
都道府県 会場 住所
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 イオン札幌平岡店 北海道札幌市平岡３条５丁目３－１
北海道 イオン札幌藻岩店 北海道札幌市川沿２条２丁目１－１
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１－１
北海道 イオン札幌苗穂店 北海道札幌市苗穂２条３丁目１－１
北海道 イオン湯川店 北海道函館市湯川町３丁目１４－５　　　　　
北海道 イオン余市店 北海道余市郡黒川町１２丁目６２－１
北海道 イオン小樽店 北海道小樽市築港１１－６
北海道 イオン上磯店 北海道北斗市七重浜４－４４－１
北海道 イオン室蘭店 北海道室蘭市東町２丁目４－３２
北海道 イオン伊達店 北海道伊達市末永町８－１
北海道 イオン苫小牧店 北海道苫小牧市柳町３丁目１－２０
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２－１
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 イオン札幌桑園店 北海道札幌市北八条西１４丁目２８
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
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
北海道 イオン札幌元町 北海道札幌市東区北３１条東１５丁目１－１
北海道 イオン千歳店 北海道千歳市栄町６丁目５１
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
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１０５９－１
北海道 イオン江別店 北海道江別市幸町３５
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 イオン旭川春光店 北海道旭川市春光町１０
北海道 イオン滝川店 北海道滝川市東町２丁目２５－３　　　　　
北海道 イオン旭川永山店 北海道旭川市永山３条１２丁目２－１１
北海道 イオン帯広店 北海道帯広市西４条南２０丁目１
北海道 イオン釧路昭和店 北海道釧路市昭和中央４丁目１８－１
北海道 イオン根室店 北海道根室市常盤町３丁目９
北海道 イオン釧路店 北海道釧路郡桂木１丁目１－７
北海道 イオン北見店 北海道北見市北進町１丁目１－１
北海道 イオン名寄店 北海道名寄市字徳田８０－１
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 ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌琴似店 北海道札幌市西区琴似４条１丁目１－１
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　美幌店 北海道網走郡美幌町稲美８９－１２
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　室蘭店 北海道室蘭市中島本町１丁目１番６号  ＭＯＲＵＥ中島
北海道 函館　蔦屋書店 北海道函館市石川町８５番１号
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 ビックカメラ 札幌店 北海道札幌市中央区北五条西2-1
北海道 ヤマダ電機テックランド札幌発寒店 北海道札幌市西区発寒十一条14丁目1069-21
北海道 ヤマダ電機テックランド清田店 北海道札幌市清田区清田一条1-1-1
北海道 ヤマダ電機テックランド札幌屯田店 北海道札幌市北区屯田七条３丁目２番２号
北海道 ヤマダ電機テックランド旭川店 北海道旭川市緑町12丁目2719番地1
北海道 ヤマダ電機テックランド函館店 北海道函館市亀田本町66-5
北海道 ヤマダ電機テックランド帯広店 北海道帯広市西13条北1-1-32
北海道 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ北見店 北海道北見市西三輪六丁目1番地１
北海道 ヤマダ電機テックランド札幌厚別店 北海道札幌市厚別区厚別東四条8丁目18番20号
北海道 ヤマダ電機テックランド旭川大雪通店 北海道旭川市大雪通二丁目484番3
北海道 ヤマダ電機テックランド岩見沢店 北海道岩見沢市大和2条8丁目1番13
北海道 ヤマダ電機テックランド札幌月寒店 北海道札幌市豊平区月寒東一条12丁目1番1号
北海道 ヤマダ電機テックランド千歳店 北海道千歳市新富1丁目1番9号
北海道 ヤマダ電機テックランド札幌琴似店 北海道札幌市西区二十四軒二条１丁目2-46
北海道 ヤマダ電機テックランド札幌苗穂店 北海道札幌市東区東雁来二条１丁目1-16
北海道 ヤマダ電機テックランド滝川店 北海道滝川市東町3丁目92-8
北海道 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ函館本店 北海道函館市美原二丁目14-1
北海道 ヤマダ電機テックランド札幌本店 北海道札幌市中央区北一条西８丁目1-2
北海道 ヤマダ電機テックランド苫小牧本店 北海道苫小牧市柳町4丁目3-23
北海道 ヤマダ電機テックランド札幌南川沿店 北海道札幌市南区川沿五条2丁目1-1
北海道 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ釧路店 北海道釧路市川上町八丁目8番
北海道 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ帯広西五条店 北海道帯広市西5条南38丁目1番14号
北海道 ヨドバシカメラ マルチメディア札幌 北海道札幌市北区北６条西5-1-22
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
都道府県 会場 住所
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 イオンスーパーセンター十和田 青森県十和田市大字相坂字六日町山１６６番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 イオン七戸十和田駅前店 青森県上北郡七戸町字荒熊内６７番地９９０
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

コンセプトパック「20th Anniversary」発売記念キャンペーン
オリジナルクリアファイル　プレゼント店舗



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 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
青森県 ヤマダ電機テックランド青森本店 青森県青森市第二問屋町2-5-18
青森県 ヤマダ電機テックランド八戸店 青森県八戸市沼館4-1-86
青森県 ヤマダ電機テックランド弘前店 青森県弘前市早稲田4-2-2
青森県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ弘前神田店 青森県弘前市神田一丁目7-2
都道府県 会場 住所
岩手県 イオン盛岡店 岩手県盛岡市前潟４－７－１
岩手県 イオン盛岡南店 岩手県盛岡市本宮７丁目１番１号
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 イオンスーパーセンター水沢桜屋敷 岩手県奥州市水沢区字桜屋敷西２８番地１０
岩手県 イオン江釣子店 岩手県北上市北鬼柳１９－６８
岩手県 イオンスーパーセンター釜石 岩手県釜石市港町二丁目１番１号
岩手県 イオンスーパーセンター盛岡渋民 岩手県盛岡市渋民字鶴飼２０番地１
岩手県 イオンスーパーセンター一関 岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬１１番１
岩手県 イオンスーパーセンター陸前高田 岩手県陸前高田市米崎町字川崎２２６番地
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 イオンスーパーセンター金ケ崎 岩手県胆沢郡金ケ崎町三ヶ尻荒巻１６５
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 ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店 岩手県一関市山目字泥田７－２
岩手県 ＴＳＵＴＡＹＡ　水沢店 岩手県奥州市水沢区佐倉河字慶徳８７
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
岩手県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ盛岡本店 岩手県盛岡市北飯岡一丁目1番1号
岩手県 ヤマダ電機テックランド水沢店 岩手県奥州市水沢区佐倉河字矢中35-1
岩手県 ヤマダ電機テックランド盛岡北店 岩手県盛岡市青山三丁目4-15
都道府県 会場 住所
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 イオンスタイル御所野　KIDS REPUBLIC御所野店 秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１（イオンスタイル御所野３Ｆ）
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 イオンスーパーセンター湯沢 秋田県湯沢市字上荻生田１６２
秋田県 イオン横手店 秋田県横手市安田字向田１４７
秋田県 イオンスーパーセンター横手南 秋田県横手市婦気大堤字中田４－１
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 イオン中仙店 秋田県大仙市北長野字袴田１８８
秋田県 イオンスーパーセンター本荘 秋田県由利本荘市石脇字田中１３８番地
秋田県 イオン能代店 秋田県能代市柳町１１－１
秋田県 イオンスーパーセンター大館 秋田県大館市字大田面２３８番
秋田県 イオンスーパーセンター五城目 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美郷 秋田県仙北郡美郷町南町字南高野３４
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中野店 秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼３８４－１
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　広面店 秋田県秋田市広面字近藤堰越６３－１
秋田県 高桑書店ＴＳＵＴＡＹＡ　横手店 秋田県横手市安田字向田１７９－１
秋田県 高桑書店ＴＳＵＴＡＹＡ　湯沢店 秋田県湯沢市元清水４－３－２４
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　由利本荘店 秋田県由利本荘市中梵天１２４
秋田県 トイザらス秋田店 秋田県秋田市卸町 1-135-1 
秋田県 ヤマダ電機テックランド秋田本店 秋田県秋田市八橋南2-4-6
秋田県 ヤマダ電機テックランド大仙店 秋田県大仙市東川字屋敷後223
秋田県 ヤマダ電機テックランド大館店 秋田県大館市下綱327-1
秋田県 ヤマダ電機テックランド秋田御所野店 秋田県秋田市御所野堤台一丁目3-2
都道府県 会場 住所
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 イオン仙台中山店 宮城県仙台市泉区南中山１－３５－４０
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 イオンスーパーセンター加美 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鈎取 宮城県仙台市太白区鈎取本町１丁目２１番１号
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 イオン多賀城店 宮城県多賀城市町前４－１－１
宮城県 イオン石巻店 宮城県石巻市茜平四丁目１０４番地
宮城県 イオンスーパーセンター石巻東 宮城県石巻市流留字七勺１番１
宮城県 イオンスーパーセンター涌谷 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佐沼 宮城県登米市南方町新島前４６－１
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 イオン船岡店 宮城県柴田郡柴田町西船迫２－１－１５
宮城県 イオンスーパーセンター栗原志波姫 宮城県栗原市志波姫新熊谷１１番
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丁目５番１号
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ヤマト屋書店　東仙台店 宮城県仙台市宮城野区東仙台４－１４－１
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　田子店 宮城県仙台市宮城野区田子２－４１－３０
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　やまとまち店 宮城県仙台市若林区中倉３丁目１７－５０
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　沖野店 宮城県仙台市若林区沖野２丁目５－５
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　古川バイパス店 宮城県大崎市古川字城西１５
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　築館店 宮城県栗原市築館字留場桜１０―５
