
トイザらス津店 三重県津市大字藤方字中興985-10

株式会社ダイコクヤ　高柳本店 伊勢市曽祢1-12-19

おもちゃのナカヤ 亀山市東町2-1-11

コジマ×ビックカメラ　アピタ四日市店 四日市市安島1-3-31　3階

イオン大安店 いなべ市大安町高柳１９４５

イオン桑名店 桑名市新西方１丁目２２番地

イオン東員店 員弁郡東員町大字長深字築田５１０番地１

イオン明和店 多気郡明和町中村１２２３番地

イオン四日市尾平店 四日市市尾平町字天王川原１８０５

イオン尾鷲店 尾鷲市倉ノ谷町２－１７

イオン日永店 四日市市日永４－２－４１

イオン久居店 津市久居明神町風早２６６０

イオン伊賀上野店 伊賀市上野茅町２５１９

イオン阿児店 志摩市阿児町鵜方３２１５

イオン名張店 名張市元町３７６

イオン鈴鹿店 鈴鹿市庄野羽山４－１－２

イオン伊勢店 伊勢市楠部町乙１６０－２

イオン津店 津市桜橋３丁目４４６

イオン四日市北店 四日市市富州原町２番４０号

キッズリパブリック津南店 津市高茶屋小森町１４５

キッズリパブリック四日市泊店 四日市市泊小柳４－５－１

アピタ桑名店 桑名市中央町三丁目２１番地

アピタ伊賀上野店 伊賀市服部町１７８８番地

アピタ松阪三雲店 松阪市市場庄町１２６６番地の１

ピアゴ菰野店 三重郡菰野町大字竹成字高原３９９８番地の７

株式会社ダイコクヤ　高柳本店 伊勢市曽祢1-12-19

おもちゃのナカヤ 亀山市東町2-1-11

ドン・キホーテ 鈴鹿店 鈴鹿市磯山4-6-18

MEGAドン・キホーテ 四日市店 四日市市西日野町1608-1

ドン・キホーテ 伊勢店 伊勢市中須町627-3

MEGAドン・キホーテ 津桜橋店 津市桜橋3丁目67-1

MEGAドン・キホーテ 伊勢上地店 伊勢市上地町3118-1

MEGAドン・キホーテUNY 星川店 桑名市大字星川字十二835

MEGAドン・キホーテUNY 鈴鹿店 鈴鹿市南玉垣町3628

MEGAドン・キホーテUNY 名張店 名張市下比奈知字黒田3100番地の1

ガスト久居インター 三重県津市戸木町７８２７－１

ガスト三重大学前 三重県津市栗真町屋町字松ヶ枝３９８－４

ガスト四日市久保田 三重県四日市市久保田１丁目５－３９

ガスト四日市 三重県四日市市日永東３丁目１－２３

ガスト四日市インター 三重県四日市市智積町字間渡５９３１

ガスト伊勢バイパス 三重県伊勢市御薗町長屋２２１４

ガスト松阪大黒田 三重県松阪市大黒田町７５２

ガスト一志嬉野 三重県松阪市嬉野中川新町４丁目７５－５

ガスト桑名西 三重県桑名市大字星川字半之木８００ー３

ガスト桑名 三重県桑名市矢田磧１６４－１

ガスト鈴鹿白子 三重県鈴鹿市寺家５丁目１－３１

ガスト名張 三重県名張市蔵持町原出１７５８番

ガスト亀山 三重県亀山市東御幸町穴渕２１９－９

ガスト志摩阿児 三重県志摩市阿児町鵜方４８７３

ガスト三重朝日町 三重県三重郡朝日町大字小向字御田２５７－１

スタジオマリオ　四日市／西浦店 三重県四日市市西浦１丁目３番１０号

スタジオマリオ　伊勢／バイパス店 三重県伊勢市小木町字須賀野６５８－１

スタジオマリオ　鈴鹿／白子店 三重県鈴鹿市南江島町２５－７

スタジオマリオ　松阪／松阪店 三重県松阪市駅部田町１３７－７

スタジオマリオ　名張／鴻之台店 三重県名張市鴻之台二番町１３７

スタジオマリオ　津／阿漕店 三重県津市大倉６－１２

ガシャポンバンダイオフィシャルショップBOOKOFF鈴鹿ハンター 三重県鈴鹿市算所2丁目5-1 鈴鹿ハンターショッピングセンター2階

ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYAミタス伊勢店 三重県伊勢市船江町1-10-21

ｎａｍｃｏイオンモール鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２　イオンモール鈴鹿２Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール桑名店 三重県桑名市新西方１－２２　イオンモール桑名３番街２Ｆ

バースデイ松阪店　　　　　　　　　　　　　　　　　 松阪市田村町２３５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイイオンタウン鈴鹿玉垣店　　　　　　　　　 鈴鹿市南玉垣町５５２０－１０６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ名張店　　　　　　　　　　　　　　　　 名張市蔵持町原出１９２２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ津店　　　　　　　　　　　　　　　　　　 津市藤方５９５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三重県



