
都道府県 店舗名 住所

北海道 イトーヨーカドー旭川店 北海道旭川市六条14-64

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

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

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

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

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

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

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

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

北海道 イオン札幌桑園店 北海道札幌市中央区北８条西１４丁目２８番地

北海道 イオン旭川西店 北海道旭川市緑町２３丁目２１６１－３

北海道 イオン札幌元町店 北海道札幌市東区北３１条東１５丁目１番１号

北海道 イオン札幌苗穂店 北海道札幌市東区東苗穂２条３丁目１－１

北海道 イオン釧路昭和店 北海道釧路市昭和中央４－１８－１

北海道 イオン札幌平岡店 北海道札幌市清田区平岡3条5丁目3-1

北海道 イオン札幌発寒店 北海道札幌市西区発寒８条１２丁目１番地

北海道 イオン苫小牧店 北海道苫小牧市柳町３丁目１番２０号

北海道 イオン根室店 北海道根室市常盤町３丁目９番地

北海道 イオン室蘭店 北海道室蘭市東町２丁目４番３２号

北海道 イオン登別店 北海道登別市若山町４丁目３３－１

北海道 イオン厚岸店 北海道厚岸郡厚岸町港町１丁目３９番地

北海道 イオン静内店 北海道日高郡新ひだか町静内末広町２丁目２番１号

北海道 イオン伊達店 北海道伊達市末永町８番地１

北海道 イオン旭川永山店 北海道旭川市永山３条１２丁目２番１１号

北海道 イオン余市店 北海道余市郡余市町黒川町１２丁目６２番１号

北海道 イオン釧路店 北海道釧路郡釧路町桂木１丁目１番地７

北海道 イオン江別店 北海道江別市幸町３５番地

北海道 イオン札幌藻岩店 北海道札幌市南区川沿２条２丁目１番１号

北海道 イオン帯広店 北海道帯広市西４条南２０丁目１番地

北海道 イオン旭川春光店 北海道旭川市春光町１０番地

北海道 イオン千歳店 北海道千歳市栄町６丁目５１番地

北海道 イオン小樽店 北海道小樽市築港１１番６号

北海道 イオン北見店 北海道北見市北進町１丁目１番１号

北海道 イオン岩見沢店 北海道岩見沢市大和４条８丁目１番地

北海道 イオン名寄店 北海道名寄市字徳田８０番地１

北海道 イオンスーパーセンター三笠店 北海道三笠市岡山１０５９の１

北海道 イオンスーパーセンター石狩緑苑台店 北海道石狩市緑苑台中央１丁目２番

北海道 イオンスーパーセンター手稲山口店 北海道札幌市手稲区明日風６丁目１番１号

北海道 イオン新さっぽろ店 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5-7-1

北海道 イオン札幌麻生店 北海道札幌市北区北３９条西４-１-５

北海道 イオン東札幌店 北海道札幌市白石区東札幌3条2-1

北海道 イオン上磯店 北海道北斗市七重浜４-４４-１

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

北海道 トイザらス旭川店 北海道旭川市永山12条 3-122-55 ｳｴｽﾀﾝﾊﾟﾜｰｽﾞ内

北海道 トイザらス苫小牧店 北海道苫小牧市柳町 4-5-35 ﾎｸﾚﾝｼｮｯﾌﾟ内

北海道 トイザらス函館店 北海道函館市石川町 52-15 CENTRE MARUYAMA内

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 ｽｰﾊﾟｰｵｰｹｰｾﾝﾀｰ音更店内

北海道 トイザらス釧路店 北海道釧路市昭和中央 3-3-8

北海道 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

北海道 ポケモンセンターサッポロ 北海道札幌市中央区北5条西2丁目1番地1　札幌エスタ9F

北海道 ポケモンストア 新千歳空港店 北海道千歳市美々987 新千歳空港国内線ターミナルビル2階

青森県 イトーヨーカドー弘前店 青森県弘前市大字駅前3-2-1

青森県 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

青森県 イトーヨーカドー八戸沼館店 青森県八戸市沼館4-7-111

青森県 イトーヨーカドー青森店 青森県青森市浜田1-14-1

青森県 イオン八戸田向店 青森県八戸市大字田向字毘沙門平27-1

青森県 イオン青森店 青森県青森市緑3-9-2

青森県 イオン藤崎店 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田1-7-1

青森県 イオンつがる柏店 青森県つがる市柏稲盛幾世41

青森県 イオン七戸十和田駅前店 青森県上北郡七戸町字荒熊内６７－９９０

青森県 イオン下田店 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1

青森県 イオンスーパーセンター十和田店 青森県十和田市大字相坂字六日町山166番1

青森県 トイザらス青森店 青森県青森市三好 2-3-11 ｶﾞｰﾗﾀｳﾝ

青森県 トイザらス八戸店 青森県八戸市沼館 4-7-110 ﾋﾟｱﾄﾞｩ内

岩手県 イトーヨーカドー花巻店 岩手県花巻市下小舟渡118-1

岩手県 イオン一関店 岩手県一関市山目字泥田８９－１



岩手県 イオン江釣子店 岩手県北上市北鬼柳19-68

岩手県 イオン盛岡南店 岩手県盛岡市本宮七丁目一番一号

岩手県 イオン前沢店 岩手県奥州市前沢区向田2-85

岩手県 イオン盛岡店 岩手県盛岡市前潟4-7-1

岩手県 イオンスーパーセンター釜石店 岩手県釜石市港町２丁目1番1号

岩手県 イオンスーパーセンター水沢桜屋敷店 岩手県奥州市水沢区字桜屋敷西28番地10

岩手県 イオンスーパーセンター金ヶ崎店 岩手県胆沢郡金ヶ崎町三ケ尻荒巻165

岩手県 イオンスーパーセンター一関店 岩手県一関市弧禅寺字石ノ瀬11番1号

岩手県 イオンスーパーセンター盛岡渋民店 岩手県盛岡市玉山区渋民字鶴飼20-1

岩手県 イオンスーパーセンター陸前高田店 岩手県陸前高田市米崎町字川崎２２６番地

岩手県 トイザらス北上店 岩手県北上市有田町 10-3

岩手県 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

宮城県 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

宮城県 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

宮城県 イオン船岡店 宮城県柴田郡柴田町西船迫2-1-15

宮城県 イオン多賀城店 宮城県多賀城市町前4-1-1

宮城県 イオン気仙沼店 宮城県気仙沼市字赤岩舘下6-1外

宮城県 イオン仙台中山店 宮城県仙台市泉区南中山1-35-40

宮城県 イオン古川店 宮城県大崎市古川旭2-2-1

宮城県 イオン利府店 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前22

宮城県 イオン石巻店 宮城県石巻市蛇田字新金沼170番地

宮城県 イオン仙台幸町店 宮城県仙台市宮城野区幸町5-10-1

宮城県 イオン富谷店 宮城県黒川郡富谷町大清水1丁目33-1

宮城県 イオン名取店 宮城県名取市杜せきのした5丁目3番地の1

宮城県 イオン仙台店 宮城県仙台市青葉区中央２－３－６

宮城県 イオンスーパーセンター栗原志波姫店 宮城県栗原市志波姫新熊谷11番

宮城県 イオンスーパーセンター加美店 宮城県加美郡加美町字赤塚178

宮城県 イオンスーパーセンター石巻東店 宮城県石巻市流留字七勺1-1

宮城県 イオンスーパーセンター涌谷店 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字洞ヶ崎5番地

宮城県 イオンスーパーセンター鈎取店 宮城県仙台市太白区鈎取本町1-21-1

宮城県 イオンスーパーセンター佐沼店 宮城県登米市南方町新島前46番地1

宮城県 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

宮城県 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

宮城県 トイザらス仙台泉大沢店 宮城県仙台市泉区大沢 1-5-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ仙台泉大沢 2F