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　涌谷店 宮城県遠田郡涌谷町字砂田前２８２番地
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 ヤマダ電機テックランド仙台泉本店 宮城県仙台市泉区市名坂字柳清水102番1
宮城県 ヤマダ電機テックランド仙台東店 宮城県仙台市宮城野区南目館20-20
宮城県 ヤマダ電機テックランド仙台南店 宮城県仙台市太白区中田町字後河原48-1
宮城県 ヤマダ電機テックランド多賀城店 宮城県多賀城市町前四丁目2番1号
宮城県 ヤマダ電機ＬＡＢＩ仙台 宮城県仙台市青葉区中央３丁目6-1
宮城県 ヤマダ電機テックランド佐沼店 宮城県登米市南方町新島前46-1
宮城県 ヤマダ電機テックランド石巻店 宮城県石巻市恵み野三丁目3番地32
宮城県 ヤマダ電機テックランド仙台太白店 宮城県仙台市太白区鈎取本町一丁目18-1
宮城県 ヨドバシカメラ マルチメディア仙台 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-13
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3階
都道府県 会場 住所
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 イオン山形南店 山形県山形市若宮３－７－８
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 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 イオン酒田南店 山形県酒田市あきほ町１２０－１
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 ジョーシン山形嶋店　キッズランド 山形県山形市嶋北2-4-15
山形県 ジョーシン米沢店　キッズランド 山形県米沢市成島町3丁目88-11号
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
山形県 ヤマダ電機テックランド山形本店 山形県山形市大野目4-3-7
山形県 ヤマダ電機テックランド天童店 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内32街区1号
都道府県 会場 住所
福島県 アピタ会津若店 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 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 イオンスーパーセンター鏡石 福島県岩瀬郡鏡石町桜岡３７５－９
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 イオンスーパーセンター南相馬 福島県南相馬市原町区大木戸字金場７７
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 イトーヨーカドー平店 福島県いわき市平6-6-2
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 ＴＳＵＴＡＹＡ　白河店 福島県白河市北中川原１６１－１
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
福島県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ郡山南店 福島県郡山市安積町荒井字方八丁33-1
福島県 ヤマダ電機テックランド福島店 福島県福島市御山三本松46
福島県 ヤマダ電機テックランドいわき店 福島県いわき市鹿島町御代赤坂18
福島県 ヤマダ電機テックランド会津若松店 福島県会津若松市町北町大字上荒久田字村北110-1
福島県 ヤマダ電機テックランドいわき平店 福島県いわき市平上荒川字堀ノ内12-1
福島県 ヤマダ電機テックランド須賀川店 福島県須賀川市高久田境63-2
福島県 ヤマダ電機テックランド郡山本店 福島県郡山市喜久田町字四十坦6-12
福島県 ヤマダ電機テックランド福島南店 福島県福島市太平寺字坿屋敷58
福島県 ヨドバシカメラ マルチメディア郡山 福島県郡山市駅前1-16-7
都道府県 会場 住所
茨城県 アピタ佐原店 茨城県稲敷市西代１４８０番地
茨城県 イオン土浦店 茨城県土浦市上高津３６７
茨城県 イオン下妻店 茨城県下妻市堀籠９７２－１
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 イオンつくば店 茨城県つくば市稲岡６６－１
茨城県 イオン古河店 茨城県古河市旭町１－２－１７
茨城県 イオン笠間店 茨城県笠間市赤坂８
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 イオン鹿嶋店 茨城県鹿嶋市宮中２９０－１
茨城県 イオン石岡店 茨城県石岡市大字石岡２７５２－２
茨城県 イオン高萩店 茨城県高萩市安良川２３１－１
茨城県 イオンスタイル水戸内原 茨城県水戸市内原２丁目１番地
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 イオン常陸大宮店 茨城県常陸大宮市下村田２３８７
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ケ崎店 茨城県龍ヶ崎市小柴５－１－２
茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　那珂湊店 茨城県ひたちなか市田中後７５１５
茨城県 蔦屋書店　ひたちなか店 茨城県ひたちなか市新光町３０－４
茨城県 トイザらス龍ヶ崎店 茨城県龍ヶ崎市小柴 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
茨城県 ビックカメラ 水戸駅店 茨城県水戸市宮町1丁目7番31号 エクセルみなみ
茨城県 ヤマダ電機テックランド水戸本店 茨城県水戸市笠原町209番地
茨城県 ヤマダ電機テックランドつくば店 茨城県つくば市大字下原字池向370-1
茨城県 ヤマダ電機テックランド鹿島店 茨城県鹿嶋市宮中字東山333-4
茨城県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ筑西店 茨城県筑西市布川1249-8
茨城県 ヤマダ電機テックランドひたちなか店 茨城県ひたちなか市大字稲田1424-1
茨城県 ヤマダ電機テックランド龍ヶ崎店 茨城県龍ヶ崎市小通幸谷町288　Ｑｉｚモール内
茨城県 ヤマダ電機テックランド古河店 茨城県古河市西牛谷1002-1
茨城県 ヤマダ電機テックランド北茨城店 茨城県北茨城市中郷町上桜井2177
都道府県 会場 住所
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 イオン今市店 栃木県日光市豊田７９－１
栃木県 ザ・ビッグエクストラ真岡店 栃木県真岡市台町２６６８
栃木県 イオン小山店 栃木県小山市中久喜１４６７－１
栃木県 イオンスタイル佐野新都市 栃木県佐野市高萩町１３２４－１
栃木県 イオン栃木店 栃木県栃木市箱森町３７－９
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 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
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 ＴＳＵＴＡＹＡ　江曽島店 栃木県宇都宮市江曽島町１０６２－１
栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮テクノ店 栃木県宇都宮市ゆいの杜４－１－３９
栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　自治医大店 栃木県下野市医大前３－１－１
栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　作新学院前店 栃木県宇都宮市西一の沢町２－１
栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　４００号西那須野店 栃木県那須塩原市太夫塚６－２３２－８
栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮竹林店 栃木県宇都宮市竹林町５４９番地１
栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　栃木城内店 栃木県栃木市城内町２丁目６番２３号
栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮東簗瀬店 栃木県宇都宮市東簗瀬１丁目４１－３
栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮南店 栃木県宇都宮市針ヶ谷町４７２番地７
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 ヤマダ電機テックランド宇都宮本店 栃木県宇都宮市元今泉3丁目1-14
栃木県 ヤマダ電機テックランド駒生店 栃木県宇都宮市駒生町字東高田3363-1



栃木県 ヤマダ電機テックランド小山店 栃木県小山市駅東通り2-3-8
栃木県 ヤマダ電機テックランド足利店 栃木県足利市朝倉町244-1
栃木県 ヤマダ電機テックランド宇都宮南店 栃木県宇都宮市江曽島本町22番8号
栃木県 ヨドバシカメラ マルチメディア宇都宮 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 宇都宮西口ビル
都道府県 会場 住所
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 アピタ吹上店 埼玉県鴻巣市袋９０番地の１
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 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 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 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 イオン大宮西店 埼玉県さいたま市西区三橋６－６０７－１３
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 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 イオン川口前川店 埼玉県川口市前川１－１－１１
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 イオン浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区大門３７１０
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 イオン東鷲宮店 埼玉県久喜市桜田３－２－１
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 イオンスタイルレイクタウン 埼玉県越谷市レイクタウン３丁目１番地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 イオン春日部店 埼玉県春日部市下柳４２０－１
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 イオン武蔵狭山店 埼玉県狭山市入間川３－３１－５
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 イオン入間店 埼玉県入間市上藤沢４６２－１
埼玉県 イオン所沢店 埼玉県所沢市東町５－２２
埼玉県 イオン熊谷店 埼玉県熊谷市本石２－１３５
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 イトーヨーカドー上尾駅前店 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 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丁目1-1　ららぽーと新三郷　2階 
埼玉県 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
埼玉県 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
埼玉県 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)
埼玉県 ジョーシン羽生イオンモール店　キッズランド 埼玉県羽生市川崎２丁目２８１番地３（イオンモール羽生１Ｆ）
埼玉県 ジョーシン鴻巣店　キッズランド 埼玉県北足立郡吹上町袋763-2
埼玉県 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
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東浦和店 埼玉県さいたま市緑区大間木４１２－１
埼玉県 蔦屋書店　東松山店 埼玉県東松山市あずま町４丁目８番３号
埼玉県 グリーンブック　秩父店 埼玉県秩父市下宮地町１８－９
埼玉県 グリーンブック　寄居店 埼玉県大里郡寄居町寄居１７５９
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　籠原店 埼玉県深谷市幡羅町１丁目７－２
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高麗川店 埼玉県日高市大字鹿山３０８－１