イオン長浜店 長浜市山階町２７１－１

イオンスタイル大津京店 大津市皇子が丘３－１１－１

イオン近江八幡店 近江八幡市鷹飼町南３丁目７番

キッズリパブリック草津店 草津市新浜町３００番地

ベイシア彦根店 彦根市馬場（ばんば）2-1-1

トイザらス・ベビーザらス草津    店 滋賀県草津市新浜町300番地イオンモール草津2階

西友水口店 甲賀市水口町水口 6084-1

西友八日市店 東近江市八日市緑町 9-30

MEGAドン・キホーテ 水口店 甲賀市水口町北泉1丁目30

MEGAドン・キホーテUNY 近江八幡店 近江八幡市鷹飼町字一本木２２３番地３

MEGAドン・キホーテUNY 東近江店 東近江市今崎町１６３番地

ガスト膳所 滋賀県大津市秋葉台６－１５

ガスト堅田 滋賀県大津市真野２丁目３１－２８

ガスト雄琴 滋賀県大津市雄琴６丁目１３－１６

ガスト彦根 滋賀県彦根市後三条町字徳楽７１８

ガスト長浜 滋賀県長浜市八幡中山町字フケ３５０－１

ガスト近江八幡 滋賀県近江八幡市中村町４０９－１

ガスト京滋バイパス 滋賀県草津市野路東５－１４－３４

ガスト滋賀守山 滋賀県守山市今市町字法実２０３－９

ガスト水口 滋賀県甲賀市水口町北脇５１６

ガスト滋賀野洲 滋賀県野洲市市三宅１０１３

ガスト八日市 滋賀県東近江市幸町２－５

スタジオマリオ　守山／播磨田店 滋賀県守山市播磨田町字平城の里３１２２

スタジオマリオ　草津／野村店 滋賀県草津市野村４－９－２２

スタジオマリオ　彦根／彦根店 滋賀県彦根市西今町９４７

スタジオマリオ　近江八幡／近江八幡店 滋賀県近江八幡市鷹飼町北３丁目２番１５

スタジオマリオ　草津／エイスクエア店 滋賀県草津市西渋川１－１８－５１赤ちゃん本舗内

スタジオマリオ　草津／イオンモール草津店 滋賀県草津市新浜町３００番地 イオンモール草津３階

ｎａｍｃｏビバシティ彦根店 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町４３－１　ビバシティ彦根２Ｆ

バースデイ彦根店　　　　　　　　　　　　　　　　　 彦根市高宮町２０５７－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ長浜店　　　　　　　　　　　　　　　 長浜市小堀町３８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ堅田店　　　　　　　　　　　　　　　　　 大津市本堅田４－１９－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ駒井沢店　　　　　　　　　　　　　　 草津市駒井沢町４４－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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番地イオンモールKYOTOKaede館1階

㈱あさだ 京都市下京区西七条南東野町3番地

ビックカメラ ＪＲ京都駅店　 京都市下京区東塩小路町927　７階

イオン久御山店 久世郡久御山町森南大内１５６－１

イオン洛南店 京都市南区吉祥院御池町３１番地

イオンスタイル京都五条店 京都市右京区西院追分町２５－１

イオン福知山店 福知山市岩井７９－８

イオンスタイル京都桂川店 京都市南区久世高田町３７６番１

イオン高の原店 木津川市相楽台１丁目１番１

イオン亀岡店 亀岡市古世町西内坪１０１

西友桂店 京都市西京区山田大吉見町 11-13

西友山科店 京都市山科区音羽野田町 1

MEGAドン・キホーテ 福知山店 福知山市字荒河9-19

MEGAドン・キホーテUNY 精華台店 相楽郡精華町精華台九丁目2番地4

ガスト京都宝ヶ池 京都府京都市左京区岩倉南三宅町６５

ガスト京都丸太町 京都府京都市中京区烏丸通竹屋町上る大倉町２０３番地誉仁ビル　２Ｆ

ガスト京都河原町 京都府京都市中京区河原町通三条下ル２丁目山崎町２３５　ＦＯＲＥＣＡＳＴ京都河原町２階

ガスト京都四条大宮 京都府京都市下京区四条大宮町２

ガスト京都十条通 京都府京都市南区東九条松田町３３番

ガスト京都西京極 京都府京都市右京区西京極畑田町９－１

ガスト京都常盤 京都府京都市右京区常盤村ノ内町１－４

ガスト京都嵯峨野 京都府京都市右京区嵯峨野神ノ木町２９－１

ガスト京都醍醐 京都府京都市伏見区醍醐川久保町２６－９

ガスト京都山科 京都府京都市山科区音羽山等地４７

ガスト京都桂 京都府京都市西京区牛ケ瀬奥ノ防町２２

ガスト福知山 京都府福知山市広峯町２９番

ガスト宇治槇島 京都府宇治市槇島町三十五４７－４

ガスト宇治東 京都府宇治市宇治乙方５２－９

ガスト亀岡 京都府亀岡市余部町天神又７ー４

ガスト城陽 京都府城陽市平川横道３２－１

ガスト長岡京 京都府長岡京市滝ノ町１丁目１７番８号

ガスト八幡 京都府八幡市美濃山幸水２－３

ガスト新田辺 京都府京田辺市興戸北鉾立４－１

ガスト松井山手 京都府京田辺市山手南１丁目２－２

スタジオマリオ　宇治／大久保店 京都府宇治市広野町西裏５０－９

スタジオマリオ　京都／四条西院店 京都府京都市右京区西院安塚町２２番地

スタジオマリオ　京都／亀岡店 京都府亀岡市篠町浄法寺中村１７番１

スタジオマリオ　京都／伏見店 京都府京都市伏見区深草ふけの壺町１０１

スタジオマリオ　京都／山科店 京都府京都市山科区椥辻東浦町２３

スタジオマリオ　城陽／アルプラザ城陽店 京都府城陽市富野荒見田１１２アルプラザ城陽店３Ｆ

スタジオマリオ　京都／MOMOテラス店 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下３２ MOMO テラス２階

