜羽島店キッズランド 岐阜県羽島市小熊町島1-43（羽島ウイング1513Ｆ） 058-393-3411

岐阜 ジョーシン多治見店キッズランド 岐阜県多治見市上山町１－１７６ 0572-25-6601

三重 エディオン 津北店 三重県津市島崎町３６番地 059-213-9171

三重 エディオン 四日市日永店 三重県四日市市日永4-1-4 059-349-4411

三重 おもちゃのナカヤ 三重県亀山市東町2-1-11 0595-82-0561

三重 おもちゃのドリームハウス 三重県伊勢市御薗町長屋2136伊勢みそのショッピングセンター内 0596-20-6601

三重 トイザらス・ベビーザらス　四日市店 三重県四日市市泊小柳町 4-5　イオンタウン四日市泊　内 059-347-5662

三重 トイザらス　津店 三重県津市大字藤方字中興 985-1　 059-222-3886

三重 ジョーシン明和イオンモール店キッズランド 三重県多気郡明和町中村１２２３ 0596-55-8111

三重 ジョーシン桑名イオン店キッズランド 三重県桑名市新西方１丁目３５番地イオン桑名ショッピングセンター３番街１Ｆ 0594-25-3021

三重 ジョーシン伊勢ララパーク店キッズランド 三重県伊勢市小木町字曽祢５３８イオンタウン伊勢ララパーク２階 0596-36-9201

三重 ジョーシン鈴鹿店キッズランド 三重県鈴鹿市庄野共進２－７－９（ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ鈴鹿内） 059-375-1901

三重 ジョーシン東員イオンモール店キッズランド 三重県員弁群東員町大字長深字築田５１０－１ 0594-86-1841

三重 ジョーシン松阪店キッズランド 三重県松阪市久米町１１７４－３ 0598-56-1720

三重 おもちゃのダイコクヤ 高柳本店 三重県伊勢市曽祢1-12-19 0596-28-3460

三重 ＢＡＮＤＡＩ asobi：長島店 三重県桑名市長島町浦安368三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸｼﾞｬｽﾞﾄﾞﾘｰﾑ長島2532 0594-45-8001

静岡 エディオン 浜松和田店 静岡県浜松市東区和田町666-1 053-411-6311

静岡 エディオン 浜松小豆餅店 静岡県浜松市中区小豆餅4丁目14-21 053-430-2711

静岡 エディオン　熱海店 静岡県熱海市中央区１９－３９ マックスバリュー熱海店３Ｆ 0557-86-2511

静岡 エディオン　サントムーン柿田川店 静岡県駿東郡清水町伏見字泉頭５８番の１ 055-983-6711 



静岡 エディオン クロスガーデン富士中央店 静岡県富士市中央町３-１３-７クロスガーデン富士中央２階 0545-55-5611

静岡 エディオン　静岡曲金店 静岡県静岡市駿河区曲金７丁目８番８号 054-289-2811

静岡 ミシマトイス 静岡県三島市本町3-35 055-975-0092

静岡 トイザらス・ベビーザらス　長泉店 静岡県駿東郡長泉町下長窪 1076-1　ウェルディ長泉内 055-989-9122

静岡 トイザらス・ベビーザらス　静岡店 静岡県静岡市清水区鳥坂 860　フレスポ静岡　２Ｆ 054-348-8123

静岡 トイザらス　浜松店 静岡県浜松市中区鍛治町 15　ザザシティハママツ　２Ｆ 053-456-5260

静岡 イトーヨーカドー 三島店 静岡県三島市中田町９－３０　玩具売場 055-981-6111

静岡 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　玩具売場 054-282-7111

静岡 イトーヨーカドー 沼津店 静岡県沼津市高島本町１－５　玩具売場 055-924-2211

静岡 ジョーシン焼津インタ－店キッズランド 静岡県焼津市越後島385 054-626-2211

静岡 ＢＡＮＤＡＩ asobi：御殿場店 静岡県御殿場市深沢1312御殿場ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｱｳﾄﾚｯﾄ2040 0550-70-1503