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高階店 埼玉県川越市砂新田３８３－２
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　川越店 埼玉県川越市神明町７－１９
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　坂戸八幡店 埼玉県坂戸市八幡１丁目３番２１号
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊奈店 埼玉県北足立郡伊奈町学園２丁目１８８番地４
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 埼玉県草加市清門町字北 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
埼玉県 ビックカメラ 大宮西口そごう店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-8-4　そごうパーキング館
埼玉県 ヤマダ電機テックランド本庄店 埼玉県本庄市日の出4丁目5番17号
埼玉県 ヤマダ電機テックランド坂戸店 埼玉県坂戸市八幡1丁目3番45号
埼玉県 ヤマダ電機テックランド久喜店 埼玉県久喜市久喜北2-6-3
埼玉県 ヤマダ電機テックランド入間店 埼玉県入間市東藤沢2丁目17-1
埼玉県 ヤマダ電機テックランド熊谷本店 埼玉県熊谷市大字原島1187-1
埼玉県 ヤマダ電機テックランド北本店 埼玉県北本市深井六丁目87
埼玉県 ヤマダ電機テックランド新座店 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東１４番4
埼玉県 ヤマダ電機テックランド三郷店 埼玉県三郷市ピアラシティ二丁目1番地6
埼玉県 ヤマダ電機テックランド狭山店 埼玉県狭山市上奥富59-1
埼玉県 ヤマダ電機テックランド川口本店 埼玉県川口市本町2-7-25　ＭＩＥＬかわぐち　3Ｆ
埼玉県 ヤマダ電機テックランド大宮宮前本店 埼玉県さいたま市西区宮前町257
埼玉県 ヤマダ電機テックランド・Ｎｅｗダイクマ大宮店 埼玉県さいたま市見沼区南中丸511
埼玉県 ヤマダ電機テックランド浦和埼大通り店 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保725
埼玉県 ヤマダ電機テックランド春日部本店 埼玉県春日部市小渕字前田259-3
埼玉県 ヤマダ電機テックランド南越谷店 埼玉県越谷市南越谷2丁目6-40
埼玉県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ草加店 埼玉県草加市谷塚上町765
埼玉県 ベスト電器ＢＴ狭山富士見店 埼玉県狭山市富士見1-28-7
埼玉県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ新座野火止店 埼玉県新座市野火止6-1-7
埼玉県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ川越店 埼玉県川越市氷川町57-1



埼玉県 ヤマダ電機テックランド浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区玄蕃新田75-3
埼玉県 ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都心駅前店 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-6
都道府県 会場 住所
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 ピアゴ藤岡店 群馬県藤岡市藤岡４１６番地４
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 イオンモール太田　モントイズ太田店 群馬県太田市石原町８１（イオンモール太田１Ｆ）
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 蔦屋書店　前橋みなみモール店 群馬県前橋市新堀町９４０番
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 
群馬県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ前橋本店 群馬県前橋市日吉町4-14-13
群馬県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗみどり店 群馬県みどり市笠懸町阿左美1471-1
群馬県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ太田飯田町店 群馬県太田市飯田町211番地1
群馬県 ヤマダ電機テックランド館林店 群馬県館林市瀬戸谷2293-3
群馬県 ヤマダ電機テックランド伊勢崎店 群馬県伊勢崎市韮塚町1184
群馬県 ヤマダ電機ＬＡＢＩ １ 高崎 群馬県高崎市栄町１番１号
群馬県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ藤岡店 群馬県藤岡市中栗須26-1
都道府県 会場 住所
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 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 イオンモール幕張新都心　KIDS REPUBLIC幕張新都心店千葉県千葉市美浜区豊砂１－１他（イオンモール幕張新都心ファミリーモール２Ｆ）
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 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 イオン北小金店 千葉県松戸市小金１番地
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 イオン市川妙典店 千葉県市川市妙典５丁目３番１号
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 イオン船橋店 千葉県船橋市山手１－１－８
千葉県 イオン船橋イオンデジタルワールド店 千葉県船橋市山手１－１－８
千葉県 イオン鎌ヶ谷店 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷２－７－１
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 イオン津田沼店 千葉県習志野市津田沼１－２３－１
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 イオン柏店 千葉県柏市豊町２－５－２５
千葉県 イオンノア店 千葉県野田市中根３６－１
千葉県 イオン新浦安店 千葉県浦安市入船１－４－１
千葉県 イオン臼井店 千葉県佐倉市王子台１－２３
千葉県 イオンスタイルユーカリが丘　KIDS REPUBLICユーカリが丘店千葉県佐倉市西ユーカリが丘６丁目１２番地３（イオンスタイルユーカリが丘３Ｆ）
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 イオン銚子店 千葉県銚子市三崎町２丁目２６６０－１
千葉県 イオン八街店 千葉県八街市文違３０１
千葉県 イオン旭店 千葉県旭市イ－２６７６
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 イオン館山店 千葉県館山市八幡５４５－１
千葉県 イオン鴨川店 千葉県鴨川市横渚９７３－１
千葉県 イオン茂原店 千葉県茂原市六ツ野字高師野２７９９－４
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 イトーヨーカドー姉崎店 千葉県市原市姉崎鐙田（アブミダ）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 千葉県市原市更級四丁目３番２
千葉県 イトーヨーカドーｾﾌﾞﾝﾊﾟｰｸアリオ柏店 千葉県柏市大島田９５０―１
千葉県 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1-19-1
千葉県 ジョーシン流山店キッズランド 千葉県流山市向小金1-241-1アクロスプラザ流山２F
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　木更津店 千葉県木更津市太田２－５－１
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　市原五井店 千葉県市原市更級４丁目１－２４
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 ビックカメラ 柏店 千葉県柏市柏1-1-21 スカイプラザ柏
千葉県 ヤマダ電機テックランド富里インター店 千葉県富里市七栄1006-4
千葉県 ヤマダ電機テックランド船橋店 千葉県船橋市習志野5-2-12
千葉県 ヤマダ電機テックランド千葉本店 千葉県千葉市若葉区貝塚町1087-1
千葉県 ヤマダ電機テックランド南行徳店 千葉県市川市南行徳3-4-1
千葉県 ヤマダ電機テックランド船橋本店 千葉県船橋市北本町2-58-5
千葉県 ヤマダ電機テックランド柏店 千葉県柏市大山台1-22



千葉県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ幕張本店 千葉県千葉市花見川区幕張町２丁目7701番地
千葉県 ヤマダ電機テックランド千葉ニュータウン店 千葉県印西市牧の原1-3
千葉県 ヤマダ電機テックランド柏沼南店 千葉県柏市風早1丁目1-1
千葉県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ蘇我本店 千葉県千葉市中央区川崎町55-3
千葉県 ヤマダ電機テックランド野田店 千葉県野田市柳沢２７９番地の1
千葉県 ヤマダ電機テックランド館山店 千葉県館山市八幡字小松原697-1
千葉県 ヤマダ電機ＬＡＢＩ津田沼 千葉県習志野市谷津1-16-1
千葉県 ヤマダ電機テックランドおゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野南５丁目37-1
千葉県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ松戸本店 千葉県松戸市松戸2289-3
千葉県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ木更津請西本店 千葉県木更津市請西南2-27-1
千葉県 ヤマダ電機テックランド東金店 千葉県東金市田間1266-1
千葉県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ成田店 千葉県成田市ウイング土屋156-3
千葉県 ヤマダ電機テックランド茂原店 千葉県茂原市高師1666番地
千葉県 ヤマダ電機テックランド四街道店 千葉県四街道市中央1-12
千葉県 ヤマダ電機テックランド流山店 千葉県流山市大字木356番地の2（木B70街区3）
千葉県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ市川本八幡店 千葉県市川市八幡三丁目3番3号　
千葉県 ヨドバシカメラ 千葉店 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1
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
都道府県 会場 住所
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 イオン西新井店 東京都足立区梅島３－３２－７
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 イオン南砂店 東京都江東区南砂６－７－１５
東京都 イオン品川シーサイド店 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 イオン板橋店 東京都板橋区徳丸２丁目６－１
東京都 イオン練馬店 東京都練馬区光が丘５－１－１
東京都 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 ザ・ビッグ昭島店 東京都昭島市宮沢町　５００－１
東京都 イオン東久留米店 東京都東久留米市南沢５－１７－６２
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 イトーヨーカドー竹ノ塚店 東京都足立区竹ノ塚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１－２０－１
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 ジョーシン板橋前野店　キッズランド 東京都板橋区前野町3丁目20-1
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　西五反田店 東京都品川区西五反田２－２８－５  第２オークラビル１Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店 東京都世田谷区太子堂４－１－１  キャロットタワー　２Ｆ
東京都 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 東京都渋谷区宇田川町２１－６
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　巣鴨店 東京都豊島区巣鴨１－２０－８
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　町屋店 東京都荒川区荒川６－６－１