スタジオマリオ　八幡／松井山手店 京都府八幡市欽明台西４８

ガシャポンバンダイオフィシャルショップイオンシネマ京都桂川店 京都府京都市南区久世高田町376番1イオンモール京都桂川3F

ガシャポンバンダイオフィシャルショップイオンモールKYOTO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 Sakura館 4F

ｎａｍｃｏイオンモールＫＹＯＴＯ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ＫＹＯＴＯ１４０６０

バースデイ亀岡店　　　　　　　　　　　　　　　　　 亀岡市大井町並河五丁目２７番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ久世店　　　　　　　　　　　　　　　　　 京都市南区久世築山町１１５－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ京田辺店　　　　　　　　　　　　　　　　 京田辺市花住坂１－１３－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ宇治店　　　　　　　　　　　　　　　　　 宇治市宇治樋ノ尻７９－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイカナートモール伏見店　　　　　　　　　　 京都市伏見区深草出羽屋敷町２３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイフレスポ福知山店　　　　　　　　　　　　 福知山市字篠尾１１５－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

滋賀県

京都府



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

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1-1-3JOYPARK泉ヶ丘3F

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

トイザらス・ベビーザらス大阪鶴見店 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・ベビー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

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10-85KUZUHAMALL南館２Ｆ

トイザらス堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地イオンモール堺鉄砲町3F

トイザらス枚方店 大阪府枚方市北山1-2-1ニトリモール枚方2F

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

ベビーザらス豊中店 大阪府豊中市日出町 2-2-18 ｴﾃﾞｨｵﾝ豊中店 3F

トイザらス・ベビーザらス松原天美店 大阪府松原市天美東三丁目500セブンパーク天美 2F

トライアル　りんくう店 泉佐野市りんくう往来北１番地の１０

ビックカメラ なんば店　 大阪市中央区千日前２－１０－１　７階

ビックカメラ あべのキューズモール店 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール内 ３階

ビックカメラ　アリオ八尾店 八尾市光町2-3アリオ八尾 3階

ビックカメラ 高槻阪急店 高槻市白梅町4-1高槻阪急3階

コジマ×ビックカメラ イオンタウン茨木太田店 茨木市城の前町2-1

コジマ×ビックカメラ　箕面店 箕面市瀬川５丁目１番１号

コジマ×ビックカメラ　生野店 大阪市　生野区巽中１丁目２５番６号

コジマ×ビックカメラ　大東店 大東市諸福５丁目１３番２５号

イオン布施駅前店 東大阪市長堂１－８－３７

イオンスタイル野田阪神店 大阪市福島区海老江１－１－２３

イオン高槻店 高槻市萩之庄３－４７－２

イオンスタイル四條畷店 四條畷市砂４丁目３番２号

キッズリパブリック大日店 守口市大日東町１番１８号

イオン鴻池店 東大阪市鴻池町１－１－７２

イオンスタイル茨木店 茨木市松ヶ本町８番３０号－３

イオン北千里店 吹田市古江台４丁目２－５０

イオン鶴見緑地店 大阪市鶴見区鶴見４丁目１７－１

イオン大阪ドームシティ店 大阪市西区千代崎３丁目１３番１

イオン吹田店 吹田市朝日町２－１０１

イオン古川橋駅前店 門真市末広町４１－２

イオン喜連瓜破駅前店 大阪市平野区瓜破２丁目１番１３号

イオン金剛東店 富田林市向陽台３－１－１

イオン日根野店 泉佐野市日根野２４９６－１

イオン堺北花田店 堺市北区東浅香山町４丁１－１２

イオンりんくう泉南店 泉南市りんくう南浜３番１２

イオン和泉府中店 和泉市肥子町２－２－１

イオンスタイル堺鉄砲町店 堺市堺区鉄砲町１－１

プリキュア プリティストア大阪本店 大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目6番1号 あべのキューズモール3F