静岡 オモチャハウス だるまや 静岡県菊川市加茂2517-1 0537-36-4104

石川 100満ボルト　金沢本店 石川県野々市市野代2丁目11 076-294-1011

近畿
京都 あさだ 京都府京都市下京区西七条南東野町3 075-313-3086

京都 エディオン 松井山手店 京都府八幡市欽明台北１番 075-972-0070

京都 エディオン 亀岡店 京都府亀岡市大井町北金岐柿木原７－１ 0771-29-1080

京都 エディオン 久御山店 京都府久世郡久御山町大字森小字大内３３７番地ロックシティ内 075-633-5033

京都 エディオン 桂南店 京都府京都市南区久世上久世町485 075-925-0232

京都 エディオン 京都ファミリー店 京都府京都市右京区山ノ内池尻町１－１　 075-325-0320

京都 エディオン　伏見店 京都府京都市伏見区横大路芝生１番地 075-604-4811

京都 エディオン　六地蔵ＭＯＭＯテラス店 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下３２ＭＯＭＯテラス２Ｆ 075(605)3611

京都 トイザらス・ベビーザらス　京都駅前店 京都府京都市南区西九条鳥居口町1　イオンモールＫＹＯＴＯ　Ｋａｅｄｅ館　１Ｆ 075-691-5657

京都 トイザらス・ベビーザらス　向日市店 京都府向日市鶏冠井町西金村 5　むこうしステーションパーク内 075-934-4690

京都 イトーヨーカドー 六地蔵店 京都府宇治市六地蔵奈良町６７－１　玩具売場 0774-33-8811

京都 ジョーシン福知山店キッズランド 京都府福知山市字岩井小字秋道８１－１ 0773-24-5221

京都 ジョーシン桂川イオンモール店キッズランド 京都府京都市南区久世高田町376-1 075-933-1321

京都 ジョーシン宇治店キッズランド 京都府宇治市宇治樋ノ尻７９－１（ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ・ｺｰﾅﾝ２Ｆ） 0774-21-9331

京都 ジョーシン亀岡店キッズランド 京都府亀岡市余部町樋又８０番地 0771-21-0221

京都 ジョーシン京都１ばん館スーパーキッズランド 京都府京都市右京区西院巽町３８ 075-323-2751

京都 ジョーシン長岡京店キッズランド 京都府長岡京市神足四ノ坪１番地２ 075-958-2331

京都 ジョーシン伏見店キッズランド 京都府京都市伏見区下鳥羽渡瀬町101 075-605-1711

京都 ジョーシン九条烏丸店キッズランド 京都府京都市南区東九条南烏丸町31番地 075-693-5721



京都 ジョーシン大久保バイパス店キッズランド 宇治市大久保町旦椋93-11（ファニチャーエキサイト１F) 0774-44-4341

滋賀 エディオン 大津店 滋賀県大津市大将軍1-28-5 077-544-6646

滋賀 エディオン 守山店 滋賀県守山市播磨田町４２－２ 077-514-1666

滋賀 エディオン 水口店 滋賀県甲賀市水口町水口５５５５ 0748-65-6060

滋賀 エディオン 大津一里山店 滋賀県大津市一里山７丁目１番１号フォレオ大津一里山ショッピングセンター２Ｆ 077-547-5110

滋賀 エディオン 東近江店 滋賀県東近江市五個装北町屋町285 0748-48-8012

滋賀 エディオン　湖南店 滋賀県湖南市岩根4580 0748-72-6621

滋賀 トイザらス　彦根店 滋賀県彦根市小泉町 31-1　ビバシティ内 0749-22-2281

滋賀 トイザらス・ベビーザらス　草津店 滋賀県草津市新浜町300　イオンモール草津　2F 077-543-1150

滋賀 ジョーシン近江八幡店キッズランド 近江八幡市上田町1278-3　近江八幡サウスモール2Ｆ 0748-37-8920

滋賀 ジョーシン西大津店キッズランド 大津市際川4-11-1 077-510-2821

滋賀 ジョーシン守山店キッズランド 守山市播磨田町68 077-582-9911

滋賀 ジョーシン近江今津店キッズランド 滋賀県高島市今津町今津1688番地 0740-22-2951

滋賀 ジョーシン水口店キッズランド 滋賀県甲賀市水口町北泉1丁目131 0748-63-8061

滋賀 ジョーシン草津イオンモール店キッズランド 滋賀県草津市新浜町300番地 077-569-4461

滋賀 ジョーシン草津店キッズランド 草津市木川町389番地 077-565-4751

大阪 エディオン 河内長野店 大阪府河内長野市上原西町３４－１６ 0721-50-0050

大阪 エディオン 八尾南店 大阪府八尾市沼４－８０－１ 0729-20-6300

大阪 エディオン 美原店 大阪府堺市美原区木材通4-9-2 072-369-3022

大阪 エディオン なかもず店 大阪府堺市北区長曾根町３６６－１ 072-240-3626

大阪 エディオン 泉北店 大阪府堺市南区三原台４丁４０－１ 072-292-3663

大阪 エディオン 天満橋店 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1 06-6940-2820