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　西日暮里店 東京都荒川区西日暮里３－６－１４  マンション道灌山　１Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　北千住店 東京都足立区千住２－２５
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　亀有店 東京都葛飾区亀有５－３５－９
東京都 蔦屋書店　フレスポ府中店 東京都府中市西原町１－６－２
東京都 蔦屋書店　八王子楢原店 東京都八王子市楢原町８１９番地１
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンモール日の出 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木２３７－３
東京都 蔦屋書店　稲城若葉台店 東京都稲城市若葉台４丁目１番
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 ビックカメラ 池袋本店 東京都豊島区東池袋1-41-5
東京都 ビックカメラ 池袋西口店 東京都豊島区西池袋1-16-3
東京都 ビックカメラ 有楽町店 東京都千代田区有楽町1-11-1
東京都 ビックカメラ 新宿西口店 東京都新宿区西新宿1-5-1
東京都 ビックロ ビックカメラ 新宿東口店 東京都新宿区新宿3丁目29番地1
東京都 ビックカメラ 渋谷東口店 東京都渋谷区渋谷1-24-12
東京都 ビックカメラ 渋谷ハチ公口店 東京都渋谷区道玄坂2-5-9
東京都 ビックカメラ 赤坂見附駅店 東京都港区赤坂3-1-6
東京都 ビックカメラ 聖蹟桜ヶ丘駅店 東京都多摩市関戸1-11-1 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターＡ館６階
東京都 ビックカメラ ＪＲ八王子駅店 東京都八王子市旭町1-17
東京都 ビックカメラ 立川店 東京都立川市曙町2-12-2
東京都 ヤマダ電機ＬＡＢＩ 1 日本総本店池袋 東京都 豊島区東池袋1-5-7
東京都 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ八王子別所店 東京都八王子市別所２丁目56番地
東京都 ヤマダ電機テックランド東京本店 東京都世田谷区上北沢5-37-18
東京都 ヤマダ電機ＬＡＢＩ自由が丘 東京都目黒区緑が丘2-17-9
東京都 ヤマダ電機テックランド足立店 東京都足立区平野2-1-5
東京都 ヤマダ電機テックランド練馬本店 東京都練馬区南田中3-30-5



東京都 ヤマダ電機ＬＡＢＩ品川大井町 東京都品川区東大井５丁目20-1
東京都 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ江東新砂店 東京都江東区新砂三丁目1番13号
東京都 ヤマダ電機テックランド町田本店 東京都町田市旭町1-24-1
東京都 ヤマダ電機テックランド立川店 東京都立川市富士見町1-24-9
東京都 ヤマダ電機テックランド武蔵村山店 東京都武蔵村山市三ﾂ藤1-84
東京都 ヤマダ電機テックランド南平店 東京都日野市南平7-7-3
東京都 ヤマダ電機テックランド平和台駅前店 東京都練馬区北町6-32-5
東京都 ヤマダ電機テックランド府中店 東京都府中市西原町1-3-1
東京都 ヤマダ電機ＬＡＢＩ新宿西口館 東京都新宿区西新宿一丁目18-8
東京都 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ葛西店 東京都江戸川区中葛西4丁目8-1
東京都 ヤマダ電機テックランド錦糸町店 東京都墨田区太平４丁目１番５号（２階）
東京都 ヤマダ電機テックランド稲城若葉台店 東京都稲城市若葉台2丁目8番
東京都 ヨドバシカメラ 新宿西口本店 東京都新宿区西新宿1-11-1
東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア新宿東口 東京都新宿区新宿3-26-7
東京都 ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 東京都千代田区神田花岡町1-1
東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア錦糸町 東京都墨田区江東橋3-14-5　　テルミナ1F～3F
東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア上野２号店 東京都台東区上野4-9-8
東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア町田 東京都町田市原町田1-1-11
東京都 ヨドバシカメラ 八王子店 東京都八王子市東町7-4
東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-19-1
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 専門店街アルパ 2F
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
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
都道府県 会場 住所
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 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 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 ピアゴZ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 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 イオン本牧店 神奈川県横浜市中区本牧原７－１
神奈川県 イオン金沢シーサイド店 神奈川県横浜市金沢区並木２－１３－１
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 イオン横須賀店 神奈川県横須賀市本町２－１－１２
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区内７４街区１外
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 イオン海老名店 神奈川県海老名市中央２－４－１
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 イオン橋本店 神奈川県相模原市緑区橋本６－２－１
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 イオン秦野店 神奈川県秦野市入船町１２－１
神奈川県 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
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駅前店 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ケ丘店 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 神奈川県相模原市南区古淵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 イトーヨーカドーグランツリー武蔵小杉店 神奈川県川崎市中原区新丸子東３－１１３５－１
神奈川県 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
神奈川県 ジョーシン相模原小山店　キッズランド 神奈川県相模原中央区小山3-37-1　コーナン相模原小山モール2F
神奈川県 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本町191番　ｺｰﾅﾝ港北ｲﾝﾀｰ店2F
神奈川県 ジョーシン厚木下荻原店　キッズランド 神奈川県厚木市下荻野1200-1　h-ﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ厚木荻原店2F
神奈川県 蔦屋書店　港北ミナモ店 神奈川県横浜市都筑区中川中央２丁目７番１号
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　Ｌａ　ｖｉｓｔａ新杉田店 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１－１  らびすた新杉田　２Ｆ
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　港南中央店 神奈川県横浜市港南区港南中央通１２－３１  Ｇｏｏｄａｙ　Ｐｌａｃｅ
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　菊名駅東口店 神奈川県横浜市港北区菊名４丁目３番１７号  青木第二ビル
神奈川県 蔦屋書店　青葉奈良店 神奈川県横浜市青葉区奈良３丁目２１－１
神奈川県 蔦屋書店　厚木戸室店 神奈川県厚木市戸室５丁目６番１号
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　横山店 神奈川県相模原市中央区横山２－１６
神奈川県 蔦屋書店　大和下鶴間店 神奈川県大和市中央林間西２－５－３６
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛甲石田店 神奈川県厚木市愛甲１－９－１２  諸星愛甲ビル　１Ｆ
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　湘南台店 神奈川県藤沢市湘南台６丁目１－１
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 ビックカメラ 相模大野駅店 神奈川県相模原市相模大野3-8-1　相模大野ｽﾃｰｼｮﾝｽｸｴｱB館６階
神奈川県 ビックカメラ 新横浜店 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45
神奈川県 ビックカメラ 横浜西口店 神奈川県横浜市西区南幸2-1-29
神奈川県 ビックカメラ ラゾーナ川崎店 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1
神奈川県 ビックカメラ 藤沢店 神奈川県藤沢市藤沢559
神奈川県 ヤマダ電機テックランド平塚店 神奈川県平塚市田村5-25-5
神奈川県 ヤマダ電機テックランド秦野店 神奈川県秦野市尾尻字宮ﾉ前882番1
神奈川県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ港北センター本店 神奈川県横浜市都筑区中川中央二丁目2-1
神奈川県 ヤマダ電機テックランド横浜本店 神奈川県横浜市港南区下永谷5-2-1
神奈川県 ヤマダ電機テックランド川崎店 神奈川県川崎市川崎区港町12番1号
神奈川県 ヤマダ電機テックランド大和店 神奈川県大和市下鶴間526-1
神奈川県 ヤマダ電機テックランド横浜泉店 神奈川県横浜市泉区上飯田町3937
神奈川県 ヤマダ電機テックランド海老名店 神奈川県海老名市中央2丁目10-1
神奈川県 ヤマダ電機ＬＡＢＩ大船 神奈川県横浜市栄区笠間2-2-1
神奈川県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ大和深見店 神奈川県大和市深見488-1
神奈川県 ヤマダ電機テックランド横浜金沢店 神奈川県横浜市金沢区富岡東2-4-29
神奈川県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ横須賀店 神奈川県横須賀市日の出町3-3-3
神奈川県 ヤマダ電機テックランド上山店 神奈川県横浜市緑区上山2-27-1
神奈川県 ヤマダ電機テックランド向ヶ丘店 神奈川県川崎市宮前区平2-3-10
神奈川県 ヤマダ電機ダイクマテックランド茅ヶ崎店 神奈川県茅ヶ崎市新栄町12-3
神奈川県 ヤマダ電機ダイクマテックランド厚木店 神奈川県厚木市長谷6-20
神奈川県 ヤマダ電機テックランド磯子店 神奈川県横浜市磯子区磯子1-2-1
神奈川県 ヤマダ電機テックランド上平塚店 神奈川県平塚市上平塚1-61
神奈川県 ヤマダ電機テックランド新山下店 神奈川県横浜市中区新山下一丁目17-39
神奈川県 ヤマダ電機ＬＡＢＩ上大岡 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-18-5
神奈川県 ヤマダ電機テックランド戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区汲沢二丁目1-7
神奈川県 ヤマダ電機テックランドクロスガーデン川崎幸店 神奈川県川崎市幸区小倉5丁目19番23号
神奈川県 ヨドバシカメラ マルチメディア横浜 神奈川県横浜市西区北幸1-2-7
神奈川県 ヨドバシカメラ マルチメディア川崎ルフロン 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11　　
神奈川県 ヨドバシカメラ マルチメディア京急上大岡 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1
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
都道府県 会場 住所
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
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 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 ヤマダ電機テックランド山梨本店 山梨県甲斐市富竹新田1902-3