イトーヨーカ堂アリオ鳳店 堺市西区鳳南町3-199-12

イトーヨーカ堂あべの店 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1

MEGAドン・キホーテ 新世界店 大阪市浪速区恵美須東3-4-36

ドン・キホーテ 住之江公園店 大阪市住之江区新北島1-1-2

ドン・キホーテ 上本町店 大阪市天王寺区上之宮町1-24

ドン・キホーテ パウ石切店 東大阪市西石切町7-3-46

ドン・キホーテ 和泉店 和泉市富秋町2丁目7番地16号

ドン・キホーテ 八尾店 八尾市南植松町2-11

ドン・キホーテ 新金岡店 堺市北区新金岡町5-1-6

ドン・キホーテ 泉佐野店 泉佐野市下瓦屋2-2-77

ドン・キホーテ 大日店 守口市八雲東町1 丁目21-18

MEGAドン・キホーテ 富田林店 富田林市若松町西三丁目1560

MEGAドン・キホーテ 深江橋店 大阪市東成区深江北1-13

MEGAドン・キホーテ 松原店 松原市丹南3丁目2-10

ドン・キホーテ 法円坂店 大阪市中央区法円坂2-1-35

ドン・キホーテ アクロスモール泉北店 堺市南区原山台5-9-5アクロスモール泉北B館

MEGAドン・キホーテ 和泉中央店 和泉市いぶき野5丁目6-17

ドン・キホーテ 豊中店 豊中市勝部1丁目8-16

MEGAドン・キホーテ 弁天町店 大阪市港区弁天3-13-1

MEGAドン・キホーテ 岸和田店 岸和田市春木若松町21-1 「ラパーク岸和田」内

ガスト毛馬 大阪府大阪市都島区毛馬町１丁目７－１０

ガスト都島本通 大阪府大阪市都島区都島北通２丁目２－２１

ガスト野田阪神 大阪府大阪市福島区吉野４丁目２９－２７

ガスト港弁天町 大阪府大阪市港区磯路２丁目２０番地１７

ガスト天王寺桃山 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町２番地２２号

ガスト佃 大阪府大阪市西淀川区佃１丁目２２－１５

ガスト上新庄駅前 大阪府大阪市東淀川区瑞光１丁目２－５グラン・ノア２Ｆ

大阪府



ガスト江口橋 大阪府大阪市東淀川区北江口４丁目２－４５

ガスト大今里 大阪府大阪市東成区大今里西３丁目３－９

ガスト天王寺東 大阪府大阪市生野区林寺２丁目１９－１４

ガスト蒲生四丁目 大阪府大阪市城東区今福西１丁目７ー４キリンドプラザ２階

ガスト文の里 大阪府大阪市阿倍野区松崎町３丁目１３－８

ガスト我孫子町駅前 大阪府大阪市住吉区我孫子西２丁目３－１

ガスト玉出 大阪府大阪市西成区玉出西２丁目７－１９

ガスト西中島 大阪府大阪市淀川区木川東２丁目１－２

ガスト十三 大阪府大阪市淀川区田川北１丁目１０－９

ガスト阪急三国駅 大阪府大阪市淀川区三国本町３丁目３７番１号

ガスト鶴見緑地公園 大阪府大阪市鶴見区横堤４丁目２６－３４

ガスト放出駅前 大阪府大阪市鶴見区放出東３丁目３１－３５鶴見グリーンビル２Ｆ

ガスト住ノ江駅 大阪府大阪市住之江区西住之江１丁目１－４１Ｎ．ＫＬＡＳＳ住ノ江２４号区画

ガスト住之江スポーツビレッジ 大阪府大阪市住之江区泉１丁目１番１０５号

ガスト大阪ＡＴＣ 大阪府大阪市住之江区南港北２丁目１番１０号ＩＴＭ棟２階

ガスト平野加美 大阪府大阪市平野区加美鞍作３丁目１１－５

ガスト長吉長原 大阪府大阪市平野区長吉長原４丁目１８－４

ガスト天神橋筋六丁目 大阪府大阪市北区天神橋６丁目４－１３フェリス天六ビル２階

ガスト堺筋本町 大阪府大阪市中央区安土町２丁目２－１５ハウザー堺筋駅前ビル２Ｆ

ガストなんば 大阪府大阪市中央区難波３丁目５－１ナンバ一番ビル２階

ガスト北心斎橋 大阪府大阪市中央区南船場３丁目１０－５ＮＯＲＤ＋Ｓ　南船場２Ｆ

ガスト堺緑ヶ丘中町 大阪府堺市堺区緑ヶ丘中町１丁１番３３号

ガスト東百舌鳥 大阪府堺市中区新家町５８９－３

ガスト堺菱木 大阪府堺市西区山田３丁１０６０－１

ガスト泉北ニュータウン栂 大阪府堺市南区栂３５６－１

ガスト堺長曽根 大阪府堺市北区長曽根町３０００－１

ガスト堺北花田 大阪府堺市北区北花田町３丁１７－１

ガスト岸和田東 大阪府岸和田市箕土路町１丁目９－２２

ガスト豊中向丘 大阪府豊中市向丘３丁目１０－１５

ガスト豊中旭丘 大阪府豊中市旭丘４番１３０号

ガスト豊中本町 大阪府豊中市本町２丁目４－８０

ガスト豊中南 大阪府豊中市豊南町東３丁目１－８

ガスト阪急岡町駅前 大阪府豊中市中桜塚１丁目１－１

ガスト池田駅前 大阪府池田市満寿美町１－５

ガスト千里丘 大阪府吹田市千里丘上２－２０

ガスト吹田千里山 大阪府吹田市千里山竹園２丁目１７－３５ノア・インドアステージ南千里２Ｆ