大阪 エディオン 高槻店 大阪府高槻市緑町２２番８号 072-676-1135

大阪 エディオン 堺店 大阪府堺市堺区戎島町３丁２２番１号 072-226-4733

大阪 エディオン 東大阪店 大阪府東大阪市吉田4-2-18 072-967-6031

大阪 エディオン 泉大津店 大阪府泉大津市千原町１丁目８８－１ 0725-23-3559

大阪 エディオン 八尾太子堂店 大阪府八尾市永畑町２－２－１８ 072-925-0303 

大阪 エディオン 中環東大阪店 大阪府東大阪市稲田三島町3-88 06-6748-8338

大阪 エディオン 豊中店 大阪府豊中市日出町２丁目２番１８号 06-4867-5335

大阪 エディオン 泉佐野店 大阪府泉佐野市下瓦屋　2-2-77 0724-58-1001

大阪 エディオン 枚方店 大阪府枚方市甲斐田新町８番１号 072-805-5220

大阪 エディオン 門真店 大阪府門真市舟田町２４－１ 072-887-7808

大阪 エディオン 堺石津店 大阪府堺市堺区石津北町９０番１号 072-241-8088 



大阪 エディオン　ベルファ都島店 大阪府大阪市都島区友渕町2-13-34ベルファ都島SC4F 06-6926-3980

大阪 エディオン　外環大東店 大阪府大東市寺川３－１２－１９ 072-889-2811

大阪 エディオン　カナートモール松原店 大阪府松原市田井城１－１－１ 072-338-5711

大阪 エディオン　京橋店 大阪府大阪市城東区蒲生１－９－１０ 06-4255-5311

大阪 エディオン　高槻宮田店 大阪府高槻市宮田町１－２－１ 072-690-0611

大阪 エディオン　もりのみや店 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央２丁目１番３０号 06-6920-6511

大阪 エディオン　フォレオ大阪ドームシティ店 大阪府大阪市西区九条１－１２－３３    フォレオ大阪ドームシティ３Ｆ 06(4393)4511

大阪 よしおか玩具店 大阪府八尾市山本町南4丁目1番14号 072-996-0323

大阪 トイザらス・ベビーザらス　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　（Ｓ２０９） 072-851-6770

大阪 トイザらス　茨木店 大阪府茨木市藤の里 1-7-41　茨木ショッピングプラザ　１Ｆ 072-641-3416

大阪 トイザらス・ベビーザらス　阪急山田店 大阪府吹田市山田西 4-1-2　デュー阪急山田　４Ｆ 06-4863-1190

大阪 トイザらス　香里園店 大阪府寝屋川市日新町 5-5　アル・プラザ香里園　３Ｆ 072-835-5506

大阪 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 06-6912-6677

大阪 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　なんばパークス　１Ｆ 06-6633-7050

大阪 トイザらス・ベビーザらス　住之江公園店 大阪府大阪市住之江区南加賀屋 2-3-23　 06-6686-4660

大阪 トイザらス　堺店 大阪府堺市北区長曽根町 1921　 072-254-7552

大阪 トイザらス　藤井寺店 大阪府藤井寺市岡 2-8-41　ソリヤ　２Ｆ 072-937-6630

大阪 トイザらス・ベビーザらス　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 072-296-3716