宮城県 ポケモンセンタートウホク 宮城県仙台市青葉区中央1丁目3-1 ショップ＆ワンダーアエル3F

秋田県 イオン横手店 秋田県横手市安田字向田１４７

秋田県 イオン土崎港店 秋田県秋田市土崎港南2-3-41

秋田県 イオン大曲店 秋田県大仙市和合字坪立177番地

秋田県 イオン能代店 秋田県能代市柳町11-1

秋田県 イオンキッズリパブリック御所野店 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1

秋田県 イオン中仙店 秋田県大仙市北長野字袴田188

秋田県 イオン秋田中央店 秋田県秋田市楢山川口境５－１１

秋田県 イオンスーパーセンター五城目店 秋田県南秋田郡五城目町大川西野字田屋前138

秋田県 イオンスーパーセンター本荘店 秋田県由利本荘市石脇字田中138

秋田県 イオンスーパーセンター横手南店 秋田県横手市大字婦気大堤中田4-1

秋田県 イオンスーパーセンター大館店 秋田県大館市字大田面238

秋田県 イオンスーパーセンター湯沢店 秋田県湯沢市字上荻生田162

秋田県 イオンスーパーセンター美郷店 秋田県仙北郡美郷町南町字南高野34番

秋田県 トイザらス秋田店 秋田県秋田市卸町 1-135-1

山形県 イオン米沢店 山形県米沢市春日２－１３－４

山形県 イオン酒田南店 山形県酒田市あきほ町120-1

山形県 イオン山形北店 山形県山形市馬見ヶ崎2-12-19

山形県 イオン東根店 山形県東根市さくらんぼ駅前3-7-15

山形県 イオン山形南店 山形県山形市若宮3-7-8

山形県 イオン三川店 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128-1

山形県 イオンスタイル天童 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内34街区

山形県 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

福島県 イトーヨーカドー平店 福島県いわき市平六町目6-2

福島県 イトーヨーカドー福島店 福島県福島市太田町13-4

福島県 イトーヨーカドー郡山店 福島県郡山市西ノ内2-11-40

福島県 イオンいわき店 福島県いわき市平字三倉６８－１

福島県 イオン福島店 福島県福島市南矢野目字西荒田５０番地の１７

福島県 イオン相馬店 福島県相馬市馬場野字雨田51

福島県 イオン郡山ﾌｪｽﾀ店 福島県郡山市日和田町字小原1

福島県 イオン白河西郷店 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字岩下11-1

福島県 イオンスーパーセンター鏡石店 福島県岩瀬郡鏡石町桜岡375-9

福島県 イオンスーパーセンター南相馬店 福島県南相馬市原町区大木戸字金場77番地



福島県 アピタ　会津若松店 福島県会津若松市神指町大字南四合字幕内南１５４番地

福島県 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

福島県 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

福島県 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

茨城県 イトーヨーカドー古河店 茨城県古河市雷電町1-18

茨城県 イトーヨーカドー日立店 茨城県日立市幸町1-16-1

茨城県 イトーヨーカドー竜ヶ崎店 茨城県龍ヶ崎市小柴5-1-2

茨城県 イオンつくば店 茨城県つくば市稲岡66-1

茨城県 イオンつくば駅前店 茨城県つくば市吾妻1-7-1

茨城県 イオン石岡店 茨城県石岡市大字石岡2752-2

茨城県 イオンスタイル水戸内原 茨城県水戸市中原町字西135番地

茨城県 イオン下妻店 茨城県下妻市堀籠972-1

茨城県 イオン笠間店 茨城県笠間市赤坂8

茨城県 イオン常陸大宮店 茨城県常陸大宮市下村田2387

茨城県 イオン土浦店 茨城県土浦市上高津367

茨城県 イオン那珂町店 茨城県那珂市竹ノ内3-6-5

茨城県 イオン東海店 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東4丁目1番1号

茨城県 イオン鹿嶋店 茨城県鹿嶋市宮中290-1

茨城県 イオン古河店 茨城県古河市旭町１－２－１７

茨城県 イオン高萩店 茨城県高萩市安良川２３１－１

茨城県 アピタ　佐原東店 茨城県稲敷市西代１４８０番地　　　

茨城県 トイザらス龍ケ崎店 茨城県龍ケ崎市小柴 1-7

茨城県 トイザらス水戸店 茨城県水戸市河和田町 3637-1

茨城県 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

栃木県 イトーヨーカドー小山店 栃木県小山市駅東通り2-3-15

栃木県 イトーヨーカドー宇都宮店 栃木県宇都宮市陽東6-2-1

栃木県 イオン栃木店 栃木県栃木市箱森町37-9

栃木県 イオン小山店 栃木県小山市中久喜1467-1

栃木県 イオン今市店 栃木県日光市豊田79-1

栃木県 イオンスタイル佐野新都市 栃木県佐野市高萩町1324-1

栃木県 ザ・ビッグエクストラ那須塩原店 栃木県那須塩原市島方455番地

栃木県 ザ・ビッグエクストラさくら店 栃木県さくら市桜野1551

栃木県 アピタ　足利店 栃木県足利市朝倉町２４５番地

栃木県 アピタ　宇都宮店 栃木県宇都宮市江曽島本町２２番７号　　

栃木県 トイザらス小山店 栃木県小山市神山 2-9-33

栃木県 トイザらス宇都宮店 栃木県宇都宮市鶴田町 208-1

栃木県 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

栃木県 ザ・ビッグエクストラ真岡店 栃木県真岡市台町2668

群馬県 イトーヨーカドー藤岡店 群馬県藤岡市藤岡831

群馬県 イトーヨーカドー伊勢崎店 群馬県伊勢崎市連取町1507

群馬県 イオン高崎店 群馬県高崎市棟高町１４００番地

群馬県 イオン太田店 群馬県太田市石原町81番地

群馬県 イオンモントイズ太田店 群馬県太田市石原町81番地

群馬県 ピアゴ　藤岡店 群馬県藤岡市藤岡４１６番地４

群馬県 アピタ　高崎店 群馬県高崎市矢中町字渕ノ内６６８番地１

群馬県 アピタ　館林店 群馬県館林市楠町３６４８番地１号

群馬県 アピタ　笠懸店 群馬県みどり市笠懸町阿左美１２８５番地の1

群馬県 アピタ　伊勢崎東店 群馬県伊勢崎市三室町５３３０番地

群馬県 アピタ　前橋店 群馬県前橋市文京町ニ丁目１番１号

群馬県 トイザらス太田店 群馬県太田市飯塚町 1933-2

群馬県 トイザらス前橋店 群馬県前橋市鳥羽町 164-1

群馬県 トイザらス伊勢崎店 群馬県伊勢崎市連取町 3025-2

埼玉県 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

埼玉県 イトーヨーカドー久喜店 埼玉県久喜市久喜中央4-9-11

埼玉県 イトーヨーカドー坂戸店 埼玉県坂戸市日の出町5-30

埼玉県 イトーヨーカドー大宮店 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-6

埼玉県 イトーヨーカドー上尾店 埼玉県上尾市谷津2-1-1

埼玉県 イトーヨーカドー草加店 埼玉県草加市高砂2-7-1

埼玉県 イトーヨーカドー和光店 埼玉県和光市丸山台1-9-3

埼玉県 イトーヨーカドー春日部店 埼玉県春日部市中央1-13-1

埼玉県 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

埼玉県 イトーヨーカドー錦町店 埼玉県蕨市錦町1-12-1

埼玉県 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

埼玉県 イトーヨーカドー三郷店 埼玉県三郷市天神2-22

埼玉県 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

埼玉県 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

埼玉県 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



埼玉県 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 イオン熊谷店 埼玉県熊谷市本石２－１３５

埼玉県 イオン春日部店 埼玉県春日部市下柳420-1

埼玉県 イオン入間店 埼玉県入間市上藤沢462-1

埼玉県 イオン川口前川店 埼玉県川口市前川1-1-11

埼玉県 イオン羽生店 埼玉県羽生市川崎2丁目281番地3

埼玉県 イオン川口店 埼玉県川口市安行領根岸字外谷田3180-1

埼玉県 イオンスタイル北戸田 埼玉県戸田市美女木東1-3-1

埼玉県 イオンスタイルﾚｲｸﾀｳﾝ 埼玉県越谷市東町2丁目8番地

埼玉県 イオン狭山店 埼玉県狭山市上奥富1126-1

埼玉県 イオン武蔵狭山店 埼玉県狭山市入間川３－３１－５

埼玉県 イオンせんげん台店 埼玉県越谷市千間台西3-2-12

埼玉県 イオン新座店 埼玉県新座市東北２－３２－１２

埼玉県 イオン大井店 埼玉県ふじみ野市ふじみ野１－２－１

埼玉県 イオン南越谷店 埼玉県　越谷市南越谷１－２８７６－１

埼玉県 イオン所沢店 埼玉県　所沢市東町５－２２

埼玉県 イオン北本店 埼玉県　北本市中央４－６３

埼玉県 イオン大宮西店 埼玉県さいたま市西区三橋6-607-13

埼玉県 イオン与野店 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9

埼玉県 イオン浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区大門3710

埼玉県 イオン北浦和店 埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－２０－２９

埼玉県 イオン大宮店 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－５７４－１

埼玉県 アピタ　本庄店 埼玉県本庄市南一丁目２番１０号

埼玉県 ピアゴ　川本店 埼玉県深谷市上原４６４番地

埼玉県 ピアゴ　大桑店 埼玉県加須市鳩山町１０番地１０

埼玉県 アピタ　吹上店 埼玉県鴻巣市袋９０番地の１　　　

埼玉県 アピタ　岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区大字大口８００番地

埼玉県 アピタ　東松山店 埼玉県東松山市あずま町四丁目3番

埼玉県 トイザらス岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区城町 2-6-28

埼玉県 トイザらス川越店 埼玉県川越市福田 1017-1

埼玉県 トイザらス熊谷店 埼玉県熊谷市代 1067

埼玉県 トイザらス入間店 埼玉県入間市豊岡 2-1-1 ｻｲｵｽ 2F

埼玉県 トイザらス越谷店 埼玉県越谷市上間久里 308-1

埼玉県 トイザらス蕨店 埼玉県蕨市北町 5-4-32

埼玉県 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

埼玉県 トイザらス桶川店 埼玉県桶川市西 2-9-36 ﾏﾒﾄﾗｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 2F

埼玉県 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

埼玉県 トイザらス所沢店 埼玉県所沢市北原町 1404

埼玉県 トイザらスSBS 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

埼玉県 トイザらス久喜菖蒲店 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲 6005-1 ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲 3F