ガスト岸辺駅前 大阪府吹田市岸部南１丁目２－６

ガスト関大前 大阪府吹田市千里山東１丁目７－１８

ガスト高槻東 大阪府高槻市宮野町４７－１

ガスト阪急高槻市駅前 大阪府高槻市城北町２丁目１－１８

ガスト高槻土室 大阪府高槻市土室町１番１６号

ガスト枚方田口 大阪府枚方市田口１丁目４８－５

ガスト樟葉駅前 大阪府枚方市楠葉花園町１２－５アクアくずはビル２階

ガスト枚方養父 大阪府枚方市養父東町１７－１０

ガストビオルネ枚方 大阪府枚方市岡本町７番１号枚方ビオルネ北館２階

ガスト茨木鮎川 大阪府茨木市鮎川５丁目２０－５

ガスト茨木豊川 大阪府茨木市西豊川町４番６号

ガスト茨木島 大阪府茨木市宮島１丁目３番２３号

ガスト阪急茨木市駅 大阪府茨木市別院町３－３４サンワビル２Ｆ

ガスト八尾久宝寺 大阪府八尾市久宝寺１丁目１番１１号

ガスト八尾高美 大阪府八尾市高美町１丁目４番２４号

ガスト泉佐野貝田 大阪府泉佐野市鶴原１２１０番地－４

ガスト富田林 大阪府富田林市中野町西２丁目２４２－１

ガスト寝屋川 大阪府寝屋川市葛原１丁目２７－１８

ガスト寝屋川秦 大阪府寝屋川市秦町２－３

ガスト河内長野片添 大阪府河内長野市西片添町２－２１

ガスト松原南 大阪府松原市丹南２丁目２９０－１

ガスト大東栄和 大阪府大東市栄和町１４－１９

ガスト大阪産業大学前 大阪府大東市中垣内３丁目２－２８

ガスト和泉 大阪府和泉市観音寺町６７７－１

ガスト牧落 大阪府箕面市牧落３丁目１３－１２

ガスト柏原国分 大阪府柏原市国分東条町１－１５

ガスト羽曳野 大阪府羽曳野市伊賀２丁目２８番２号

ガスト門真 大阪府門真市一番町１番６号

ガスト藤井寺 大阪府藤井寺市沢田１丁目２９－３

ガスト荒本駅前 大阪府東大阪市荒本新町５番３５号

ガスト近大前 大阪府東大阪市東上小阪１－１９

ガスト東大阪額田 大阪府東大阪市南荘町４－２

ガスト布施 大阪府東大阪市寿町３丁目２０－２８

ガスト東大阪小阪 大阪府東大阪市西堤本通東２丁目１－５

ガスト交野 大阪府交野市私部西２丁目１５－５

ガスト泉南尾崎 大阪府阪南市下出３９０－１



スタジオマリオ　豊中／豊中店 大阪府豊中市西緑丘３丁目１０－７

スタジオマリオ　吹田／ＢｉＶｉ千里山店 大阪府吹田市千里山霧が丘２２－１ＢｉＶｉ千里山２Ｆ

スタジオマリオ　寝屋川／アルプラザ香里園店 大阪府寝屋川市日新町５－５アルプラザ香里園店２Ｆ

スタジオマリオ　茨木／アルプラザ茨木店 大阪府茨木市上郡２丁目１２－８アルプラザ茨木店３Ｆ

スタジオマリオ　茨木／イオン新茨木店 大阪府茨木市中津町１８－１イオン新茨木店３Ｆ

スタジオマリオ　守口／イオンモール大日店 大阪府守口市大日東町１番１８号イオンモール大日４Ｆ

スタジオマリオ　豊中／曽根店 大阪府豊中市曽根東町２丁目２番地２号

スタジオマリオ　大阪／イオン喜連瓜破店 大阪府大阪市平野区瓜破２丁目１－１３

スタジオマリオ　東大阪／石切店 大阪府東大阪市西石切町１－８－２２

スタジオマリオ　松原／松原店 大阪府松原市上田４－３－２４

スタジオマリオ　大阪／八尾店 大阪府八尾市桜ケ丘３－７６

スタジオマリオ　大阪／イオンモール鶴見緑地店 大阪府大阪市鶴見区鶴見４－１７－１　イオンモール鶴見緑地３階

スタジオマリオ　堺／イトーヨーカドー津久野店 大阪府堺市西区下田町２０－１

スタジオマリオ　泉南／イオンモールりんくう泉南店 大阪府泉南市りんくう南浜３番１２

スタジオマリオ　岸和田／岸和田店 大阪府岸和田市作才町１１２３

スタジオマリオ　堺／福田店 大阪府堺市中区福田５７９－５

スタジオマリオ　河内長野／河内長野店 大阪府河内長野市昭栄町１－３

スタジオマリオ　和泉／和泉中央店 大阪府和泉市万町１０７３－１

スタジオマリオ　堺／中百舌鳥店 大阪府堺市北区百舌鳥梅町３丁４番５号

スタジオマリオ　和泉／コムボックス光明池店 大阪府和泉市室堂町８２４－３６　コムボックス店内１階

ガシャポンバンダイオフィシャルショップ梅田店 大阪府大阪市北区小松原町3-3 OSビル 3F

ｎａｍｃｏくずはモール店 大阪府枚方市楠葉花園町１０―８５　ＫＵＺＵＨＡＭＡＬＬ南館２Ｆ

ｎａｍｃｏセブンパーク天美店 大阪府松原市天美東３丁目５００番地　セブンパーク天美３Ｆ

ｎａｍｃｏなんばパークス店 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目１０番７０号　なんばパークス６Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール大日店 大阪府守口市大日東町１－１８　イオンモール大日４Ｆ