山梨県 ヤマダ電機テックランド山梨中央店 山梨県中央市下河東3053-1
都道府県 会場 住所
新潟県 アピタ新潟亀店 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 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 イオン十日町店 新潟県十日町市字川端丑７８４－１
新潟県 イオン六日町店 新潟県南魚沼市余川３１００
新潟県 イオン新潟南店 新潟県新潟市江南区下早通柳田１－１－１
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 イオン新潟西店 新潟県新潟市西区小新南２丁目１番１０号
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 イオン三条店 新潟県三条市西裏館２－１２－２０
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 イオン村上東店 新潟県村上市仲間町２００
新潟県 イオン県央店 新潟県燕市井土巻３丁目６５番
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 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
新潟県 ジョーシン新発田店　キッズランド 新潟県新発田市舟入町３－８－２６
新潟県 ジョーシン柏崎店　キッズランド 新潟県柏崎市幸町１－２８
新潟県 ジョーシン佐渡店　キッズランド 新潟県佐渡市 市野沢９９
新潟県 ジョーシン長岡古正寺店　キッズランド 新潟県長岡市古正寺町２１７番地
新潟県 ジョーシン燕三条店　キッズランド 新潟県燕市井土巻4-175
新潟県 ジョーシン亀貝店　キッズランド 新潟県新潟市西区亀貝1340
新潟県 蔦屋書店　新潟中央インター店 新潟県新潟市中央区湖南４番８
新潟県 蔦屋書店　長岡新保店 新潟県長岡市新保６丁目２２２番地
新潟県 蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店 新潟県長岡市沖田１丁目６番
新潟県 蔦屋書店　長岡古正寺店 新潟県長岡市古正寺町３５０番地
新潟県 蔦屋書店　河渡店 新潟県新潟市東区河渡庚１６７
新潟県 蔦屋書店　新通店 新潟県新潟市西区新通１２７２
新潟県 蔦屋書店　佐渡佐和田店 新潟県佐渡市市野沢８２
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 
新潟県 ビックカメラ 新潟店 新潟県新潟市中央区花園1-1-21　CoCoLo 南館内
新潟県 ヤマダ電機テックランド三条店 新潟県三条市大字上須頃293-1
新潟県 ヤマダ電機テックランド新潟関新店 新潟県新潟市中央区関新３－４－２７
新潟県 ヤマダ電機テックランド上越店 新潟県上越市富岡3439
新潟県 ヤマダ電機テックランド亀田店 新潟県新潟市江南区東早通1－1－37
新潟県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ新潟錦町本店 新潟県新潟市東区錦町3-25
新潟県 ヨドバシカメラ マルチメディア新潟駅前店 新潟県新潟市中央区弁天1-2-6
都道府県 会場 住所
富山県 アピタ富山店 富山県富山市上袋１００番６８
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 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 イオン高岡店 富山県高岡市江尻３３１－１
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 イオンモールとなみ　KIDS REPUBLICとなみ店 富山県砺波市中神土地区画整理事業地 ３１街区 １（イオンモールとなみ２Ｆ）
富山県 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
富山県 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
富山県 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
富山県 ジョーシン射水店　キッズランド 富山県射水市本開発701番地
富山県 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
富山県 ジョーシン魚津店　キッズランド 富山県魚津市吉島928
富山県 ジョーシン富山南店　キッズランド 富山県富山市大町137番8
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･プラザ小杉店 富山県射水市三ケ2602　　　　　　　　
富山県 平和堂アル･プラザ富山店 富山県富山市婦中町下轡田165番地の1
富山県 ヤマダ電機テックランド魚津店 富山県魚津市吉島4216-1
富山県 ヤマダ電機テックランド高岡店 富山県高岡市昭和町2丁目2番1号
富山県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ富山婦中本店 富山県富山市婦中町速星35-1
富山県 ヤマダ電機テックランド富山金泉寺本店 富山県富山市金泉寺70-2
富山県 ポケモンストア　アウトレット　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
都道府県 会場 住所
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 アピタ松任店 石川県白山市幸明町２８０番地
石川県 ピアゴ七尾店 石川県七尾市御祓町１番地
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 イオン金沢店 石川県金沢市福久２丁目５８番地
石川県 イオン御経塚店 石川県野々市市御経塚２－９１
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 イオン小松店 石川県小松市平面町ア６９
石川県 イオン松任店 石川県白山市平松町１０２－１
石川県 イオンスタイルかほく 石川県かほく市内日角　タ　２５番
石川県 ジョーシン金沢本店　キッズランド 石川県金沢市戸坂西2丁目7番地
石川県 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1-144
石川県 ジョーシン羽咋店　キッズランド 石川県羽咋市石野町1-5
石川県 ジョーシン西金沢店　キッズランド 石川県金沢市米泉町10丁目1-152
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･プラザ加賀店 石川県加賀市作見町ル25番1　　　　　　　
石川県 平和堂アル･プラザ金沢店 石川県金沢市諸江町30番1号　　　　　　
石川県 平和堂アル･プラザ鹿島店 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･プラザ小松店 石川県小松市園町ハ23番地1
石川県 平和堂アル･プラザ津幡店 石川県河北郡津幡町北中条地区1街区1
石川県 ヤマダ電機テックランド野々市店 石川県野々市市三日市町72街区1
石川県 ヤマダ電機テックランド七尾店 石川県七尾市藤橋町申部6番地
石川県 ヤマダ電機テックランド金沢本店 石川県金沢市西都1-40
石川県 ヤマダ電機テックランド金沢大桑店 石川県金沢市大桑3丁目141番地
石川県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ小松店 石川県小松市沖周辺土地区画整理事業施工地区内仮17街区15
都道府県 会場 住所
長野県 アピタ伊那店 長野県伊那市西町5182番地1
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 ピアゴ飯田駅店 長野県飯田市東和町二丁目３５番地
長野県 イオン須坂店 長野県須坂市馬場町１２８８
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 イオン佐久平店 長野県佐久市佐久平駅南１１－１０
長野県 イオン上田店 長野県上田市常田２－１２－１８
長野県 イオン南松本店 長野県松本市双葉５－２０
長野県 イオン諏訪店 長野県諏訪郡下諏訪町南四王６１３３
長野県 イオン飯田店 長野県飯田市上郷飯沼１５７５
長野県 イオン飯田アップルロード店 長野県飯田市鼎一色４５６
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 イオン豊科店 長野県安曇野市豊科４２７２－１０
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 エディオン飯田インター店 長野県飯田市育良町1-2-1　りんごの里内
長野県 エディオン上田しおだ野店 長野県上田市神畑字西村373
長野県 エディオン長野青木島店 長野県長野市青木島4丁目4-5　青木島ショッピングパーク2階
長野県 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淵480-1
長野県 蔦屋書店　千曲屋代店 長野県千曲市大字杭瀬下５番１
長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　座光寺店 長野県飯田市座光寺３７９７－１
長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊那店 長野県伊那市日影４５０
長野県 蔦屋書店　長野川中島店 長野県長野市稲里町中央２－１２－１
長野県 蔦屋書店　須坂店 長野県須坂市井上７７０
長野県 蔦屋書店　中野店 長野県中野市大字吉田５５０
長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　駒ヶ根店 長野県駒ヶ根市赤穂９７１－１
長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　箕輪店 長野県上伊那郡箕輪町三日町９３３－１
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丁目21番27号 
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 
長野県 ヤマダ電機テックランド佐久本店 長野県佐久市岩村田字下樋田1788-2
長野県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ上田本店 長野県上田市古里字大畑1992-1
長野県 ヤマダ電機テックランド松本本店 長野県松本市出川二丁目3-1
長野県 ヤマダ電機テックランド長野南店 長野県長野市稲里町中央3丁目1-1
長野県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗＳＢＣ通り本店 長野県長野市吉田一丁目21-33
都道府県 会場 住所
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 アピタ大和田店 福井県福井市大和田町第３２号２３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 ジョーシン福井本店　キッズランド 福井県福井市高柳町３８－２８
福井県 ジョーシン敦賀店　キッズランド 福井県敦賀市古田刈町２８号１－１　アクロスプラザ敦賀内



福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　福井パリオ店 福井県福井市松城町９－７
福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　武生南店 福井県越前市妙法寺町５５９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･プラザ 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･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･プラザ鯖江店 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･プラザ敦賀店 福井県敦賀市白銀町11番5号
福井県 平和堂アル･プラザ武生店 福井県越前市府中1丁目11番2号
福井県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ福井本店 福井県福井市渕三丁目411番
福井県 ヤマダ電機テックランド越前店 福井県越前市瓜生町40字山王3番
福井県 ヤマダ電機テックランド福井大和田店 福井県福井市大和田2丁目1602番地
都道府県 会場 住所
岐阜県 アピタ高山店 岐阜県高山市国府町金桶４１番地
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 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 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 ピアゴ浅草店 岐阜県大垣市浅草４丁目６５番地２
岐阜県 ピアゴ鶉店 岐阜県岐阜市中鶉７丁目７９番地３
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 ピアゴ可児店 岐阜県可児市　中恵土字溝向　２１２０番１
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 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 イオン関店 岐阜県関市倉知５１６