千葉県 イトーヨーカドーザ･プライス五香店 千葉県松戸市常盤平5-22-3

千葉県 イトーヨーカドー姉崎店 千葉県市原市姉崎鐙田645-1

千葉県 イトーヨーカドー松戸店 千葉県松戸市松戸1149

千葉県 イトーヨーカドー船橋店 千葉県船橋市本町7-6-1

千葉県 イトーヨーカドー八柱店 千葉県松戸市日暮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

千葉県 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

千葉県 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

千葉県 イトーヨーカドー成田店 千葉県成田市公津の杜4-5-3

千葉県 イトーヨーカドー新浦安店 千葉県浦安市明海4-1-1

千葉県 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

千葉県 イトーヨーカドー四街道店 千葉県四街道市中央５番地

千葉県 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

千葉県 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

千葉県 イトーヨーカドーｱﾘｵ 柏店 千葉県柏市大島田950-1

千葉県 イオン銚子店 千葉県銚子市三崎町2丁目2660-1

千葉県 イオン柏店 千葉県柏市豊町2-5-25

千葉県 イオン八千代緑が丘店 千葉県八千代市緑が丘2丁目1番3

千葉県 イオンモール津田沼　キッズ共和国 千葉県習志野市津田沼1-23-1

千葉県 イオン八街店 千葉県八街市文違301

千葉県 イオン茂原店 千葉県茂原市六ツ野字高師野2799-4

千葉県 イオン高根木戸店 千葉県船橋市習志野台1-1-3

千葉県 イオン臼井店 千葉県佐倉市王子台1-23

千葉県 イオンノア店 千葉県野田市中根36-1

千葉県 イオン大網白里店 千葉県大網白里市みやこ野1-1-2

千葉県 イオン鴨川店 千葉県鴨川市横渚973-1

千葉県 イオン旭店 千葉県旭市イ-2676



千葉県 イオン成田店 千葉県成田市ウィング土屋24地

千葉県 イオン千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ店 千葉県印西市中央北3-1-1

千葉県 イオンモール船橋　イオンデジタルワールド千葉県船橋市山手１－１－８　デジタルワールド

千葉県 イオン館山店 千葉県館山市八幡545-1

千葉県 イオン鎌ヶ谷店 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-7-1

千葉県 イオンスタイル木更津 千葉県木更津市築地１－４

千葉県 イオンキッズリパブリックユーカリが丘店 千葉県佐倉市西ユーカリが丘6-12-3

千葉県 イオン北小金店 千葉県松戸市小金１番地

千葉県 イオン市川妙典店 千葉県市川市妙典５－３－１

千葉県 ﾎﾞﾝﾍﾞﾙﾀ成田店 千葉県成田市赤坂2-1-10

千葉県 イオン新浦安店 千葉県浦安市入船１－４－１

千葉県 イオン南行徳店 千葉県市川市南行徳２－２０－２５

千葉県 イオンマリンピア店 千葉県千葉市美浜区高洲3-13-1

千葉県 イオンスタイル鎌取 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-16-1

千葉県 イオンスタイル幕張新都心 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1　グランドモール

千葉県 イオンモール幕張新都心　KIDS REPUBLIC千葉県千葉市美浜区豊砂1-5 ﾌｧﾐﾘｰﾓｰﾙ

千葉県 イオン幕張店 千葉県千葉市美浜区ひび野1-3

千葉県 イオン稲毛店 千葉県千葉市稲毛区小仲台１－４－２０

千葉県 ダイエー新松戸店 千葉県松戸市新松戸３－２－２

千葉県 アピタ　君津店 千葉県君津市久保一丁目１番１号

千葉県 アピタ　市原店 千葉県市原市青柳北一丁目１番

千葉県 アピタ　木更津店 千葉県木更津市ほたる野四丁目２番４８

千葉県 トイザらス市川店 千葉県市川市鬼高 1-1-1 ﾆｯｹｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞｲｰｽﾄ館 2F

千葉県 トイザらス成田店 千葉県成田市飯仲 9-4

千葉県 トイザらス千葉長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町 330-50 ﾜﾝｽﾞﾓｰﾙ内 1F

千葉県 トイザらス松戸店 千葉県松戸市二ツ木 1781-2 ﾌﾟﾁﾓｰﾙ二ツ木 2F

千葉県 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

千葉県 トイザらス新浦安店 千葉県浦安市日の出 5-1-14

千葉県 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

千葉県 トイザらス蘇我店 千葉県千葉市中央区川崎町 55-3 ﾎｰﾑｽﾞ蘇我店 2F

千葉県 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 西館 2F

千葉県 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　

千葉県 トイザらス千葉ニュータウン店 千葉県印西市中央北３丁目２イオンモール千葉ニュータウン 2F

千葉県 ポケモンセンタートウキョーベイ 千葉県船橋市浜町2-1-1 三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY 西館2階

千葉県 ポケモンストア 成田空港店 千葉県成田市成田国際空港内第2旅客ターミナルビル本館4階

東京都 イトーヨーカドー東村山店 東京都東村山市本町2-2-19

東京都 イトーヨーカドー竹の塚店 東京都足立区竹の塚5-17-1

東京都 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

東京都 イトーヨーカドーザ･プライス滝山店 東京都東久留米市滝山4-13-10

東京都 イトーヨーカドー小岩店 東京都江戸川区西小岩1-24-1

東京都 イトーヨーカドー多摩センター店 東京都多摩市落合1-44

東京都 イトーヨーカドー綾瀬店 東京都足立区綾瀬3-4-25

東京都 イトーヨーカドー昭島店 東京都昭島市田中町562-1

東京都 イトーヨーカドー四つ木店 東京都葛飾区四つ木2-21-1

東京都 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

東京都 イトーヨーカドー赤羽店 東京都北区赤羽西1-7-1

東京都 イトーヨーカドー大井町店 東京都品川区大井1-3-6

東京都 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

東京都 イトーヨーカドー葛西店 東京都江戸川区東葛西9-3-3

東京都 イトーヨーカドー八王子店 東京都八王子市狭間町1462-1

東京都 イトーヨーカドー木場店 東京都江東区木場1-5-30

東京都 イトーヨーカドー拝島店 東京都昭島市松原町3-2-12

東京都 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

東京都 イトーヨーカドー国領店 東京都調布市国領町8-2-64

東京都 イトーヨーカドー大森店 東京都大田区大森北2-13-1

東京都 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

東京都 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丁目20番1

東京都 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

東京都 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　

東京都 イトーヨーカドー曳舟店 東京都墨田区京島1-2-1

東京都 イオン日の出店 東京都西多摩郡日の出町大字平井237番地3

東京都 イオン板橋店 東京都板橋区徳丸２－６－１

東京都 イオン東久留米店 東京都東久留米市南沢５丁目１７番６２号

東京都 イオンモール東久留米　デジタルワールド 東京都東久留米市南沢５丁目１７番６２号　デジタル売場

東京都 イオンむさし村山店 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3

東京都 ザ・ビッグ昭島店 東京都昭島市宮沢町500番地1

東京都 イオン南砂店 東京都江東区南砂6-7-15



東京都 イオン葛西店 東京都江戸川区西葛西3-9-19

東京都 イオン東雲店 東京都江東区東雲1丁目9番10号

東京都 イオン品川ｼｰｻｲﾄﾞ店 東京都品川区東品川4-12-5

東京都 イオンスタイル板橋前野町 東京都板橋区前野町4-21-22

東京都 イオン西新井店 東京都足立区梅島３－３２－７

東京都 イオン赤羽北本通り店 東京都北区神谷３－１２－１

東京都 イオン練馬店 東京都練馬区光が丘５－１－１

東京都 ダイエー西台店 東京都板橋区蓮根３－８－１２

東京都 ダイエー小平店 東京都小平市小川東町２－１２－１

東京都 ダイエー成増店 東京都板橋区成増２－２１－２

東京都 トイザらス武蔵村山店 東京都西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷 729-2

東京都 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

東京都 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

東京都 トイザらス町田多摩境店 東京都町田市小山ｹ丘 1-7-2

東京都 トイザらス多摩店 東京都多摩市東寺方 660-1

東京都 トイザらスとしまえん店 東京都練馬区春日町 1-1-1

東京都 トイザらス府中駅前店 東京都府中市宮町 1-50 くるる B1F

東京都 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

東京都 ポケモンセンターメガトウキョー 東京都豊島区東池袋3-1-2　サンシャインシティ アルパ 2F

東京都 ポケモンストア 東京駅店 東京都千代田区丸の内1-9-1　東京駅一番街B1F　東京キャラクターストリート内

東京都 ポケモンセンタースカイツリータウン 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　イーストヤード5階

神奈川県 イトーヨーカドー相模原店 神奈川県相模原市松が枝町17-1

神奈川県 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

神奈川県 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

神奈川県 イトーヨーカドー厚木店 神奈川県厚木市中町4-13-1

神奈川県 イトーヨーカドーたまプラーザ店 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-6-1

神奈川県 イトーヨーカドー大船店 神奈川県鎌倉市大船6-1-1

神奈川県 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

神奈川県 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

神奈川県 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

神奈川県 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

神奈川県 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

神奈川県 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

神奈川県 イトーヨーカドー古淵店 神奈川県相模原市古淵3-13-33

神奈川県 イトーヨーカドー小田原店 神奈川県小田原市中里296-1

神奈川県 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

神奈川県 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

神奈川県 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

神奈川県 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

神奈川県 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

神奈川県 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

神奈川県 イトーヨーカドー湘南台店 神奈川県藤沢市石川6-2-1

神奈川県 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

神奈川県 イトーヨーカドーららぽーと横浜店 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1

神奈川県 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

神奈川県 イオンつきみ野店 神奈川県大和市つきみ野１－６－１

神奈川県 イオン橋本店 神奈川県相模原市橋本６－２－１

神奈川県 イオン大和鶴間店 神奈川県大和市下鶴間1-2-1

神奈川県 イオン茅ヶ崎中央店 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16

神奈川県 イオン大和店 神奈川県大和市都市計画事業渋谷南部地区土地区画整理事業地内７４街区１外

神奈川県 イオン久里浜店 神奈川県横須賀市久里浜5丁目13－1

神奈川県 イオン相模原店 神奈川県相模原市南区古淵2-10-1

神奈川県 イオン秦野店 神奈川県秦野市入船町12-1

神奈川県 イオン海老名店 神奈川県海老名市中央２－４－１

神奈川県 イオンスタイル湘南茅ヶ崎 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎２－７－７１

神奈川県 イオン厚木店 神奈川県厚木市中町１－５－１０

神奈川県 イオン横須賀店 神奈川県横須賀市本町２－１－１２

神奈川県 イオン横浜新吉田店 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-49-1

神奈川県 イオン金沢ｼｰｻｲﾄﾞ店 神奈川県横浜市金沢区並木2-13-1

神奈川県 イオン駒岡店 神奈川県横浜市鶴見区駒岡町5-6-1

神奈川県 イオン天王町店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町３

神奈川県 イオン東神奈川店 神奈川県横浜市神奈川区富家町１

神奈川県 イオン新百合ヶ丘店 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－１９

神奈川県 イオン本牧店 神奈川県横浜市中区本牧原７－１

神奈川県 イオン戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区吉田町８８４

神奈川県 イオン金沢八景店 神奈川県横浜市金沢区泥亀１－２７－１

神奈川県 イオン東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３５－１



神奈川県 ピアゴ　座間店 神奈川県座間市入谷一丁目４１６番地の２

神奈川県 アピタ　戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町７６９番１

神奈川県 ピアゴ　大口店 神奈川県横浜市神奈川区神之木町２番３０号

神奈川県 アピタ　長津田店 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4丁目７の１

神奈川県 トイザらス厚木店 神奈川県厚木市妻田東 3-25-24

神奈川県 トイザらス磯子店 神奈川県横浜市磯子区磯子 3-4-23

神奈川県 トイザらス秦野店 神奈川県秦野市曽屋 4784

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

神奈川県 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 トイザらス平塚店 神奈川県平塚市代官町 33-1 OSC湘南ｼﾃｨ 1F