大阪 トイザらス・ベビーザらス　貝塚店 大阪府貝塚市石才 217　ホームセンターダイキ貝塚店内 072-436-0761

大阪 イトーヨーカドー アリオ八尾店 大阪府八尾市光町２－３　玩具売場 072-995-9111

大阪 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　玩具売場 06-6643-1111

大阪 イトーヨーカドー アリオ鳳店 大阪府堺市西区鳳南町３－１９９－１２　玩具売場 072-274-4111

大阪 イトーヨーカドー 津久野店 大阪府堺市西区下田町２０－１　玩具売場 072-266-7700

大阪 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　玩具売場 072-961-1511

大阪 ジョーシン外環柏原店キッズランド 大阪府柏原市本郷５丁目９６９番 072-920-6031

大阪 ジョーシン平野うりわり店キッズランド 大阪府大阪市平野区瓜破4-2-8 06-6701-1421

大阪 ジョーシン緑地公園店キッズランド 大阪府吹田市千里山竹園１丁目１－１ 06-6330-8521

大阪 ジョーシン三国ヶ丘店キッズランド 大阪市堺市百舌鳥梅北町1-25-1 072-251-3911

大阪 ジョーシン光明池店キッズランド 大阪府和泉市室堂町８２４－３６(ｺﾑﾎﾞｯｸｽ光明池１Ｆ) 0725-55-1901

大阪 ジョーシンホームズ寝屋川店キッズランド 大阪府寝屋川市日新超３－１５(ﾎｰﾑｽﾞ寝屋川店１Ｆ) 072-827-7831

大阪 ジョーシン美原店キッズランド 大阪府堺市美原区北余部１４０番１ 072-369-0921

大阪 ジョーシンスーパーキッズランド本店 大阪府大阪市浪速区日本橋４－１２－４ 06-6634-0041

大阪 ジョーシン久宝寺店キッズランド 大阪府八尾市春日町１丁目４番２８号 072-922-4331



大阪 ジョーシン高石店キッズランド 大阪府高石市西取石８－４－２０ 072-262-2311

大阪 ジョーシン東香里店キッズランド 大阪府枚方市高田１丁目２０番５０号 072-807-2421

大阪 ジョーシン狭山店キッズランド 大阪府大阪狭山市池之原３－１０５２－１ 072-368-1591

大阪 ジョーシン門真店キッズランド 大阪府門真市大橋町２７－３５ 072-886-1141

大阪 ジョーシン吹田上新庄店キッズランド 大阪府吹田市西御旅町６番５号 06-4860-7821

大阪 ジョーシン住吉店キッズランド 大阪府大阪市住吉区殿辻１丁目８番２１号 06-4700-3121

大阪 ジョーシン高井田店キッズランド 大阪府東大阪市高井田本通４－２－５ 06-6787-1831

大阪 ジョーシン高槻店キッズランド 大阪府高槻市大畑町２４－１０ 072-693-7523

大阪 ジョーシン中環堺店キッズランド 大阪府堺市北区中村町６０７番地１ 072-251-6711

大阪 ジョーシン富田林店キッズランド 大阪府富田林市若松町１丁目１８１６－１ 0721-23-5711

大阪 ジョーシン東大阪店キッズランド 大阪府東大阪市若江新町３丁目１番７号 06-6736-6151

大阪 ジョーシン日根野イオンモール店キッズランド 大阪府泉佐野市日根野２４９６－１ 072-467-1381

大阪 ジョーシン平野加美店キッズランド 大阪府大阪市平野区加美北５－６－４０（ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ２Ｆ） 06-6796-6420

大阪 ジョーシン蒲生店キッズランド 大阪府大阪市城東区今福西３－２－２４(ﾈｸｽﾀ蒲生２Ｆ) 06-6936-2001

大阪 ジョーシン羽曳が丘店キッズランド 大阪府羽曳野市羽曳が丘10丁目17-1 072-956-4571

大阪 ジョーシン寝屋川店キッズランド 大阪府大阪府寝屋川市昭栄町18-1 072-820-5611

大阪 ジョーシン枚方店キッズランド 大阪府枚方市田口3丁目41番7号 072-848-4411

大阪 ジョーシン岸和田店キッズランド 大阪府岸和田市作才町１－３－１２ 072-437-2111

大阪 ジョーシン高槻大塚キッズランド 高槻市大塚町5-1-5 072-672-2591

大阪 ジョーシン新大阪店キッズランド 大阪市淀川区西宮原２－２－１７（新大阪センイシティー３号館２F) 06-6399-7541

大阪 ジョーシン南津守店キッズランド 大阪市西成区南津守5丁目2番14号 06-6653-0341

大阪 ジョーシン鳳店キッズランド 堺市西区鳳北町9丁510 072-262-5721

大阪 ジョイフル 大阪府大阪市東淀川区大隅１－６－１２　かみしんプラザ２Ｆ 06-6195-1252

大阪 あべのハルカス近鉄本店ウイング館 8F　Ｆｏｒｋｉｄｓ’あべの 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 06-4703-3029