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 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 イオン大垣店 岐阜県大垣市外野２丁目１００番地
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 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
岐阜県 エディオン可児今渡店 岐阜県可児市今渡840-2
岐阜県 エディオン高山店 岐阜県高山市上岡本町7丁目93-1
岐阜県 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
岐阜県 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151　3Ｆ）
岐阜県 ジョーシン大垣イオンモール店　キッズランド 岐阜県大垣市外野２丁目１００番地（ｲｵﾝ大垣ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・1F）
岐阜県 ジョーシン各務原イオンモール店　キッズランド 岐阜県各務原市那加萱場町３－８ (ｲｵﾝ各務原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・1F)
岐阜県 ジョーシン瑞穂店　キッズランド 岐阜県瑞穂市穂積字タリ3110番1
岐阜県 ジョーシン岐阜カラフルタウン店キッズランド 岐阜県岐阜市柳津町丸野３丁目３-６　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ館2F
岐阜県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店 岐阜県大垣市本今町字西ノ側１６３９－１
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641-2
岐阜県 平和堂 高富店 岐阜県山県市高木1473番地
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 ヤマダ電機テックランド岐阜本店 岐阜県岐阜市薮田南4-11-7
岐阜県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ大垣店 岐阜県大垣市林町六丁目80番地55
岐阜県 ヤマダ電機テックランド各務原店 岐阜県各務原市鵜沼三ﾂ池町三丁目132番地
岐阜県 ヤマダ電機テックランド可児店 岐阜県可児市中恵土2371番90
岐阜県 ヤマダ電機テックランド瑞浪店 岐阜県瑞浪市土岐町6958-1
都道府県 会場 住所
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１５３-１
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 アピタ吉原店 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 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 ピアゴ泉町店 静岡県浜松市中区泉一丁目６番１号
静岡県 イオンスタイル富士宮 静岡県富士宮市浅間町１－８
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 イオン焼津店 静岡県焼津市祢宜島５５５番地
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 イオン浜松志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂二丁目３７番１号
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 イオン袋井店 静岡県袋井市上山梨４丁目１番地の１
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 エディオン浜松和田店　　 静岡県浜松市東区和田町666-1
静岡県 エディオンフィルタウン浜松小豆餅店 静岡県浜松市中区小豆餅四丁目14番21号
静岡県 エディオン熱海店 静岡県熱海市中央町19-39　マックスバリュ熱海店3階　
静岡県 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番地の1
静岡県 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丁目13番地7号　クロスガーデン富士中央２階
静岡県 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
静岡県 ジョーシン焼津インター店　キッズランド 静岡県焼津市越後島３８５
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや静岡流通どおり店 静岡県静岡市葵区千代田７－９－２８
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　御殿場店 静岡県御殿場市茱萸沢９５－５
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店 静岡県駿東郡清水町玉川１５７－１



静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや袋井店 静岡県袋井市川井９９８－２
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや函南店 静岡県田方郡函南町間宮３２９－１
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 ｻﾞｻﾞｼﾃｨﾊﾏﾏﾂ 2F
静岡県 ビックカメラ 浜松店 静岡県浜松市中区砂山町322-1
静岡県 ヤマダ電機テックランド浜松本店 静岡県浜松市東区北島町815-5
静岡県 ヤマダ電機テックランド静岡店 静岡県静岡市駿河区馬渕2-8-1
静岡県 ヤマダ電機テックランド浜松中央店 静岡県浜松市中区中央一丁目３番２１号
静岡県 ヤマダ電機テックランド富士店 静岡県富士市川成島620-1
静岡県 ヤマダ電機テックランド静岡国吉田店 静岡県静岡市駿河区国吉田1丁目1番43号
静岡県 ヤマダ電機テックランド富士宮店 静岡県富士宮市万野原新田3728番地
静岡県 ヤマダ電機テックランド清水店 静岡県静岡市清水区清開１丁目3-3
静岡県 ヤマダ電機テックランド掛川店 静岡県掛川市細田231-1
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
都道府県 会場 住所
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 アピタ西尾店 愛知県西尾市高畠町三丁目２３-９
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 アピタ蒲郡店 愛知県蒲郡市港町１７番１０号　　　　　　　　　　
愛知県 アピタ岡崎店 愛知県岡崎市日名北町４番地４６
愛知県 アピタ荒尾店 愛知県東海市荒尾町山王前２０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 アピタ瀬戸店 愛知県瀬戸市幸町３３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 アピタ元町店 愛知県豊田市土橋町二丁目６５番地
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 アピタ小牧店 愛知県小牧市掘の内三丁目１５番地
愛知県 アピタ千代田店 愛知県名古屋市千種区千代田橋二丁目１番１号  
愛知県 アピタ岩倉店 愛知県岩倉市旭町一丁目２５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 アピタ港店 愛知県名古屋市港区当知二丁目１５０１番地
愛知県 アピタ名南店 愛知県名古屋市南区豊田四丁目９番４７号
愛知県 アピタ東海店 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 アピタ長久手店 愛知県長久手市戸田谷９０１番地１
愛知県 アピタ新守山店 愛知県名古屋市守山区新守山２８３０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 アピタ桃花店 愛知県小牧市古雅一丁目１番地
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 アピタ江南西店 愛知県江南市松竹町上野２０５番地           
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 ピアゴ上和田店 愛知県岡崎市上和田町字サジ１０
愛知県 ピアゴ矢作店 愛知県岡崎市舳腰町字神道３５番地
愛知県 ピアゴ阿久比店 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字惣山６５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 ピアゴ吉良店 愛知県西尾市吉良町吉田天笠桂１６番地３
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 ピアゴ国府店 愛知県豊川市国府町桜田１０３番地
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 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 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 ピアゴ印場店 愛知県尾張旭市庄中町一丁目5番地１
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 ピアゴ菱野店 愛知県瀬戸市緑町一丁目１０６番地
愛知県 ピアゴ井ケ谷店 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 ピアゴ太田川店 愛知県東海市大田町下浜田１０２－１
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 ピアゴ香久山店 愛知県日進市香久山五丁目１８０１番地
愛知県 ピアゴ布袋店 愛知県江南市布袋下山町西１９番地
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 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 ピアゴ尾西店 愛知県一宮市小信中島東鵯平５９番地
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 ピアゴ十四山店 愛知県弥富市鍋平二丁目４７番地
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 イオン豊川店 愛知県豊川市開運通２－３１
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 イオンスタイルワンダーシティ 愛知県名古屋市西区二方町４０
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 イオン大高店 愛知県名古屋市緑区南大高２丁目４５０番地
愛知県 イオンナゴヤドーム前店 愛知県名古屋市東区矢田南４－１０２－３
愛知県 イオン上飯田店 愛知県名古屋市北区織部町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 イオン名古屋東店 愛知県名古屋市名東区猪子石原２－１７０１
愛知県 イオンメイトピア店 愛知県名古屋市名東区高間町５０１－１
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 イオンスタイル東浦 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２
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 イオン小牧店 愛知県小牧市東１－１２６
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 ザ・ビッグエクストラ弥富店 愛知県弥富市五明町蒲原１３７１－４
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 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号         　　 　　
愛知県 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
愛知県 エディオン八事店　 愛知県名古屋市昭和区山手通4-5
愛知県 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
愛知県 エディオン豊田大林店 愛知県豊田市大林町八丁目54番2
愛知県 エディオン豊田本店 愛知県豊田市三軒町８丁目55番地
愛知県 エディオン豊川店 愛知県豊川市正岡町西深田345-1
愛知県 エディオン安城店 愛知県安城市三河安城東町１丁目17番地1
愛知県 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
愛知県 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　
愛知県 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　　