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ鳳店 大阪府堺市西区鳳南町３－１９９－１２　アリオ鳳アリオモール３Ｆ３２８０

ｎａｍｃｏ梅田店 大阪府大阪市北区小松原町３番３号　ＯＳビル２Ｆ

バースデイ阪南店　　　　　　　　　　　　　　　　　 阪南市鳥取中３９３－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイジャガータウン店　　　　　　　　　　 守口市佐太東町２－６－１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ船場店　　　　　　　　　　　　　　　　　 箕面市船場東３－１７－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ八尾南店　　　　　　　　　　　　　　 八尾市永畑町２－２－２７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイフレスポしんかな店　　　　　　　　　　　 堺市北区新金岡町５－１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ葛の葉南店　　　　　　　　　　　　　　　 泉大津市千原町１－８８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイニトリモール枚方店　　　　　　　　　　　 枚方市北山１－２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ上野芝店　　　　　　　　　　　　　　　　 堺市西区上野芝向ヶ丘町６－６－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ鶴見店　　　　　　　　　　　　　　　 大阪市鶴見区安田１－１１－３２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ岸和田カンカンベイサイドモール店　　　　 岸和田市港緑町２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ摂津店　　　　　　　　　　　　　　　　　 摂津市鳥飼西５丁目５－５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイダイエー光明池店　　　　　　　　　　　　 和泉市室堂町８４１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイあべの店　　　　　　　　　　　　　　　　 大阪市阿倍野区三明町２－１－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ下田部店　　　　　　　　　　　　　　 高槻市下田部町２－１０－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ八戸ノ里店　　　　　　　　　　　　　　　 東大阪市下小阪５－２－３５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイフレンドタウン交野店　　　　　　　　　　 交野市星田北２丁目２６－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