神奈川県 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

神奈川県 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

神奈川県 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

神奈川県 トイ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

神奈川県 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

神奈川県 トイザらス横須賀店 神奈川県横須賀市平成町 3-28-2 nojimaﾓｰﾙ横須賀 1F

神奈川県 ポケモンセンターヨコハマ 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1　ランドマークプラザ4F

新潟県 イトーヨーカドー直江津店 新潟県上越市西本町3-8-8

新潟県 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

新潟県 イトーヨーカドー丸大柏崎店 新潟県柏崎市駅前2-3-7

新潟県 イトーヨーカドー長岡店 新潟県長岡市城内町2-3-12

新潟県 イオン新潟西店 新潟県新潟市西区小新南２－１－１０

新潟県 イオン新潟青山店 新潟県新潟市西区青山2-5-1

新潟県 イオン新潟南店 新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目

新潟県 イオン新発田店 新潟県新発田市住吉町5丁目11番5号

新潟県 イオン三条店 新潟県三条市西裏館2-12-20

新潟県 イオン長岡店 新潟県長岡市古正寺1丁目249-1

新潟県 イオン新潟東店 新潟県新潟市東区大形本町3-1-2

新潟県 イオン村上東店 新潟県村上市仲間町200

新潟県 イオン十日町店 新潟県十日町市字川端丑784-1

新潟県 イオン白根店 新潟県新潟市南区能登409-2

新潟県 イオン六日町店 新潟県南魚沼市余川3100

新潟県 イオン上越店 新潟県上越市富岡3457

新潟県 イオン小千谷店 新潟県小千谷市大字平沢新田字荒田339

新潟県 イオン県央店 新潟県燕市井土巻３－６５

新潟県 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

新潟県 アピタ　新潟西店 新潟県新潟市西区小新474番地

新潟県 アピタ　長岡店 新潟県長岡市千秋二丁目２７８番地

新潟県 トイザらス新潟店 新潟県新潟市中央区上近江 4-12-20 ﾃﾞｯｷｨ401内

新潟県 トイザらス長岡店 新潟県長岡市川崎町 1436-5

富山県 イオン高岡南店 富山県高岡市下伏間江383番地

富山県 イオン高岡店 富山県高岡市江尻331-1

富山県 イオンモールとなみ　キッズリパブリック 富山県砺波市　中神土地区画整理事業地 31街区 1

富山県 アピタ　富山店 富山県富山市上袋１００番６８

富山県 ピアゴ　小矢部店 富山県小矢部市今石動町ニ丁目９番１８号     

富山県 アピタ　富山東店 富山県富山市上冨居三丁目８番３８号             

富山県 アピタ　砺波店 富山県砺波市太郎丸三丁目６９番地             

富山県 アピタ　魚津店 富山県魚津市住吉６００番地

富山県 アピタ　黒部店 富山県黒部市前沢字北１０１７番地４

富山県 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

富山県 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

富山県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ小杉店 富山県射水市三ケ２６０２　　　　　　　　

富山県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ富山店 富山県富山市婦中町下轡田１６５番地の１

富山県 ポケモンストア　北陸小矢部店 富山県小矢部市西中野972-1　三井アウトレットパーク北陸小矢部2階　20070　ポケモンストアアウトレット

石川県 イオンスタイルかほく 石川県かほく市 内日角 タ(ｳﾁﾋｽﾐ-ﾀ) 25番

石川県 イオン小松店 石川県小松市平面町ア69

石川県 イオンもりの里店 石川県金沢市もりの里1丁目70番地

石川県 イオン松任店 石川県白山市平松町102-1

石川県 イオン加賀の里店 石川県加賀市上河崎町47-1

石川県 イオン野々市南店 石川県石川郡野々市町上林4-747

石川県 イオン金沢店 石川県金沢市福久町６街区１８

石川県 イオン御経塚店 石川県石川郡野々市町御経塚町２－９１

石川県 アピタ　金沢店 石川県金沢市中村町１０番２０号

石川県 ピアゴ　七尾店 石川県七尾市御祓町１番地        　      

石川県 アピタ　松任店 石川県白山市幸明町２８０番地　

石川県 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

石川県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ小松店 石川県小松市園町ハ２３番地1



石川県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ金沢 石川県金沢市諸江町３０番１号　　　　　　

石川県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ鹿島店 石川県鹿島郡中能登町井田と部１番地１　　　　　　　　

石川県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ加賀店 石川県加賀市作見町ル２５番１　　　　　　　　

石川県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ津幡店 石川県河北郡津幡町北中条1丁目１番地

福井県 ピアゴ　丸岡店 福井県坂井市丸岡町一本田弐字小深町１１番地３　　

福井県 アピタ　敦賀店 福井県敦賀市中央町一丁目５番５号

福井県 アピタ　福井店 福井県福井市飯塚町第１１号１１１番地

福井県 アピタ　福井大和田店 福井県福井市大和田町第３２号２３番地

福井県 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

福井県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ敦賀店 福井県敦賀市白銀町11番５号　　　　　　　　　

福井県 平和堂アル･プラザベル店 福井県福井市花堂南２丁目１６番１号　　　　　　

福井県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞアミ店 福井県坂井市春江町随応寺第16号11番地　　　　