奈良 エディオン かしはら店 奈良県橿原市曲川町７丁目２５－１ 0744-21-2069

奈良 エディオン 新大和小泉店 奈良県大和郡山市小泉町東３－１０－２ 0743-58-3911

奈良 エディオン おしくま店 奈良県奈良市押熊町６０５  0742-47-9311 

奈良 エディオン　エコール・マミ店 奈良県香芝市真美ヶ丘６丁目１０ 0745(71)6822

奈良 トイザらス　奈良店 奈良県奈良市柏木町 456-1　奈良パワーセンター　２Ｆ 0742-34-1660

奈良 トイザらス・ベビーザらス　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 0744-23-3017

奈良 イトーヨーカドー 奈良店 奈良県奈良市二条大路南１－３－１　玩具売場 0742-36-7111

奈良 ジョーシン上牧店キッズランド 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧１８５３ 0745-70-5721

奈良 ジョーシン富雄南イオンタウン店キッズランド 奈良県奈良市石木町100-1 0742-53-7301



奈良 ジョーシン大和高田店キッズランド 奈良県大和高田市大字神楽２５０－１ 0745-21-5521

奈良 ジョーシン斑鳩店キッズランド 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西５丁目４番１４号 0745-75-8181

奈良 ジョーシン東生駒店キッズランド 奈良県生駒市小明町745-1 0743-73-4911

奈良 ジョーシン郡山イオンモール店キッズランド 奈良県大和郡山市下三橋町741-170（ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山１Ｆ） 0743-54-8651

奈良 ジョーシン桜井店キッズランド 桜井市上之庄206番地 0744-42-3344

兵庫 エディオン 姫路店 兵庫県姫路市飾磨区今在家１４１６－１ 0792-31-5850

兵庫 エディオン 伊丹店 兵庫県伊丹市北伊丹５－７０－１ 072-772-0337

兵庫 エディオン ニッケパークタウン店 兵庫県加古川市加古川町寺家町１７３－１ 0794-56-8008

兵庫 エディオン 三田ウッディタウン店 兵庫県三田市すずかけ台２－３－２ 079-553-6011

兵庫 エディオン 神戸北町店 兵庫県神戸市北区日の峰２－３－３ 078-581-4541

兵庫 エディオン 西代店 兵庫県神戸市長田区御屋敷通３－１－４７　 078-621-5571

兵庫 エディオン 塚口店 兵庫県尼崎市塚口本町４丁目８番40号 06-6427-3741

兵庫 エディオン 宝塚店 兵庫県宝塚市安倉西１－１－１ 0797-84-6801

兵庫 エディオン 西宮店 兵庫県西宮市芦原町９－２３ 0798-69-2202

兵庫 エディオン 西宮南店 兵庫県西宮市東町１－１２－１５　　　　　　　　 0798-39-1055

兵庫 エディオン 福崎店 兵庫県神崎郡福崎町西田原１７０６ライフ福崎店２Ｆ 0790-24-0656

兵庫 エディオン 姫路花田店 兵庫県姫路市飾東町庄字宮ノ前２７３ 0792-51-7770

兵庫 エディオン 御影店 兵庫県神戸市東灘区御影本町４丁目２番１号 078-846-1933

兵庫 エディオン JR尼崎駅店 兵庫県尼崎市潮江１丁目１番５０号 06-4868-5101

兵庫 エディオン 太子店 兵庫県揖保郡太子町東南５９８－１ 0792-77-2339

兵庫 エディオン イオン神戸北店 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 078-983-3722

兵庫 エディオン 垂水店 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東2-1-45 078-787-7001

兵庫 エディオン 赤穂店 兵庫県赤穂市中広２－８　 0791-46-3380 

兵庫 エディオン 洲本店 兵庫県洲本市塩屋１－１－１７ 0799-25-6650

兵庫 エディオン 新加古川店 兵庫県加古川市尾上町安田３０６－１  0794-29-6320 

兵庫 エディオン　豊岡店 兵庫県豊岡市宮島３２２－１ 0796-23-1911

兵庫 エディオン　西脇店 兵庫県西脇市高田井町52番1 0795-22-9911

兵庫 エディオン　社店 兵庫県加東市社１２１２－２ 0795-42-9211

兵庫 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　１Ｆ 072-783-9540

兵庫 トイザらス・ベビーザらス　神戸ハーバーランド店 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-2　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ　ノースモール　４Ｆ 078-382-2888