トイザらス・ベビーザらス伊丹店 兵庫県伊丹市藤ﾉ木1-1-1-127イオンモール伊丹1F

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

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番地イオンモール姫路リバーシティー3F

トイザらス・ベビーザらス加古川店 兵庫県加古川市加古川町寺家町173-1ニッケパークタウン内２F

ベビーザらス阪急宝塚店 兵庫県宝塚市栄町 1-8-26

トイザらス尼崎店 兵庫県尼崎市潮江一丁目3番1号　あまがさきキューズモール　3階 311区画

株式会社ニシダヤ　三和店 尼崎市神田南通り３－８３

株式会社ニシダヤ　中央店 尼崎市神田中通り３－４１

株式会社ニシダヤ　丹波店 丹波市氷上町本郷３００　ゆめタウン１Ｆ

有限会社アポロ電機　芦屋店 芦屋市大原町９－１－１１４ラポルテ東館１Ｆ

コジマ×ビックカメラ　Corowa甲子園店 西宮市甲子園高潮町3-3　3Ｆ

コジマ×ビックカメラ　名谷店 神戸市　須磨区西落合１丁目１番１１号

イオン和田山店 朝来市和田山町枚田岡７７４

イオン小野店 小野市王子町８６８－１

イオン加古川店 加古川市平岡町新在家６１５－１

イオン明石店 明石市大久保町ゆりのき通り３丁目３－１

イオン姫路店 姫路市増位本町２－１２－１０

イオン赤穂店 赤穂市中広字別所５５－３

イオン山崎店 宍粟市山崎町中井字城下１０

イオン三木店 三木市大村字砂１６３

イオン姫路リバーシティー店 姫路市飾磨区細江２５６０番地

イオン社店 加東市社１１２６－１

イオン高砂店 高砂市緑丘２－１－４０

兵庫県



イオン姫路大津店 姫路市大津区大津町２丁目５番

イオン加西北条店 加西市北条町北条３０８－１

イオン猪名川店 川辺郡猪名川町白金２－１

イオン三田ウッディタウン店 三田市けやき台１丁目６番地２

イオンジェームス山店 神戸市垂水区青山台７－７－１

イオンスタイル洲本店 洲本市塩屋１－１－８

イオン南淡路店 南あわじ市賀集八幡北３７８－１

イオン淡路店 淡路市志筑新島１０－２

イオンスタイル伊丹昆陽店 伊丹市池尻４丁目１番地１

イオンスタイル伊丹店 伊丹市藤ノ木１丁目１番１号

イオン神戸北店 神戸市北区上津台８丁目１番１号

イオン西宮店 西宮市林田町２－２４

イトーヨーカ堂加古川店 加古川市別府町緑町2番地

イトーヨーカ堂明石店 明石市二見町西二見駅前1-18　

ドン・キホーテ 西宮店 西宮市六湛寺町1-13

ドン・キホーテ 加古川店 加古川市野口町野口129番62

MEGAドン・キホーテ 神戸本店 神戸市中央区脇浜町3-2-23

MEGAドン・キホーテ 姫路白浜店 姫路市白浜町丙571-58

ドン・キホーテ 神戸西店 神戸市西区 丸塚2-9-18

ドン・キホーテ 三田店 三田市川除55

MEGAドン・キホーテ 神戸学園都市店 神戸市垂水区小束山手2丁目1-1

MEGAドン・キホーテ 姫路広畑店 姫路市広畑区夢前町一丁目1-1

ガスト神戸新在家 兵庫県神戸市灘区新在家南町１丁目２－２

ガスト兵庫駅南 兵庫県神戸市兵庫区駅南通２丁目１ー１

ガスト兵庫駅前 兵庫県神戸市兵庫区駅南通５丁目２－１

ガスト長田御屋敷通 兵庫県神戸市長田区御屋敷通３丁目１番４７号

ガスト名谷 兵庫県神戸市垂水区名谷町字横尾１７６９

ガスト北鈴蘭台 兵庫県神戸市北区山田町小部字大脇山１７－１２

ガスト神戸ひよどり台 兵庫県神戸市北区ひよどり台南町２丁目１－２

ガスト三ノ宮 兵庫県神戸市中央区下山手通２丁目２ー１０神戸サウナビル２Ｆ

ガスト神戸元町 兵庫県神戸市中央区元町通１丁目１１－１７大本元町ビル　２階

ガスト押部谷 兵庫県神戸市西区押部谷町福住５４３－１

ガスト神戸北別府 兵庫県神戸市西区北別府４丁目２－４

ガスト神戸森友 兵庫県神戸市西区森友２丁目３９－１

ガスト西神戸 兵庫県神戸市西区竜が岡１丁目２１－１

ガスト姫路土山 兵庫県姫路市土山１丁目６－１５

ガスト姫路飾西 兵庫県姫路市飾西３９４－１

ガスト姫路御国野 兵庫県姫路市御国野町御着７６８－１

ガスト姫路白浜 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎中１丁目１１１番地

ガスト姫路網干 兵庫県姫路市網干区和久１１４－１

ガスト姫路飾磨 兵庫県姫路市飾磨区中野田２丁目８９

ガスト兵庫香寺 兵庫県姫路市香寺町岩部字柳木８番５

ガスト姫路駅前 兵庫県姫路市駅前町３６３－１フェスタビル南館３Ｆ

ガスト尼崎立花 兵庫県尼崎市浜田町３丁目７４

ガスト尼崎塚口 兵庫県尼崎市南塚口町８丁目９－１

ガスト尼崎道意 兵庫県尼崎市道意町７丁目１ＡＭＡＤｏオートバックス棟内

ガスト明石大久保 兵庫県明石市魚住町金ケ崎大池東６３－２

ガスト朝霧 兵庫県明石市大蔵八幡町１－３８

ガスト越水 兵庫県西宮市越水町３－３

ガスト西宮北口 兵庫県西宮市高木東町２２－２８

ガスト西宮鳴尾 兵庫県西宮市小松西町１丁目４－２４

ガスト関西学院前 兵庫県西宮市上ケ原三番町１－３４

ガスト洲本 兵庫県洲本市桑間ナカマチ６８１番地

ガスト芦屋 兵庫県芦屋市楠町７－１８

ガスト伊丹瑞穂 兵庫県伊丹市瑞穂町６丁目４５

ガスト伊丹桜台 兵庫県伊丹市中野北３丁目５－１４

ガスト伊丹荒牧 兵庫県伊丹市荒牧１丁目３－２３

ガスト伊丹野間 兵庫県伊丹市南野６－４－２７

ガスト豊岡 兵庫県豊岡市野田字仁倉１７３－４

ガスト加古川駅南 兵庫県加古川市加古川町寺家町９４－２

ガスト加古川平岡 兵庫県加古川市平岡町一色２２５－１

ガスト加古川水足 兵庫県加古川市野口町水足３３３－３３

ガスト赤穂 兵庫県赤穂市黒崎町１９１番地

ガスト宝塚南口 兵庫県宝塚市南口２丁目５－４３

ガスト三木志染 兵庫県三木市志染町広野１丁目１０７

ガスト高砂市役所前 兵庫県高砂市荒井町千鳥３丁目３－５

ガスト川西能勢口駅前 兵庫県川西市栄町１６－６アクロスキューブ川西能勢口１Ｆ

ガスト三田 兵庫県三田市高次２丁目４－３

ガスト三田ウッディタウン 兵庫県三田市けやき台１丁目６－２

ガスト加西 兵庫県加西市北条町古坂６－６７

ガスト氷上柏原 兵庫県丹波市氷上町稲継堂ノ坪２４９－１

ガスト兵庫山崎 兵庫県宍粟市山崎町三津３２０

ガスト社 兵庫県加東市社字駒通１２０２－１

ガスト龍野 兵庫県たつの市龍野町小宅北字大町６４－１



スタジオマリオ　明石／イオン明石店 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通３－３－１イオン明石店３Ｆ

スタジオマリオ　明石／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

スタジオマリオ　姫路／イオンモール姫路大津店 兵庫県姫路市大津区大津町２丁目５番地イオンモール姫路大津２Ｆ

スタジオマリオ　尼崎／つかしん店 ※フロア移転のため2/7～配布兵庫県尼崎市塚口本町４丁目８－１(2023.2.7以降　兵庫県尼崎市塚口本町４丁目８-１つかしん　ひがしまち北館３階)