福井県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ鯖江店 福井県鯖江市下河端町１６字下町１６番１　　　　

福井県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ武生店 福井県越前市府中１丁目１１番２号　　　　　　　

山梨県 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

山梨県 イオン甲府昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内１街区

山梨県 イオン石和店 山梨県笛吹市石和町駅前16-1

山梨県 アピタ　田富店 山梨県中央市山之神１３８３－９        

山梨県 アピタ　石和店 山梨県笛吹市石和町窪中島１５４番地

山梨県 アピタ　双葉店 山梨県甲斐市志田字柿木645－1番地

長野県 イトーヨーカドー長野店 長野県長野市権堂町2201

長野県 イトーヨーカドー南松本店 長野県松本市高宮中1-20

長野県 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

長野県 イオン木曽福島店 長野県木曽郡木曽町福島５３９８－１

長野県 イオン上田店 長野県上田市常田2-12-18

長野県 イオン諏訪店 長野県諏訪郡下諏訪町四王湖浜6133

長野県 イオン箕輪店 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪9025

長野県 イオン南松本店 長野県松本市双葉5-20

長野県 イオン飯田店 長野県飯田市上郷飯沼1575

長野県 イオン佐久平店 長野県佐久市佐久平駅南11-10

長野県 イオン中野店 長野県中野市大字一本木252-1

長野県 イオン豊科店 長野県安曇郡豊科４２７２－１０

長野県 ピアゴ　飯田駅前店 長野県飯田市東和町二丁目３５番地

長野県 アピタ　伊那店 長野県伊那市伊那５１９８番地

長野県 アピタ　岡谷店（7/21OPEN） 長野県岡谷市銀座一丁目１番５号

長野県 アピタ　飯田店 長野県飯田市鼎名古熊２４６１番地    

長野県 アピタ　高森店 長野県下伊那郡高森町山吹４５１５番地

長野県 トイザらス長野店 長野県長野市高田 1174 ﾔﾝｸﾞﾌｧﾗｵ 2F

長野県 トイザらス松本店 長野県松本市村井町南 4-21-27

長野県 トイザらス佐久店 長野県佐久市大字岩村田字長塚 1735-1

岐阜県 イオン岐阜店 岐阜県岐阜市正木中1丁目2番1号

岐阜県 イオン関店 岐阜県関市倉知516

岐阜県 イオン各務原店 岐阜県各務原市那加萱場町3-8

岐阜県 イオン大垣店 岐阜県大垣市外野2丁目100番地

岐阜県 イオン柳津店 岐阜県岐阜市柳津町本郷4-1-1

岐阜県 ピアゴ　穂積店 岐阜県瑞穂市馬場春雨町一丁目３２番地　

岐阜県 ピアゴ　川辺店 岐阜県加茂郡川辺町西栃井字東小島３７１番地の１

岐阜県 ピアゴ　笠松店 岐阜県羽島郡笠松町米野字西起５９番地１

岐阜県 ピアゴ　関店 岐阜県関市片倉町１番地の３

岐阜県 ピアゴ　長良店 岐阜県岐阜市福光東一丁目２６番７号

岐阜県 アピタ　飛騨高山店 岐阜県高山市国府町金桶４１番地

岐阜県 ピアゴ　恵那店 岐阜県恵那市長島町正家二丁目２番地１７　

岐阜県 アピタ　岐阜店 岐阜県岐阜市加納神明町六丁目１番地

岐阜県 ピアゴ　瑞浪店 岐阜県瑞浪市薬師町二丁目７２番地

岐阜県 ピアゴ　多治見店 岐阜県多治見市住吉町三丁目１９番地の１

岐阜県 アピタ　北方店 岐阜県本巣郡北方町平成二丁目３番地

岐阜県 アピタ　中津川店 岐阜県中津川市淀川町３番８号

岐阜県 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

岐阜県 アピタ　美濃加茂店 岐阜県美濃加茂市野笹町二丁目５番６５号

岐阜県 アピタ　大垣店 岐阜県大垣市林町六丁目８０番２１　　　　　

岐阜県 アピタ　御嵩店 岐阜県可児郡御嵩町上恵土字西畑　１０５２番　１

岐阜県 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

岐阜県 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

岐阜県 平和堂アル・プラザ鶴見店 岐阜県大垣市鶴見町字上渡瀬６４１番地の２

岐阜県 平和堂大　野　店 岐阜県揖斐郡大野町大字黒野字上柿木１２番地の１

岐阜県 平和堂高　富　店 岐阜県山県市高木１４７３番地

岐阜県 ピアゴ　鶉店 岐阜県岐阜市中鶉７丁目７９番地３  



静岡県 イトーヨーカドー沼津店 静岡県沼津市高島本町1-5

静岡県 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

静岡県 イトーヨーカドー三島店 静岡県三島市中田町9-30

静岡県 イオン清水店 静岡県静岡市清水区上原1丁目6番16号

静岡県 イオン袋井店 静岡県袋井市上山梨4丁目1番地の1

静岡県 イオン浜松志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂町5605番地

静岡県 イオン浜松市野店 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3

静岡県 イオン焼津店 静岡県焼津市祢宜島555番地

静岡県 イオン富士宮店 静岡県富士宮市浅間町1-8

静岡県 イオン浜松西店 静岡県浜松市西区入野町6244-1

静岡県 ピアゴ　袋井店 静岡県袋井市新池字原川田１１５８番地１

静岡県 ピアゴ　香貫店 静岡県沼津市下香貫字汐入２２１６番地　

静岡県 ピアゴ　富士中央店 静岡県富士市青葉町６２５番地

静岡県 ピアゴ　榛原店 静岡県牧之原市細江字濱田１３７１番地１　

静岡県 ピアゴ　上岡田店 静岡県磐田市上岡田字村東８１７番地１　

静岡県 ピアゴ　於呂店 静岡県浜松市浜北区於呂字荒巻９８２番地　

静岡県 ピアゴ　森店 静岡県周智郡森町睦実字鳥喰２３２７番地１　

静岡県 ピアゴ　大覚寺店 静岡県焼津市大覚寺字中ノ島７０９番地　

静岡県 ピアゴ　中里店 静岡県富士市中里字鬼ヶ島2566番地21

静岡県 アピタ　初生店 静岡県浜松市北区初生町６２６番地の１

静岡県 アピタ　掛川店 静岡県掛川市大池２８２６番地

静岡県 アピタ　伊東店 静岡県伊東市玖須美元和田７２０番地の１４３     

静岡県 アピタ　島田店 静岡県島田市宝来町８番２号

静岡県 アピタ　大仁店 静岡県伊豆の国市吉田字九十分１５３番の１　

静岡県 アピタ　浜北店 静岡県浜松市浜北区貴布祢１２００番地　　

静岡県 アピタ　静岡店 静岡県静岡市駿河区石田一丁目５番１号

静岡県 ピアゴ　浜松泉町店 静岡県浜松市中区泉一丁目６番１号

静岡県 アピタ　富士吉原店 静岡県富士市国久保二丁目１番１０号

静岡県 アピタ　磐田店 静岡県磐田市今之浦3-1-11

静岡県 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

静岡県 トイザらス長泉店 静岡県駿東郡長泉町下長窪 1076-1 ｳｪﾙﾃﾞｨ長泉内

静岡県 トイザらス浜松店 静岡県浜松市中区鍛治町 15 ｻﾞｻﾞｼﾃｨ浜松 2F

静岡県 ポケモンストア 御殿場店 静岡県御殿場市深沢1312　御殿場プレミアム・アウトレット内 2630区

愛知県 イトーヨーカドー豊橋店 愛知県豊橋市藤沢町141

愛知県 イトーヨーカドー犬山店 愛知県犬山市天神町1-1

愛知県 イトーヨーカドー知多店 愛知県知多市新知東町1-10-1

愛知県 イトーヨーカドー安城店 愛知県安城市住吉町3-1-8

愛知県 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

愛知県 イオン三好店 愛知県みよし市三好町青木91

愛知県 イオン高橋店 愛知県豊田市東山町1-5-1

愛知県 イオン半田店 愛知県半田市有楽町8-7

愛知県 イオン岡崎南店 愛知県岡崎市戸崎町字ばら山1-1

愛知県 イオン豊橋南店 愛知県豊橋市野依町字落合1-12

愛知県 イオン小牧店 愛知県小牧市東1-126

愛知県 イオン木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25番1

愛知県 イオン扶桑店 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚5-1

愛知県 イオンスタイル常滑 愛知県常滑市りんくう町２丁目２０番３

愛知県 イオン瀬戸みずの店 愛知県瀬戸市みずの坂2丁目253番地

愛知県 イオンスタイル東浦 愛知県知多郡東浦町大字緒川字申新田二区67-8

愛知県 イオン豊川店 愛知県豊川市開運通2丁目３１

愛知県 イオン春日井店 愛知県春日井市柏井町４－１７

愛知県 イオン大高店 愛知県名古屋市緑区大高町字奥平子1番地の1

愛知県 イオン守山店 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根3丁目1228番地

愛知県 イオン南陽店 愛知県名古屋市港区春田野1-330

愛知県 イオン熱田店 愛知県名古屋市熱田区六野1丁目2番11号

愛知県 イオン名古屋みなと店 愛知県名古屋市港区品川町2-1-6

愛知県 イオンスタイル名古屋茶屋 愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11

愛知県 イオンﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前店 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3