兵庫 トイザらス　神戸ジェームス山店 兵庫県神戸市垂水区青山台 7-6-2　 078-754-1660

兵庫 トイザらス　明石店 兵庫県明石市東仲ノ町 6-1　アスピア明石　南館　３Ｆ 078-913-1191

兵庫 イトーヨーカドー 甲子園店 兵庫県西宮市甲子園八番町１－１００　玩具売場 0798-81-6111



兵庫 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　玩具売場 079-435-3131

兵庫 イトーヨーカドー 明石店 兵庫県明石市二見町西二見駅前１丁目１８番地　玩具売場 078-941-5111

兵庫 イトーヨーカドー 広畑店 兵庫県姫路市広畑区夢前町１－１　玩具売場 079-238-5050

兵庫 ジョーシン篠山店キッズランド 兵庫県篠山市池上４２１ 079-552-8620

兵庫 ジョーシン豊岡店キッズランド 兵庫県豊岡市中陰５５３番地 0796-26-5221

兵庫 ジョーシン西宮今津店キッズランド 兵庫県西宮市今津港町１番２６号（ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ２Ｆ） 0798-32-8801

兵庫 ジョーシン明石大久保店キッズランド 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通3-2 078-937-1411

兵庫 ジョーシン山崎イオン店キッズランド 兵庫県穴栗市山崎町中井7-4 0790-64-3101

兵庫 ジョーシン三木青山イオン店キッズランド 兵庫県三木市志染町青山3-9 0794-87-9811

兵庫 トイザらス・ベビーザらス　姫路店 兵庫県姫路市飾磨区細江 2560ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨｰ 3F 079-233-4147

兵庫 ジョーシン姫路大津イオンモール店キッズランド 兵庫県姫路市大津区大津町２丁目５番 079-238-5851

兵庫 ジョーシン加古川店キッズランド 兵庫県加古川市別府町新野辺４４０－１ 079-441-3421

兵庫 ジョーシン三宮１ばん館スーパーキッズランド 兵庫県神戸市中央区八幡通３－２－１６ 078-231-3811

兵庫 ジョーシン三田店キッズランド 兵庫県三田市下深田３８６－１（ｻﾝﾁｪｽﾀｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸｴｱ２Ｆ） 079-563-7175

兵庫 ジョーシン淡路店キッズランド 兵庫県南あわじ市広田広田１１７－１ 0799-44-2721

兵庫 ジョーシン尼崎杭瀬店キッズランド 兵庫県尼崎市梶ケ島１９－１（ﾎ-ﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ杭瀬店２Ｆ） 06-6481-8811

兵庫 ジョーシン灘店キッズランド 兵庫県神戸市灘区新在家南町1-2-2（ｻｻﾞﾝﾓｰﾙｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄＢ棟２Ｆ） 078-843-6161

兵庫 ジョーシン氷上店キッズランド 兵庫県丹波市氷上町本郷３００番地（ゆめタウンひかみ１Ｆ） 0795-82-9321

兵庫 ジョーシン川西ダイエー店キッズランド 兵庫県川西市多田桜木１－１－１ダイエー川西店３Ｆ 072-793-0581

兵庫 ジョーシン神戸岩岡店キッズランド 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷１４７４－６(ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ・ｺｰﾅﾝ２Ｆ) 078-967-6611

兵庫 ジョーシン姫路東店キッズランド 兵庫県姫路市楠町１４０番１ 079-287-2921

兵庫 ジョーシンつかしん店キッズランド 兵庫県尼崎市塚口本町４－８－１（つかしんひがしまち南館５Ｆ） 06-6426-2241

兵庫 ジョーシン社店キッズランド 兵庫県加東市社1102-1 0795-42-5711

兵庫 そごう 西神店 4F玩具売場 兵庫県神戸市西区糀台5-9-4 078-997-6157

和歌山 エディオン　和歌山店 和歌山県和歌山市北島３２５－４ニトリ１Ｆ 073(457)9211

和歌山 トイザらス・ベビーザらス　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　（３００８） 073-453-5550