スタジオマリオ　姫路／市川橋店 兵庫県姫路市市川橋通２丁目４８番地

スタジオマリオ　加古川／加古川店 兵庫県加古川市野口町坂元４６－１

スタジオマリオ　宝塚／安倉店 兵庫県宝塚市安倉中５－２－１４

スタジオマリオ　西宮／河原店 兵庫県西宮市河原町４－３

スタジオマリオ　神戸／北神有野店 兵庫県神戸市北区有野中町３丁目２９－１

スタジオマリオ　神戸／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イオンジェームス山店４Ｆ

スタジオマリオ　猪名川／イオンモール猪名川店 兵庫県川辺郡猪名川町白金２－１イオンモール猪名川２Ｆ

ガシャポンバンダイオフィシャルショップOSシネマズ神戸ハーバーランド店 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目7番2号神戸ハーバーランドumie サウスモール5F

バースデイ東山店　　　　　　　　　　　　　　　　　 姫路市東山２７１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ大津店　　　　　　　　　　　　　　　　　 姫路市大津区西土井３７３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイイオンタウン姫路店　　　　　　　　　　　 姫路市延末４３５－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ尾上店　　　　　　　　　　　　　　　　　 加古川市尾上町池田１８９７－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイつかしん店　　　　　　　　　　　　　 尼崎市塚口本町４－８－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイハーバーランド店　　　　　　　　　　　　 神戸市中央区東川崎町１－３－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ豊岡店　　　　　　　　　　　　　　　　　 豊岡市加広町７－３２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイコロワ甲子園店　　　　　　　　　　　　　 西宮市甲子園高潮町３－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ洲本店　　　　　　　　　　　　　　　　　 洲本市上内膳４３３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

トイザらス奈良店 奈良県奈良市二条大路南1-3-1ミ・ナーラ3F

イオン桜井店 桜井市上之庄２７８－１

イオン五條店 五條市今井２－１５０

イオンスタイル橿原店 橿原市曲川町７丁目２０番１

イオン登美ヶ丘店 生駒市鹿畑町３０２７

イオン大和郡山店 大和郡山市下三橋町７４１

アピタ大和郡山店 大和郡山市田中町字宮西５１７番

西友王寺店 北葛城郡王寺町久度 2-2-1

MEGAドン・キホーテUNY 西大和店 北葛城郡上牧町ささゆり台一丁目1番1号

ガスト奈良大安寺 奈良県奈良市大安寺町字出袋狐塚５５２－２

ガスト奈良三条 奈良県奈良市下三条町３１－１

ガスト奈良藤ノ木台 奈良県奈良市藤ノ木台１丁目１－２３

ガスト大和高田 奈良県大和高田市大字築山１１４－１

ガスト天理 奈良県天理市二階堂上ノ庄町１６７－１

ガスト天理インター 奈良県天理市石上町５０４

ガスト橿原神宮前 奈良県橿原市久米町芝田７１３

ガスト橿原 奈良県橿原市葛本町６７７－１

ガスト奈良桜井 奈良県桜井市大字阿部４２９－１

ガスト五條 奈良県五條市須恵３丁目４－２２

ガスト東生駒 奈良県生駒市小明町５５８－１

ガスト生駒鹿の台東 奈良県生駒市鹿畑町７３－１

ガスト大和新庄 奈良県葛城市東室１４９－１

ガスト奈良平群 奈良県生駒郡平群町大字下垣内７５－１

スタジオマリオ　上牧／ラスパ西大和店 奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台１丁目１番１号ラスパ西大和店２Ｆ

バースデイ田原本店　　　　　　　　　　　　　　　　 磯城郡田原本町大字薬王寺１２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイイオンタウン富雄南店　　　　　　　　　　 奈良市石木町１００－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ橿原店　　　　　　　　　　　　　　　　　 橿原市常盤町６０１－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイミ・ナーラ店　　　　　　　　　　　　　　 奈良市二条大路南１－３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ新庄店　　　　　　　　　　　　　　　　　 葛城市北花内４９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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番地イオンモール和歌山3F

イオン新宮店 新宮市橋本２－１４－２３

イオンスタイル和歌山店 和歌山市中字楠谷５７３番地

MEGAドン・キホーテ 紀の川店 紀の川市打田1363

MEGAドン・キホーテ 和歌山次郎丸店 和歌山市次郎丸38

ガスト和歌山平井 和歌山県和歌山市平井１６９－１

ガスト和歌山湊 和歌山県和歌山市湊１８３３－５

ガスト海南 和歌山県海南市日方字新浜１５２３－２

ガスト紀伊橋本 和歌山県橋本市高野口町伏原２７６－２

ガスト有田 和歌山県有田市宮崎町１１６－２

ガスト御坊 和歌山県御坊市名屋町３丁目５－４

ガスト紀伊田辺 和歌山県田辺市目良４３－２３

バースデイ岩出店　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩出市中迫字塚本１３５－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バースデイ直川店　　　　　　　　　　　　　　　 和歌山市直川４９０－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

和歌山県

奈良県