愛知県 イオンスタイルﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ 愛知県名古屋市西区二方町40

愛知県 イオン新瑞橋店 愛知県名古屋市南区菊住１丁目７－１０

愛知県 イオン上飯田店 愛知県名古屋市北区織部町1

愛知県 ピアゴ　上和田店 愛知県岡崎市上和田町字サジ１０

愛知県 ピアゴ　勝幡店 愛知県愛西市勝幡町弁才天２２８３番地６０  

愛知県 ピアゴ　佐屋店 愛知県愛西市北一色町東田面１０番地１

愛知県 ピアゴ　平針店 愛知県名古屋市天白区平針二丁目１２０１番地

愛知県 ピアゴ　植田店 愛知県名古屋市天白区元植田一丁目３０２番地

愛知県 ピアゴ　東刈谷店 愛知県刈谷市松栄町二丁目１４番地１７



愛知県 ピアゴ　矢作店 愛知県岡崎市舳越町字神道３５番地　

愛知県 ピアゴ　中村店 愛知県名古屋市中村区大門町２７番地

愛知県 ピアゴ　西城店 愛知県名古屋市守山区村合町１７５番地　　

愛知県 ピアゴ　洞店 愛知県岡崎市洞町字的場７２番地２　　　

愛知県 ピアゴ　碧南東店 愛知県碧南市東浦町６丁目１７番地

愛知県 ピアゴ　幸田店 愛知県額田郡幸田町大字大草字山添１７０番地

愛知県 ピアゴ　印場店 愛知県尾張旭市庄中町鳥居１６５２番地２

愛知県 ピアゴ　福釜店 愛知県安城市福釜町矢場１６番地５  

愛知県 ピアゴ　気噴店 愛知県春日井市気噴町字宮前３９２番地   

愛知県 ピアゴ　八剱店 愛知県岩倉市八剱町長野１番地３

愛知県 ピアゴ　菱野店 愛知県瀬戸市緑町一丁目１０６番地

愛知県 ピアゴ　伝法寺店 愛知県一宮市丹陽町伝法寺字中東畑１９４３番地  

愛知県 アピタ　瀬戸店 愛知県瀬戸市幸町３３番地

愛知県 ピアゴ　十四山店 愛知県弥富市鍋平二丁目４７番地

愛知県 ピアゴ　篠木店 愛知県春日井市下市場町三丁目６番地の２

愛知県 ピアゴ　大清水店 愛知県豊橋市南大清水町字富士見７００番地１

愛知県 ピアゴ　井ヶ谷店 愛知県刈谷市井ヶ谷町下前田３５番地１

愛知県 ピアゴ　豊明店 愛知県豊明市三崎町井ノ花５番地の１

愛知県 ピアゴ　大和店 愛知県一宮市大和町毛受字一本松１９番地  

愛知県 ピアゴ　吉良店 愛知県幡豆郡吉良町大字吉田字天笠桂１６番地３

愛知県 ピアゴ　清水山店 愛知県名古屋市緑区有松町大字桶狭間字清水山１３番第１３２番地

愛知県 ピアゴ　妙興寺店 愛知県一宮市大和町妙興寺字白山西３番地２  

愛知県 アピタ　高蔵寺店 愛知県春日井市中央台二丁目５番地

愛知県 アピタ　刈谷店 愛知県刈谷市南桜町二丁目５６番地１　　　　

愛知県 ピアゴ　太田川店 愛知県東海市大田町下浜田１０２番１

愛知県 ピアゴ　守山店 愛知県名古屋市守山区東山町１２番２６号

愛知県 ピアゴ　知立店 愛知県知立市南新地一丁目２番地６

愛知県 アピタ　豊田元町店 愛知県豊田市土橋町二丁目６５番地

愛知県 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　一宮店 愛知県一宮市両郷町一丁目６番地

愛知県 アピタ　西尾店 愛知県西尾市高畠町三丁目２９－９

愛知県 アピタ　小牧店 愛知県小牧市掘の内三丁目１５番地

愛知県 アピタ　岩倉店 愛知県岩倉市旭町一丁目２５番地

愛知県 ピアゴ　国府店 愛知県豊川市国府町桜田１０３番地

愛知県 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  

愛知県 ピアゴ　新城店 愛知県新城市字的場２５番地の１１

愛知県 ピアゴ　常滑店 愛知県常滑市千代ケ丘五丁目１００番地

愛知県 アピタ　緑店 愛知県名古屋市緑区徳重二丁目２０１番地

愛知県 アピタ　桃花台店 愛知県小牧市古雅一丁目１番地

愛知県 アピタ　港店 愛知県名古屋市港区当知二丁目１５０１番地

愛知県 ピアゴ　香久山店 愛知県日進市香久山五丁目１８０１番地

愛知県 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

愛知県 アピタ　稲沢店 愛知県稲沢市天池五反田町１番地

愛知県 アピタ　大府店 愛知県大府市明成町四丁目１３３番地

愛知県 アピタ　東海通店 愛知県名古屋市港区港明一丁目１０番２８号    

愛知県 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

愛知県 アピタ　知立店 愛知県知立市長篠町大山１８番地の１

愛知県 アピタ　大口店 愛知県丹羽郡大口町丸二丁目３６番地

愛知県 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 

愛知県 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

愛知県 アピタ　長久手店 愛知県愛知郡長久手町戸田谷９０１番地１       

愛知県 ピアゴ　武豊店 愛知県知多郡武豊町字西田崎１９番地の１

愛知県 アピタ　蒲郡店 愛知県蒲郡市港町１７番１０号　　　　　　　　　　

愛知県 アピタ　岡崎北店 愛知県岡崎市日名北町４番地４６　   

愛知県 アピタ　東海荒尾店 愛知県東海市荒尾町山王前２０番地

愛知県 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

愛知県 アピタ　江南西店 愛知県江南市松竹町上野２０５番地           

愛知県 アピタ　安城南店 愛知県安城市桜井町貝戸尻６０番地 　　　

愛知県 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番地８

愛知県 アピタ　稲沢東店 愛知県稲沢市下津穂所一丁目１番１

愛知県 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

愛知県 トイザらス木曽川店 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

愛知県 トイザらス大高店 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

愛知県 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

愛知県 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

愛知県 トイザらス豊橋店 愛知県豊橋市牟呂町扇田 35-1

愛知県 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



愛知県 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

愛知県 トイザらス三好店 愛知県みよし市三好町青木 91 ｲｵﾝ三好店 2F

愛知県 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

愛知県 平和堂江　南　店 愛知県江南市上奈良町栄６１番地の３

愛知県 平和堂アル･プラザ小牧店 愛知県小牧市小牧３丁目５５５番地

愛知県 ポケモンセンターナゴヤ 愛知県名古屋市中区栄3丁目16番1号　松坂屋名古屋店 本館5階

愛知県 ポケモンストア イオンモール常滑店 愛知県常滑市りんくう町2-20-3　イオンモール常滑2F　2022区画

愛知県
ポケモンストア 中部国際空港店

(8/10OPEN)
愛知県常滑市セントレア1-1 中部国際空港旅客ターミナルビル4Fレンガ通り

三重県 イオン明和店 三重県多気郡明和町中村1223番地

三重県 イオン四日市尾平店 三重県四日市市尾平町字天王川原1805

三重県 イオン白子店 三重県鈴鹿市白子駅前9-20

三重県 イオン鳥羽店 三重県鳥羽市大明西町1-1

三重県 イオン熊野店 三重県熊野市井戸町字井土353-1

三重県 イオン日永店 三重県四日市市日永4-2-41

三重県 イオン久居店 三重県津市久居明神町風早2660

三重県 イオン松阪店 三重県松阪市船江町1392-27

三重県 イオン大安店 三重県いなべ市大安町高柳1945

三重県 イオン伊賀上野店 三重県伊賀市上野茅町2519

三重県 イオン阿児店 三重県志摩市阿児町鵜方3215

三重県 イオン名張店 三重県名張市元町376

三重県 イオン鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2

三重県 イオン伊勢店 三重県伊勢市楠部町乙160-2

三重県 イオン津店 三重県津市桜橋３－４４６

三重県 イオン桑名店 三重県桑名市新西方１－２２

三重県 イオン四日市北店 三重県四日市市富州原町2番40号

三重県 イオン東員店 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510番地１

三重県 ピアゴ　星川店 三重県桑名市大字星川字十二８３５

三重県 ピアゴ　久保田店 三重県四日市市久保田一丁目３番２５号

三重県 ピアゴ　東員店 三重県員弁郡東員町大字六把野新田字村西７８５番地６  

三重県 ピアゴ　赤尾店 三重県桑名市赤尾台７丁目１番地   

三重県 ピアゴ　嬉野店 三重県松坂市嬉野中川新町４丁目２０５番地  

三重県 ピアゴ　上地店 三重県伊勢市上地町字川西３１１８番地１  

三重県 ピアゴ　菰野店 三重県三重郡菰野町大字竹成字高原３９９８番地の７ 

三重県 ピアゴ　多度店 三重県桑名市多度町戸津字森下４５１番地１

三重県 アピタ　桑名店 三重県桑名市中央町三丁目２１番地

三重県 アピタ　伊賀上野店 三重県伊賀市服部町１７８８番地

三重県 アピタ　名張店 三重県名張市下比奈知字黒田３１００番地の１    

三重県 アピタ　松阪三雲店 三重県松阪市市場庄町１２６６番地の１

三重県 ピアゴ　阿倉川店 三重県四日市市阿倉川町１５番２７号

三重県 アピタ　鈴鹿店 三重県鈴鹿市南玉垣町３６２８

三重県 アピタ　四日市店 三重県四日市市安島一丁目３番３１号

三重県 トイザらス四日市店 三重県四日市市泊小柳町 4-5 ｲｵﾝﾀｳﾝ四日市泊 内

三重県 トイザらス津店 三重県津市藤方 985-1

滋賀県 イオン長浜店 滋賀県長浜市山階町271-1

滋賀県 イオン西大津店 滋賀県大津市皇子が丘3-11-1

滋賀県 イオン近江八幡店 滋賀県近江八幡市鷹飼町南３－７

滋賀県 イオンスタイル草津 滋賀県草津市新浜町３００番地

滋賀県 ピアゴ　水口店 滋賀県甲賀市水口町北泉一丁目３０番地  

滋賀県 ピアゴ　近江八幡店 滋賀県近江八幡市鷹飼町字一本木２２３番地３

滋賀県 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

滋賀県 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

滋賀県 平和堂石山店　 滋賀県大津市松原町１３番１５号　　　　　　　　

滋賀県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ水口店 滋賀県甲賀市水口町本綾野５６６番地の１　　　　

滋賀県 平和堂守山店 滋賀県守山市梅田町５番６号　　　　　　　　　　

滋賀県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ彦根店 滋賀県彦根市大東町２番２８号　　　　　　　　

滋賀県 平和堂和迩店 滋賀県大津市和迩中浜４３２番地　　　　　　　

滋賀県 平和堂甲西中央店 滋賀県湖南市中央一丁目３８番地      　　

滋賀県 平和堂米原店 滋賀県米原市下多良２丁目４７番地    　　

滋賀県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ瀬田店 滋賀県大津市月輪１丁目３番８号　　　　　　　

滋賀県 平和堂石部店 滋賀県湖南市石部中央６丁目１番３１号　　

滋賀県 平和堂愛知川店 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川５８　　　　　　

滋賀県 平和堂坂本店　　 滋賀県大津市坂本７丁目２４番１号　　　　　　　　

滋賀県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ八日市店 滋賀県東近江市八日市浜野町３番１号　　　　　　　　　

滋賀県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ守山店 滋賀県守山市播磨田町１８５－１　　　　　　　　

滋賀県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ草津店 滋賀県草津市西渋川１丁目２３番３０号　　　　　

滋賀県 平和堂ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ平和堂店 滋賀県彦根市竹ケ鼻町４３番地の１　　　　　　　



滋賀県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ長浜店 滋賀県長浜市小堀町４５０　　　　　　　　　　　

滋賀県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ野洲店 滋賀県野洲市小篠原１０００番地　　　　

滋賀県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ栗東店 滋賀県栗東市綣２丁目３番２２号

滋賀県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ近江八幡店 滋賀県近江八幡市桜宮町２０２－１

滋賀県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ堅田店 滋賀県大津市本堅田５丁目２０番１０号　　　　　

滋賀県 平和堂あどがわ店 滋賀県高島市安曇川町西万木５５番地

滋賀県 平和堂FM日野店 滋賀県蒲生郡日野町大字松尾844番地10

京都府 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

京都府 イオン久御山店 京都府久世郡久御山町森南大内156-1

京都府 イオン洛南店 京都府京都市南区吉祥院御池町31番地

京都府 イオン京都五条店 京都府京都市右京区西院追分町25-1

京都府 イオン福知山店 京都府福知山市岩井79-8

京都府 イオンスタイル京都桂川 京都府京都市南区久世高田町376番ー１

京都府 イオン高の原店 京都府木津川市相楽台１丁目１番１

京都府 イオン伏見店 京都府京都市伏見区御堂前町６１６

京都府 イオン亀岡店 京都府亀岡市古世町西内坪１０１

京都府 アピタ　精華台店 京都府相楽郡精華町精華台９丁目２番地４  

京都府 トイザらス向日市店 京都府向日市鶏冠井町西金村 5 むこうしｽﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰｸ内

京都府 トイザらス京都駅前店 京都府京都市南区西九条鳥居口町1番地 ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO Kaede館 1F

京都府 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ城陽店 京都府城陽市富野荒見田１１２番地　　　　　　

京都府 平和堂㈱ｴｰﾙ東舞鶴店 京都府舞鶴市南浜町２７番地５　　　　　　　

京都府 平和堂㈱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 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ亀岡店 京都府亀岡市篠町野条上又１１番地の１　　　　　