和歌山 ジョーシン岩出店キッズランド 和歌山県岩出市西野２５ 0736-61-7431

和歌山 ジョーシン和歌山北店キッズランド 和歌山県和歌山市平井１２０番地の１ 073-455-6181

和歌山 ジョーシン田辺店キッズランド 和歌山県田辺市新庄町1619-1 0739-22-2441

和歌山 ジョーシン有田川店キッズランド 和歌山県有田郡有田川町天満２９１－１ 0737-52-4981

和歌山 ジョーシン御坊店キッズランド 和歌山県御坊市薗３３６－１ 0738-23-0301

和歌山 ジョーシン和歌山店キッズランド 和歌山市中島368 073-425-0801

中国



岡山 エディオン 倉敷本店 岡山県倉敷市笹沖１２０９ - １ 086-422-2011

岡山 エディオン 津山本店 岡山県津山市川崎 147    0868-26-5111

岡山 エディオン 下中野店 岡山県岡山市北区下中野五ノ坪441 086-245-0311

岡山 エディオン 東川原店 岡山県岡山市中区東川原２１５－１ 086-270-2711

岡山 おもちゃ王国　トイズスタジアム 岡山県玉野市滝1640-1 0863-71-4488

岡山 ゆめらんど　児島店 岡山県倉敷市児島駅前2-35天満屋ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝ児島店2F 086-472-3746

岡山 コドモ館 イオン水島店 岡山県倉敷市水島高砂町3-11 086-446-5556

岡山 コドモ館  トピア店 岡山県倉敷市児島駅前2-35 086-473-7655

岡山 トイザらス・ベビーザらス　岡山店 岡山県岡山市北区岡南町 2-6-52　 086-231-4692

岡山 トイザらス・ベビーザらス　倉敷店 岡山県倉敷市水江 1　イオンモール倉敷１Ｆ 086-421-0770

岡山 イトーヨーカドー 岡山店 岡山県岡山市下石井２－１０－２　玩具売場 086-233-1001

岡山 こどもや岡南店 岡山県岡山市南区築港新町1-18-5天満屋ハピータウン岡南店内 086-265-0712

岡山 株式会社　太陽コーポレーション 岡山県和気郡和気町福富613-9 0869-93-1778

広島 エディオン 広島本店 広島県広島市中区紙屋町2-1-18 082-247-5111

広島 エディオン　福山本店 広島県福山市入船町一丁目8-15 084-923-1566

広島 エディオン　呉本店 広島県呉市西中央４－１－４８ 0823(21)4931

広島 エディオン 東広島本店 広島県東広島市西条町大字御薗４５９８－１  082-423-3211

広島 エディオン 廿日市店 広島県廿日市市新宮 1-9-34   082-932-1115 

広島 エディオン 海田店 広島県安芸郡海田町南つくも町13-18 082-823-3811

広島 エディオン アルパーク南店 広島県広島市西区商工センター２丁目５番１号 082-276-8111

広島 トイザらス・ベビーザらス　福山店 広島県福山市東深津町 3-21-47　 084-927-3084

広島 トイザらス　広島八木店 広島県広島市安佐南区八木 1-28-9　 082-873-4630

広島 トイザらス　広島宇品店 広島県広島市南区宇品西 2-16-51　ベイシティ宇品　２Ｆ 082-255-9935

広島 トイザらス・ベビーザらス　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 082-284-5716