愛知県 エディオン日進竹の山店 愛知県日進市竹の山3丁目2003番地
愛知県 エディオン一宮本店 愛知県一宮市緑5丁目6番10号　
愛知県 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　　　　　
愛知県 ジョーシンひとつぎ店　キッズランド 愛知県刈谷市一ツ木町３丁目１０番４
愛知県 ジョーシンアクロス豊川店　キッズランド 愛知県豊川市正岡町池田７００
愛知県 ジョーシン白土店　キッズランド 愛知県名古屋市緑区白土８０３
愛知県 スーパーキッズランド大須店 愛知県名古屋市中区大須４－２－４８
愛知県 ジョーシン大高イオンモール店　キッズランド 愛知県名古屋市緑区大高町奥平子１－１(ｲｵﾝ大高ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F)
愛知県 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
愛知県 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3-232なるぱーく2F
愛知県 ジョーシン日進香具山店　キッズランド 愛知県日進市香久山4-201-3
愛知県 ジョーシン半田店　キッズランド 愛知県半田市浜田町3-8-1
愛知県 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
愛知県 ジョーシン蟹江店　キッズランド 愛知県海部郡蟹江町桜1-212
愛知県 ジョーシン小牧店　キッズランド 愛知県小牧市郷中1-50
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックセンター名豊大府店 愛知県大府市柊山町１丁目９８番地  リソラ大府ショッピングテラス
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店 愛知県名古屋市中川区戸田明正二丁目１１０番地
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　牧野店 愛知県豊橋市牧野町字牧野２６－１０２
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　三ノ輪店 愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺１６－１
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎牧御堂店 愛知県岡崎市牧御堂町字水洗２０
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　尾張一宮店 愛知県一宮市羽衣二丁目５－１
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店 愛知県岡崎市羽根町字小豆坂３番地  ウイングタウン内
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　豊明店 愛知県豊明市前後町宮前１５００－１
愛知県 ヨシヅヤ津島北テラス　ＴＳＵＴＡＹＡ　新津島店 愛知県津島市片岡町６０番地
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　碧南店 愛知県碧南市栄町２丁目３番
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店 愛知県春日井市美濃町２丁目３番地
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申新田二区 67-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ東浦 2F
愛知県 ビックカメラ 名古屋駅西店 愛知県名古屋市中村区椿町6-9
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 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 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ野並店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字小森1-3
愛知県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ岡崎本店 愛知県岡崎市大平町堤下55番地
愛知県 ヤマダ電機テックランド一宮店 愛知県一宮市下沼町4丁目19番
愛知県 ヤマダ電機テックランド豊川店 愛知県豊川市下長山町高畑26-1
愛知県 ヤマダ電機テックランド名古屋本店 愛知県名古屋市中川区昭明町5丁目1-5
愛知県 ヤマダ電機テックランド星ヶ丘店 愛知県名古屋市千種区星が丘1-1-7
愛知県 ヤマダ電機テックランド半田店 愛知県半田市本町1丁目1番地
愛知県 ヤマダ電機テックランド江南店 愛知県江南市高屋町清水39番
愛知県 ヤマダ電機テックランド豊橋店 愛知県豊橋市柱五番町116-1
愛知県 ヤマダ電機テックランド守山店 愛知県名古屋市守山区深沢一丁目102
愛知県 ヤマダ電機テックランド蒲郡店 愛知県蒲郡市鹿島町浅井新田1-25
愛知県 ヤマダ電機テックランド安城店 愛知県安城市尾崎町上大縄1-2
愛知県 ヤマダ電機ＬＡＢＩ名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目2-5
愛知県 ヤマダ電機テックランド名古屋千種店 愛知県名古屋市千種区内山一丁目20-37
愛知県 ヤマダ電機テックランド西尾店 愛知県西尾市寄住町泡原14-1
愛知県 ヤマダ電機テックランド知立店 愛知県知立市長篠町八ツ田道13番７
愛知県 ヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋店 愛知県名古屋市中区栄3-16-1
愛知県 ポケモンセンターナゴヤ 愛知県名古屋市中区栄三丁目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　中部国際空港店 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
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
都道府県 会場 住所



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 アピタ松阪店 三重県松阪市市場庄町１２６６番地の１
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 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 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 イオン白子店 三重県鈴鹿市白子駅前９－２０
三重県 ザ・ビッグエクストラ津河芸店 三重県津市河芸町中別保丸垣内１００番
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 イオン大安店 三重県いなべ市大安町高柳１９４５
三重県 イオン桑名店 三重県桑名市新西方１丁目２２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 イオン鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２
三重県 イオン津店 三重県津市桜橋３丁目４４６
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 イオン明和店 三重県多気郡明和町中村１２２３番地
三重県 イオン松阪店 三重県松阪市船江町１３９２－２７
三重県 イオン伊勢店 三重県伊勢市楠部町乙１６０－２
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 イオン伊賀上野店 三重県伊賀市上野茅町２５１９
三重県 イオン尾鷲店 三重県尾鷲市倉ノ谷町２－１７
三重県 エディオン津北店 三重県津市島崎町36番
三重県 エディオン四日市日永店 三重県四日市市日永四丁目1番4号
三重県 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
三重県 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
三重県 ジョーシン名張店　キッズランド 三重県名張市瀬古口226
三重県 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538　ｲｵﾝﾗﾗﾊﾟｰｸｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F
三重県 ジョーシン桑名イオンモール店　キッズランド 三重県桑名市新西方1-35ｲｵﾝ桑名ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3番街1F
三重県 ジョーシン松坂店　キッズランド 三重県松阪市久米町1174-03
三重県 ジョーシン東員イオンモール店　キッズランド 三重県員弁郡東員町長深字筑田510-1　ｲｵﾝﾓｰﾙ東員2F
三重県 ジョーシン津城山イオンタウン店 三重県津市久居小野辺町1130-7イオンタウン津城山店２F
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店 三重県四日市市芝田１－１０－３
三重県 白揚　笹川店 三重県四日市市日永西２－１３－３
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢上地店 三重県伊勢市上地町７７４－６
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店 三重県鈴鹿市算所町字山之相４１７－１
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 三重県津市大字藤方字中興 985-1 
三重県 ヤマダ電機テックランド四日市店 三重県四日市市十七軒町1番26号
三重県 ヤマダ電機津店 三重県津市藤方1057-1
三重県 ヤマダ電機テックランド桑名店 三重県桑名市大字大仲新田335-2
三重県 ヤマダ電機テックランド鈴鹿店 三重県鈴鹿市北玉垣町字中野787番地
三重県 ヤマダ電機テックランド名張店 三重県名張市蔵持町原出1772
三重県 ヤマダ電機テックランドみえ朝日店 三重県三重郡朝日町大字縄生500-1
都道府県 会場 住所
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 ピアゴ近江八店 滋賀県近江八幡市鷹飼町字一本木２２３番地３
滋賀県 ピアゴ今崎店 滋賀県東近江市今崎町１６３番地
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 ザ・ビッグエクストラ野洲店 滋賀県野洲市乙窪字長繰４８０番の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丁目７番
滋賀県 イオンスタイル草津　KIDS REPUBLIC草津店 滋賀県草津市新浜町３００番地（イオンモール草津内イオンスタイル草津３Ｆ）
滋賀県 イオン長浜店 滋賀県長浜市山階町２７１－１
滋賀県 エディオン大津店 滋賀県大津市大将軍１丁目28-5
滋賀県 エディオン守山店 滋賀県守山市播磨田町42-2
滋賀県 エディオン水口店 滋賀県甲賀市水口町水口5555
滋賀県 エディオン大津一里山店 滋賀県大津市一里山７丁目1-1
滋賀県 エディオン東近江店 滋賀県東近江市五個荘北町屋町285-1
滋賀県 エディオンイオンタウン湖南店 滋賀県湖南市岩根4580
滋賀県 ジョーシン守山店　キッズランド 滋賀県守山市播磨田町６８
滋賀県 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
滋賀県 ジョーシン長浜店　キッズランド 滋賀県長浜市八幡中山町５５
滋賀県 ジョーシン近江八幡店　キッズランド 滋賀県近江八幡市上田町１２７８－３（近江八幡ｻｳｽﾓｰﾙ２Ｆ）
滋賀県 ジョーシン堅田店　キッズランド 滋賀県大津市真野２－２９－１
滋賀県 ジョーシン草津店　キッズランド 滋賀県草津市木川町３８９番地
滋賀県 ジョーシン草津イオンモール店 滋賀県草津市新浜町300番地　（イオンモール草津　モール棟１Ｆ）
滋賀県 ジョーシン近江今津店　キッズランド 滋賀県近江八幡市上田町１２７８－３（近江八幡ｻｳｽﾓｰﾙ２Ｆ）
滋賀県 ジョーシン西大津店　キッズランド 滋賀県大津市際川４丁目１１番１号
滋賀県 ジョーシン東近江店　キッズランド 滋賀県東近江市宮荘町６５
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 平和堂アル・プラザ近江八幡店 滋賀県近江八幡市桜宮町202-1　　　　　
滋賀県 平和堂アル・プラザ堅田店 滋賀県大津市本堅田5丁目20番10号
滋賀県 平和堂アル･プラザ栗東店 滋賀県栗東市綣2丁目3番22号
滋賀県 平和堂アル･プラザ守山店 滋賀県守山市播磨田町185-1　　　　　　　　
滋賀県 平和堂アル･プラザ水口店 滋賀県甲賀市水口町本綾野566番地の1　　　　
滋賀県 平和堂アル･プラザ瀬田店 滋賀県大津市月輪1丁目3番8号　　　　　　　
滋賀県 平和堂アル･プラザ草津店 滋賀県草津市西渋川1丁目23番30号　　　　　
滋賀県 平和堂アル･プラザ長浜店 滋賀県長浜市小堀町450　　　　　　　　　　
滋賀県 平和堂アル･プラザ八日市店 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･プラザ彦根店 滋賀県彦根市大東町2番28号　　　　　　　　
滋賀県 平和堂アル･プラザ野洲店 滋賀県野洲市小篠原1000番地　　　　