京都府 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ宇治東店 京都府宇治市莵道平町２８番地の１　　　　　　　

京都府 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ京田辺店 京都府京田辺市田辺中央五丁目２番地１　　　　　　

京都府 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ木津店 京都府木津川市相楽城西１５番地　　

京都府 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ醍醐店 京都府京都市伏見区醍醐高畑町１-３７ 　　　

京都府 平和堂FM長岡京店　　 京都府長岡京市神足二丁目２番１号

京都府 平和堂FM木津川店 京都府木津川市州見台１丁目１番地１－１

京都府 イオン京都西店 京都府京都市右京区山ノ内池尻町1-1

京都府 ポケモンセンターキョウト 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地　京都髙島屋5F

大阪府 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

大阪府 イトーヨーカドー津久野店 大阪府堺市西区下田町20-1

大阪府 イトーヨーカドーアリオ 八尾店 大阪府八尾市光町2-3

大阪府 イトーヨーカドーアリオ 鳳店 大阪府堺市西区鳳南町3丁目199番地12

大阪府 イトーヨーカドーあべの店 大阪府大阪市阿倍野区筋１－６－１

大阪府 イオン寝屋川店 大阪府寝屋川市緑町5-8

大阪府 イオン新茨木店 大阪府茨木市中津町18-1

大阪府 イオン南千里店 大阪府吹田市千里山西6-56-1

大阪府 イオン金剛東店 大阪府富田林市向陽台3-1-1

大阪府 イオン日根野店 大阪府泉佐野市日根野2496-1

大阪府 イオン高槻店 大阪府高槻市萩之庄3-47-2

大阪府 イオンりんくう泉南店 大阪府泉南市りんくう南浜3番12

大阪府 イオン和泉府中店 大阪府和泉市肥子町２－２－１

大阪府 イオン東岸和田店 大阪府岸和田市土生町２－３２－７

大阪府 イオンスタイル四條畷 大阪府四條畷市砂四丁目3番2号

大阪府 イオン大日店 大阪府守口市大日東町1番18号

大阪府 イオン鴻池店 大阪府東大阪市鴻池町１－１－７２

大阪府 イオンスタイル茨木 大阪府茨木市松ケ本町８－３０－３

大阪府 イオン北千里店 大阪府吹田市古江台４－２－５０

大阪府 イオン枚方店 大阪府枚方市岡本町７－１－２０３

大阪府 イオン布施駅前店 大阪府東大阪市長堂１－８－３７

大阪府 イオン貝塚店 大阪府貝塚市地蔵堂７４－２

大阪府 イオン箕面店 大阪府箕面市西宿1-15-30

大阪府 イオン東大阪店 大阪府東大阪市荒本北33-1

大阪府 イオン吹田店 大阪府吹田市朝日町２－１０１

大阪府 イオン古川橋駅前店 大阪府門真市末広町４１－２

大阪府 イオン喜連瓜破駅前店 大阪府大阪市平野区瓜破2丁目1番13号

大阪府 イオン野田阪神店 大阪府大阪市福島区海老江1-1-23

大阪府 イオン堺北花田店 大阪府堺市北区東浅香山町4丁1-12

大阪府 イオン新金岡店 大阪府堺市北区新金岡町４－１－１１

大阪府 イオン鶴見緑地店 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目17-1

大阪府 イオン大阪ﾄﾞｰﾑ店 大阪府大阪市西区千代崎3丁目13番1号

大阪府 イオンスタイル堺鉄砲町 大阪府堺市堺区鉄砲町1-1

大阪府 イオン京橋店 大阪府大阪市都島区片町２－３－５１

大阪府 イオン長吉店 大阪府大阪市平野区長吉長原西１－１－１０

大阪府 ダイエーおおとり店 大阪府堺市西区鳳東町７－７３３



大阪府 ダイエー池田駅前店 大阪府池田市満寿美町２　－２

大阪府 トイザらス堺店 大阪府堺市北区長曽根町 1921

大阪府 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

大阪府 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

大阪府 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

大阪府 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

大阪府 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

大阪府 トイザらス藤井寺店 大阪府藤井寺市岡 2-8-41 ｿﾘﾔ 2F

大阪府 トイザらス阪急山田店 大阪府吹田市山田西 4-1-2 ﾃﾞｭｰ阪急山田 4F

大阪府 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

大阪府 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 1F

大阪府 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 (S209)

大阪府 平和堂真砂店 大阪府茨木市真砂１丁目１１番３５号　　　　　　

大阪府 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ枚方店 大阪府枚方市津田元町１丁目４番１号　　　　　　

大阪府 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ香里園店 大阪府寝屋川市日新町５番５号　　　　　　　　

大阪府 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ茨木店 大阪府茨木市上郡二丁目１２番８号

大阪府 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ高槻店 大阪府高槻市芥川町一丁目２番Ｃ-２０１号

大阪府 ポケモンストア 関西空港店 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地 関西国際空港 第一ターミナルビル2階

大阪府 ポケモンセンターオーサカ 大阪府大阪市北区梅田3-1-1　大丸梅田店　13F

大阪府 ポケモンEXPOジムオフィシャルショップ 大阪府吹田市千里万博公園2-1　EXPOCITY内

兵庫県 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

兵庫県 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

兵庫県 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

兵庫県 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

兵庫県 イオン和田山店 兵庫県朝来市和田山町牧田岡774

兵庫県 イオン猪名川店 兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1

兵庫県 イオン小野店 兵庫県小野市王子町８６８－１

兵庫県 イオン三田ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ店 兵庫県三田市けやき台１－６－２

兵庫県 イオン加古川店 兵庫県加古川市平岡町新在家６１５－１

兵庫県 イオン明石店 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通３－３－１

兵庫県 イオン姫路店 兵庫県姫路市増位本町２－１２－１０

兵庫県 イオン赤穂店 兵庫県赤穂市中広字別所55-3

兵庫県 イオン山崎店 兵庫県宍粟市山崎町中井字城下10

兵庫県 イオン三木店 兵庫県三木市大村字砂163

兵庫県 イオン姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ店 兵庫県姫路市飾磨区細江520

兵庫県 イオン社店 兵庫県加東市社1126-1

兵庫県 イオン高砂店 兵庫県高砂市緑丘2-1-40

兵庫県 イオン姫路大津店 兵庫県姫路市大津区大津町2丁目5番

兵庫県 イオン洲本店 兵庫県洲本市塩屋1-1-8

兵庫県 イオン南淡路店 兵庫県南あわじ市賀集八幡北378-1

兵庫県 イオン淡路店 兵庫県淡路市志筑新島１０－２

兵庫県 イオン加西北条店 兵庫県加西市北条町北条308-1

兵庫県 イオン伊丹昆陽店 兵庫県伊丹市池尻４丁目１番１

兵庫県 イオンスタイル伊丹 兵庫県伊丹市藤ノ木1丁目1番1号

兵庫県 イオン尼崎店 兵庫県尼崎市次屋3-13-18

兵庫県 イオン甲子園店 兵庫県西宮市甲子園高潮町３－３

兵庫県 イオンジェームス山店 兵庫県神戸市垂水区青山台７－７－１

兵庫県 イオン垂水店 兵庫県神戸市垂水区天ノ下町1-1

兵庫県 イオン神戸北店 兵庫県神戸市北区上津台8丁目1番1号

兵庫県 イオン藤原台店 兵庫県　神戸市北区藤原台中町１－２－２

兵庫県 トイザらス神戸ｼﾞｪｰﾑｽ山店 兵庫県神戸市垂水区青山台 7-6-2

兵庫県 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

兵庫県 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

兵庫県 トイ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  神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie ﾉｰｽﾓｰﾙ 4F

兵庫県 トイザらス姫路店 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

兵庫県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞつかしん店 兵庫県尼崎市塚口本町4丁目8番1号

兵庫県 平和堂ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞあまがさき店 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

兵庫県 ダイエー塚口店 兵庫県尼崎市南塚口町２－１－３

兵庫県 ダイエー名谷店 兵庫県神戸市須磨区中落合２－２－２

兵庫県 ダイエー神戸学園店 兵庫県神戸市西区学園西町１－４

兵庫県 ダイエー西神中央店 兵庫県神戸市西区糀台５－３－４

兵庫県 ダイエー神戸三宮店 兵庫県神戸市中央区雲井通６－１－１５

兵庫県 ダイエー宝塚中山店 兵庫県　宝塚市売布東の町２１－２２

奈良県 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

奈良県 イオン桜井店 奈良県桜井市上之庄278-1

奈良県 イオン五條店 奈良県五條市今井２－１５０

奈良県 イオン橿原店 奈良県橿原市曲川町7丁目20番1



奈良県 イオン西大和店 奈良県北葛城郡河合町中山台2-7

奈良県 イオン大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町741

奈良県 イオン登美ヶ丘店 奈良県生駒市鹿畑町3027

奈良県 ザ・ビッグエクストラ大安寺店 奈良県奈良市南京終町1-128-1

奈良県 ザ・ビッグエクストラ天理店 奈良県天理市東井戸堂町３８１

奈良県 アピタ　大和郡山店 奈良県大和郡山市田中町字宮西５１７番

奈良県 アピタ　西大和店 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3000-1

奈良県 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

奈良県 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

和歌山県 イオン新宮店 和歌山県新宮市橋本2-14-23

和歌山県 イオンスタイル和歌山 和歌山県和歌山市中字楠谷５７３番地

和歌山県 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 (3008)

鳥取県 イオン鳥取北店 鳥取県鳥取市晩稲348番地

鳥取県 イオン日吉津店 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1

鳥取県 イオン鳥取店 鳥取県鳥取市天神町1

鳥取県 イオン米子駅前店 鳥取県米子市末広町３１１

鳥取県 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

島根県 イオン大田店 島根県大田市長久町土江97

島根県 イオンキッズリパブリック出雲店 島根県出雲市渡橋町1066

島根県 イオン益田店 島根県益田市乙吉町イ９５－１０

島根県 イオン松江店 島根県松江市東朝日町１５１

岡山県 イトーヨーカドー岡山店 岡山県岡山市北区下石井2-10-2

岡山県 イオン倉敷店 岡山県倉敷市水江1

岡山県 イオン倉敷店　キッズリパブリック 岡山県倉敷市水江１　キッズ共和国

岡山県 イオン津山店 岡山県津山市河辺1000-1

岡山県 イオンスタイル岡山 岡山県岡山市北区下石井1丁目２番１号

岡山県 トイザらス岡山店 岡山県岡山市北区岡南町 2-6-52

岡山県 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

広島県 イトーヨーカドー福山店 広島県福山市入船町3-1-60

広島県 イオン宇品店 広島県広島市南区宇品東6丁目1番15号

広島県 イオン広島府中店 広島県安芸郡府中町大須2丁目1-1

広島県 イオン海田店 広島県安芸郡海田町南大正町３－３０

広島県 イオン広店 広島県呉市広本町2-17-1

広島県 イオン三原店 広島県三原市城町2-13-1

広島県 イオン広島祇園店 広島県広島市安佐南区祇園３丁目２－１

広島県 イオン尾道店 広島県尾道市天満町１７番２３号

広島県 フジグラン神辺 広島県福山市神辺町大字新道上字二丁目１０番地２６

広島県 フジグラン尾道 広島県尾道市東尾道１９番地７

広島県 フジグラン三原 広島県三原市円一町一丁目１番７号

広島県 フジグラン東広島 広島県東広島市西条町御薗宇４４０５番地

広島県 フジグラン安芸 広島県安芸郡坂町北新地二丁目３番３０号

広島県 フジグラン高陽 広島県広島市安佐北区亀崎一丁目１番６号

広島県 フジグラン緑井 広島県広島市安佐南区緑井一丁目５番２号

広島県 フジグラン広島 広島県広島市中区宝町２番１号

広島県 フジグランナタリー 広島県廿日市市阿品三丁目１番１号

広島県 フジ熊野店 広島県安芸郡熊野町萩原七丁目５番１号

広島県 トイザらス広島宇品店 広島県広島市南区宇品西 2-16-51 ﾍﾞｲｼﾃｨ宇品 2F

広島県 トイザらス福山店 広島県福山市東深津町 3-21-47

広島県 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

広島県 ポケモンセンターヒロシマ 広島県広島市中区基町6-27　そごう広島店本館6階

山口県 イオン光店 山口県光市浅江木園1756－1

山口県 イオン防府店 山口県防府市中央町１－３

山口県 フジグラン岩国 山口県岩国市麻里布町二丁目９番８号

山口県 フジグラン山口 山口県山口市黒川３７３６番地

山口県 フジグラン宇部 山口県宇部市明神町三丁目１番１号

山口県 フジ長門店 山口県長門市仙崎字網田３２２番地２

山口県 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

山口県 トイザらス山口店 山口県山口市大内長野 581 ｻﾞ・ﾋﾞｯｸﾞ大内店 2F

徳島県 フジグラン阿南 徳島県阿南市領家町土倉１０番地

徳島県 フジグラン北島 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１７４番地

徳島県 フジグラン石井 徳島県名西郡石井町高川原字天神５４４番地１

徳島県 ザ･カジュアル　池田 徳島県三好市池田町サラダ１６１２-２

徳島県 トイザらス徳島店 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須 174 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ北島 2F