広島 イトーヨーカドー 福山店 広島県福山市入船町３－１－６０　玩具売場 084-923-0210

広島 ホビーゾーン　アルパーク店 広島県広島市西区草津新町2-26-1アルパーク東棟3F 082-942-5857

広島 ABCP＋　三次店 広島県三次市十日市中1-1-10　CCプラザ内1F 0824-63-8578

山口 エディオン下関店 山口県下関市竹崎町４－７－１ 083(229)1511

山口 トイザらス　下関店 山口県下関市ゆめタウン 1-1　ゆめタウン長府内 083-248-0080

山口 トイザらス　山口店 山口県山口市大内長野581　ザ・ビッグ大内店　２Ｆ 083-927-9990

山口 グリムランドシーモール下関店 山口県下関市竹崎町4-4-8 083-222-6518



山口 山陽トーイ 山口県柳井市南町2-5-17 0820-23-1835

山口 コオノおもちゃ屋さん 山口県岩国市玖珂町1082-26 0827-81-0117

島根 エディオン 益田店 島根県益田市高津７丁目１０-３ 0856-23-5111

鳥取 エディオン 米子店 鳥取県米子市米原５丁目６－３１ 0859-33-7211

鳥取 エディオン 新鳥取本店 鳥取県鳥取市安長７１－１ 0857-31-2611

鳥取 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ゾーン　２Ｆ 0857-31-0666

四国
愛媛 エディオン　松山本店 愛媛県松山市宮西１丁目３－１ 089-933-2311

愛媛 エディオン イオンモール新居浜店 愛媛県新居浜市前田町８－８ 0897-32-7711

愛媛 エディオン 今治本店 愛媛県今治市馬越町２－４－１０ 0898-33-8111

愛媛 トイザらス　松山店 愛媛県松山市朝生田町 4-4-32　 089-935-6218

愛媛 トイザらス・ベビーザらス　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 0897-32-1100

愛媛 りぼん アクトピア大洲店 愛媛県大洲市中村246-1ｱｸﾄﾋﾟｱ大洲4F 0893-24-6327

香川 エディオン 高松春日店 香川県高松市春日町字川尻１０２８－１ 087-841-2411

香川 スミレヤ 香川県丸亀市通町24 0877-23-4560

香川 トイザらス　高松店 香川県高松市屋島西町字百石 1912-1　パワーシティ屋島　２Ｆ 087-843-6816

香川 トイザらス・ベビーザらス　丸亀店 香川県丸亀市蓬莱町 56-1　パブリックプラザ丸亀内 0877-21-3123

高知 トイザらス・ベビーザらス　高知店 高知県高知市秦南町 1-4-8ｲｵﾝﾓｰﾙ高知 2F 088-823-4300

徳島 エディオン 徳島藍住店 徳島県板野郡藍住町住吉字千鳥ヶ浜８７番の２ 088-693-2011

徳島 トイザらス・ベビーザらス　徳島店 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須174　フジグラン北島　２Ｆ 088-697-0530

徳島 おもちゃのイルカ 徳島県板野郡藍住町奥野字西中須ゆめタウン徳島2F 088-677-9937

九州
沖縄 トイザらス・ベビーザらス　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 098-865-5566

沖縄 トイザらス・ベビーザらス　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理事業区域内4街区イオンモール沖縄ライカム4F 098-933-7177

宮崎 トイザらス・ベビーザらス　宮崎店 宮崎県宮崎市中村西 3-94-1　エディオン宮崎本店　２Ｆ 0985-54-4776

熊本 エディオン 熊本本店 熊本県熊本市御領3-18-1 096-388-2311

熊本 エディオン サンリブシティくまなん店 熊本県熊本市中央区平成３丁目２０－１ 096-370-6811

熊本 トイザらス　熊本店 熊本県熊本市東区上南部 2-2-2　ゆめタウンサンピアン　１Ｆ 096-389-8800

熊本 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 0964-43-3141

佐賀 エディオン 佐賀本店 佐賀県佐賀市兵庫町西渕１８９０－１ 0952-33-7011

佐賀 トイザらス・ベビーザらス　佐賀店 佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1　ゆめタウン佐賀　１Ｆ 0952-33-8601

鹿児島 エディオン　鹿児島南店 鹿児島県鹿児島市宇宿２－２－１８ 099-813-0005

鹿児島 トイザらス・ベビーザらス　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 099-269-1776

大分 城島高原パーク 大分県別府市城島高原123 0977-22-1227



大分 トイザらス・ベビーザらス　大分店 大分県大分市大字宮崎字スカワ 525　 097-567-9520

長崎 五島シティモール 2Fおやこパンダ 長崎県五島市吉久木町731 0959-75-0003

長崎 トイザらス・ベビーザらス　佐世保店 長崎県佐世保市新港町2-1 　させぼ五番街　３Ｆ　（５３０５０１） 0956-25-5733

福岡 エディオン 八幡黒崎店 福岡県北九州市八幡西区東曲里町２番１６号 093-642-9111

福岡 エディオン 到津店 福岡県北九州市小倉北区上到津3-95-2 093-651-7711

福岡 トイザらス・ベビーザらス　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 093-681-5701

福岡 トイザらス・ベビーザらス　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 092-939-5655

福岡 トイザらス・ベビーザらス　福津店 福岡県福津市日蒔野6-16-1　イオンモール福津　３Ｆ　 0940-42-3500

福岡 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 092-673-6311

福岡 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 0944-56-1553

福岡 トイザらス・ベビーザらス　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 0942-45-5131