香川県 イオン高松店 香川県高松市香西本町1番1

香川県 イオン坂出店 香川県坂出市京町１－４－１８

香川県 イオン高松東店 香川県高松市福岡町３－８－５

香川県 イオン綾川店 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1



香川県 フジグラン十川 香川県高松市十川東町５５番地1

香川県 フジグラン丸亀 香川県丸亀市川西町南１２８０番地１

香川県 トイザらス高松店 香川県高松市屋島西町字百石 1912-1 ﾊﾟﾜｰｼﾃｨ屋島 2F

香川県 トイザらス丸亀店 香川県丸亀市蓬莱町 56-1 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾌﾟﾗｻﾞ丸亀内

愛媛県 イオン川之江店 愛媛県四国中央市妻鳥町上樋ノ上1795-1

愛媛県 イオン新居浜店 愛媛県新居浜市前田町8番8号

愛媛県 イオン松山店 愛媛県松山市天山1-13-5

愛媛県 イオンキッズリパブリック今治新都市店 愛媛県今治市にぎわい広場1番地1

愛媛県 イオン今治店 愛媛県今治市馬越町４－８－１

愛媛県 フジグラン川之江 愛媛県四国中央市妻鳥町１１３６番地１

愛媛県 フジグラン新居浜 愛媛県新居浜市新須賀町二丁目１０番7号

愛媛県 フジグラン西条 愛媛県西条市新田字北新田２３５番地

愛媛県 フジグラン今治 愛媛県今治市東門町五丁目１３番１号

愛媛県 フジグラン　エミフル松前 愛媛県伊予郡松前町筒井８５０番

愛媛県 フジグラン松山 愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

愛媛県 フジグラン重信 愛媛県東温市野田三丁目１番地１３

愛媛県 フジ伊予店 愛媛県伊予市米湊字安広７２８番３

愛媛県 フジグラン大洲 愛媛県大洲市中村２４６番地１

愛媛県 フジグラン北宇和島 愛媛県宇和島市伊吹町甲９１２番地２

愛媛県 フジグラン北浜 愛媛県八幡浜市北浜一丁目４番３３号

愛媛県 フジ広見店 愛媛県北宇和郡鬼北町近永３９０番地

愛媛県 フジ南宇和店 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙５４４番地

愛媛県 トイザらス松山店 愛媛県松山市朝生田町 4-4-32

愛媛県 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

高知県 イオン高知店 高知県高知市秦南町1-4-8

高知県 イオン高知旭町店 高知県高知市旭町３丁目９４

高知県 フジグラン野市 高知県香南市野市町西野２００７番地1

高知県 フジグラン四万十 高知県四万十市具同２２２２番地

高知県 フジ須崎店 高知県須崎市西町二丁目７番１５号

高知県 フジ宿毛店 高知県宿毛市宿毛５３８０番地１

高知県 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

高知県 フジグラン葛島 高知県高知市小倉町３番３０号

高知県 フジグラン高知 高知県高知市朝倉東町５２番１５号

福岡県 イオン筑紫野店 福岡県筑紫野市大字立明寺４３４番地１

福岡県 イオン大牟田店 福岡県大牟田市岬町3番地4

福岡県 イオン甘木店 福岡県朝倉市甘木380

福岡県 イオン福岡伊都店 福岡県福岡市西区徳永113-1

福岡県 イオン若松店 福岡県北九州市若松区二島1丁目3番1号

福岡県 イオン香椎浜店 福岡県福岡市東区香椎浜3丁目12-1

福岡県 イオン八幡東店 福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102

福岡県 イオン福岡店 福岡県粕屋郡粕屋町大字酒殿字老の木192-1

福岡県 イオン直方店 福岡県直方市感田字湯ノ浦1715番ｰ1

福岡県 イオン福津店 福岡県福津市793番地（福間駅東地区100街区1画地）

福岡県 イオン大野城店 福岡県大野城市錦町４丁目１番１号

福岡県 イオン福岡東店 福岡県糟屋郡志免町別府北２丁目１４番１号

福岡県 イオン徳力店 福岡県北九州市小倉南区守垣2-8-8

福岡県 イオン戸畑店 福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2

福岡県 イオン小郡店 福岡県小郡市大保字弓場110

福岡県 イオンスーパーセンター大木店 福岡県三潴郡大木町大字蛭池1200番地

福岡県 イオンスーパーセンター岡垣店 福岡県遠賀郡岡垣町大字黒山338-1

福岡県 イオンスーパーセンター志摩店 福岡県糸島郡志摩町大字津和崎字宮ノ元　29-1

福岡県 イオンショッパーズ福岡店 福岡県福岡市中央区天神４－４－１１

福岡県 イオンなかま店 福岡県中間市上蓮花寺１－１－１

福岡県 イオン福重店 福岡県福岡市西区拾六町１－７－１



福岡県 イオン笹丘店 福岡県福岡市中央区笹丘１－２８－７４

福岡県 イオンマリナタウン店 福岡県福岡市西区豊浜３－１－１０

福岡県 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

福岡県 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

福岡県 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

福岡県 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

福岡県 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

福岡県 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

福岡県 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

福岡県 ポケモンセンターフクオカ
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号　JR博多シティ8Ｆ（アミュプラザ博多

内）

佐賀県 イオン唐津店 佐賀県唐津市鏡字立神4671

佐賀県 イオン佐賀大和店 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535

佐賀県 イオン江北店 佐賀県杵島郡江北町大字山口1223

佐賀県 イオンスーパーセンター佐賀店 佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀字一本杉87番地の1

佐賀県 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

長崎県 イオン佐世保店 長崎県佐世保市島瀬町10-9

長崎県 イオン東長崎店 長崎県長崎市田中町1027-8

長崎県 イオン大村店 長崎県大村市幸町25-200

長崎県 イオン有家店 長崎県南島原市有家町山川135-1

長崎県 イオン大塔店 長崎県佐世保市大塔町14-2

長崎県 イオン時津店 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷751-5

長崎県 イオンチトセピア店 長崎県長崎市千歳町５－１

長崎県 イオン壱岐店 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触字干拓２６０４－２

長崎県 トイザらス佐世保店 長崎県佐世保市新港町 2-1 させぼ五番街 3F （530501）

熊本県 イオン大津店 熊本県菊池郡大津町大字室137

熊本県 イオン錦店 熊本県球磨郡錦町大字西字打越715-1

熊本県 イオン天草店 熊本県天草市亀場町食場後山下740

熊本県 イオン熊本店 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232

熊本県 イオン菊陽店 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2472

熊本県 イオン八代店 熊本県八代市沖町六番割3987-3

熊本県 イオン熊本中央店 熊本県熊本市中央区大江４－２－１

熊本県 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

大分県 イオン高城店 大分県大分市高城西町28-1

大分県 イオン三光店 大分県中津市三光佐知1032

大分県 イオン挾間店 大分県由布市挾間町大字北方77

大分県 イオンパークプレイス大分店 大分県大分市公園通り西2-1

大分県 トイザらス大分店 大分県大分市大字宮崎字スカワ 525

大分県 ポケモンストア アミュプラザおおいた店 大分県大分市要町1-14　アミュプラザおおいた3F

宮崎県 イオン日向店 宮崎県日向市大字日知屋字古田町61-1

宮崎県 イオン都城店 宮崎県都城市早鈴町1990

宮崎県 イオン宮崎店 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1

宮崎県 イオン多々良店 宮崎県延岡市岡富町１５４番地

宮崎県 イオン延岡店 宮崎県延岡市旭町2-2-1

宮崎県 イオン南宮崎店 宮崎県宮崎市大淀４－７－３０

宮崎県 イオン都城駅前店 宮崎県都城市栄町４６７２－５

宮崎県 トイザらス宮崎店 宮崎県宮崎市中村西 3-94-1 ｴﾃﾞｨｵﾝ宮崎本店 2F

鹿児島県 イオン鹿児島店 鹿児島県鹿児島市東開町７番

鹿児島県 イオン姶良店 鹿児島県姶良市姶良町西餅田２６４－１

鹿児島県 イオン隼人国分店 鹿児島県霧島市隼人町見次1229

鹿児島県 イオン鹿児島鴨池店 鹿児島県鹿児島市鴨池２－２６－３０

鹿児島県 イオンプラザ大島店 鹿児島県奄美市名瀬小浜町２３－１

鹿児島県 イオン鹿児島谷山店 鹿児島県鹿児島市南栄５－１０－５１

鹿児島県 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

鹿児島県 ポケモンストア アミュプラザ鹿児島店 鹿児島県鹿児島市中央町1番地1 アミュプラザ鹿児島本館4階

沖縄県 イオン南風原店 沖縄県島尻郡南風原町字宮平264

沖縄県 イオン那覇店 沖縄県那覇市金城5-10-2

沖縄県 イオン北谷店 沖縄県中頭郡北谷町字美浜8-3

沖縄県 イオン具志川店 沖縄県うるま市字前原幸崎原303

沖縄県 イオン名護店 沖縄県名護市名護見取川原4472

沖縄県 イオンスタイルライカム 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

沖縄県 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

沖縄県 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理事業区域内4街区 ｲｵﾝﾓｰﾙ沖縄ﾗｲｶﾑ 4F

沖縄県 ポケモンストア 沖縄国際通り店 沖縄県那覇市牧志2-2-30　HAPiNAHA　1F