滋賀県 ビバシティ平和堂店 滋賀県彦根市竹ケ鼻町43番地の1　　　　　　　
滋賀県 平和堂 木之本店 滋賀県伊香郡木之本町大字木之本字五位1570番地の4



滋賀県 平和堂 甲西中央店 滋賀県湖南市中央1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 和邇店 滋賀県大津市和迩中浜４３２番地　　　　　　　
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 坂本店 滋賀県大津市坂本７丁目２４番１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 石山店　 滋賀県大津市松原町13番15号　　　　　　　　
滋賀県 ヤマダ電機テックランド長浜店 滋賀県長浜市八幡中山町101
滋賀県 ヤマダ電機テックランド大津堅田店 滋賀県大津市今堅田三丁目8-1
滋賀県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ彦根店 滋賀県彦根市里根町55-16
都道府県 会場 住所
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 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 イオン伏見店 京都府京都市伏見区御堂前町６１６
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 イオン福知山店 京都府福知山市岩井７９－８
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 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 エディオン松井山手店 京都府八幡市欽明台北1
京都府 エディオン亀岡店 京都府亀岡市大井町北金岐柿ノ木原7-1
京都府 エディオン久御山店 京都府久世郡久御山町森大内337　イオンタウン内
京都府 エディオン桂南店 京都府京都市南区久世上久世町485
京都府 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
京都府 エディオン伏見店　 京都府京都市伏見区横大路芝生1番
京都府 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32　ＭＯＭＯテラス2F
京都府 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番地
京都府 ジョーシン六地蔵店　キッズランド 京都府宇治市六地蔵奈良町１８－１
京都府 ジョーシン大久保バイパス店　キッズランド 京都府宇治市大久保町旦椋９３－１１
京都府 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）
京都府 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
京都府 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
京都府 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
京都府 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
京都府 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番1　イオンモール京都桂川2F
京都府 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
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 ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO Kaede館 1F
京都府 ビックカメラ ＪＲ京都駅店 京都府京都市下京区東塩小路町927番
京都府 平和堂アル･プラザ宇治東店 京都府宇治市莵道平町28番地の1　　　　　　　
京都府 平和堂アル･プラザ亀岡店 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･プラザ京田辺店 京都府京田辺市田辺中央5丁目2番地1　　　　　　
京都府 平和堂アル･プラザ城陽店 京都府城陽市富野荒見田112番地　　　　　　
京都府 平和堂アル･プラザ醍醐店 京都府京都市伏見区醍醐高畑町1-37 　　　
京都府 平和堂アル･プラザ木津店 京都府相楽郡木津町大字相楽小字城西15番地　　
京都府 平和堂エール東舞鶴店 京都府舞鶴市南浜町12番地の8　　　　　　　　
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 平和堂フレンドマート木津川店 京都府木津川市州見台１丁目１番地１－１
京都府 ヤマダ電機テックランド京都八幡店 京都府八幡市下奈良宮ﾉ道15-1
京都府 ヤマダ電機テックランド京都醍醐店 京都府京都市伏見区醍醐高畑町30-1-2ﾊﾟｾｵﾀﾞｲｺﾞﾛｰ西館
京都府 ヤマダ電機テックランド京都吉祥院店 京都府京都市南区吉祥院大河原町27
京都府 ヤマダ電機テックランド福知山店 京都府福知山市駅前町506番地
京都府 ヤマダ電機テックランド京都伏見店 京都府京都市伏見区下鳥羽北ノ口町34
京都府 ヨドバシカメラ マルチメディア京都 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町590-2
京都府 ポケモンセンターキョウト 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
都道府県 会場 住所
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 イオン長吉店 大阪府大阪市平野区長吉長原西１－１－１０
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 イオン大阪ドームシティ店 大阪府大阪市西区千代崎３丁目１３番１
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 イオン箕面店 大阪府箕面市西宿１－１５－３０
大阪府 イオン吹田店 大阪府吹田市朝日町２－１０１
大阪府 イオン南千里店 大阪府吹田市千里山西６－５６－１
大阪府 イオン北千里店 大阪府吹田市古江台４丁目２－５０
大阪府 イオンスタイル茨木 大阪府茨木市松ヶ本町８番３０号－３
大阪府 イオン新茨木店 大阪府茨木市中津町１８－１
大阪府 イオン高槻店 大阪府高槻市萩之庄３－４７－２
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 イオン古川橋駅前店 大阪府門真市末広町４１－２
大阪府 イオン枚方店 大阪府枚方市岡本町７番１－２０３
大阪府 イオンスタイル四條畷 大阪府四條畷市砂４丁目３番２号
大阪府 イオン東大阪店 大阪府東大阪市荒本北２－３－２２
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 イオン金剛東店 大阪府富田林市向陽台３－１－１
大阪府 イオン金剛店 大阪府大阪狭山市半田１－３５－１
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 イオン貝塚店 大阪府貝塚市地蔵堂７４番２
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３－１９９－１２
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阿倍野筋１－６－１
大阪府 エディオン河内長野店 大阪府河内長野市上原西町34-16
大阪府 エディオン八尾南店 大阪府八尾市  沼４丁目80-1



大阪府 エディオン美原店 大阪府堺市美原区木材通４丁目9-2
大阪府 エディオンなかもず店 大阪府堺市北区長曾根町3081-17
大阪府 エディオン泉北店 大阪府堺市南区三原台４丁目40-1
大阪府 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
大阪府 エディオン高槻店 大阪府高槻市  緑町22-8
大阪府 エディオン堺店 大阪府堺市堺区戎島町３丁目22-1
大阪府 エディオン東大阪店 大阪府東大阪市吉田４丁目2-18
大阪府 エディオン泉大津店 大阪府泉大津市千原町１丁目88-1
大阪府 エディオン八尾太子堂店 大阪府八尾市  永畑町２丁目2-18
大阪府 エディオン堺インター店 大阪府堺市西区太平寺711-1
大阪府 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
大阪府 エディオン豊中店 大阪府豊中市  日出町２丁目2-18
大阪府 エディオン泉佐野店 大阪府泉佐野市下瓦屋２丁目2-77
大阪府 エディオン枚方店 大阪府枚方市甲斐田新町8-1
大阪府 エディオン門真店 大阪府門真市舟田町24-1
大阪府 エディオン堺石津店 大阪府堺市堺区石津北町90-1
大阪府 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丁目13-34　ベルファ都島4階
大阪府 エディオン外環大東店　 大阪府大東市寺川3丁目12-19
大阪府 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丁目1-1
大阪府 エディオン京橋店　 大阪府大阪市  城東区蒲生1丁目9番10号
大阪府 エディオン高槻宮田店　 大阪府高槻市  宮田町1丁目2-1
大阪府 エディオンくずはモール店 大阪府枚方市楠葉花園町 10-85　くずはモール南館1F
大阪府 エディオンもりのみや店 大阪府大阪市中央区森之宮中央2丁目1-30

大阪府 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南1丁目12-33　フォレオ大阪ドームシティ3Ｆ

大阪府 エディオンららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 大阪府吹田市千里万博公園23-17
大阪府 エディオン東淡路店 大阪府大阪市東淀川区東淡路8-20

大阪府 エディオン箕面船場店 大阪府箕面市船場東三丁目2番26号
大阪府 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
大阪府 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
大阪府 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
大阪府 ジョーシン枚方店　キッズランド 大阪府枚方市田口３－４１－７
大阪府 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)
大阪府 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
大阪府 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
大阪府 ジョーシン三国ケ丘店　キッズランド 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町１－２５－１
大阪府 ジョーシン寝屋川店　キッズランド 大阪府寝屋川市昭栄町１８－１
大阪府 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）
大阪府 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)
大阪府 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
大阪府 ジョーシン泉南イオンモール店　キッズランド 大阪府泉南市りんくう南浜３番１２
大阪府 ジョーシン狭山店　キッズランド 大阪府狭山市池之原３－１０５２－１
大阪府 ジョーシン新石切店　キッズランド 大阪府東大阪市弥生町１６－１２(ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ・ｺｰﾅﾝ2F)
大阪府 ジョーシン大日イオンモール店　キッズランド 大阪府守口市大日東町１番１８号(ｲｵﾝ大日ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・ｼﾈﾏ棟2F)
大阪府 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
大阪府 ジョーシン千里丘店　キッズランド 大阪府吹田市千里丘上５－５
大阪府 ジョーシン新大阪店　キッズランド 大阪府大阪市淀川区西宮原２－２－１７
大阪府 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西１丁目１８１６－１
大阪府 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
大阪府 ジョーシン大東店　キッズランド 大阪府大東市新田旭町２番８号
大阪府 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
大阪府 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
大阪府 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町3-15　ホームズ寝屋川店1F
大阪府 ジョーシン美原店　キッズランド 大阪府南河内郡美原町北余部140番1
大阪府 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
大阪府 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1-8-21
大阪府 ジョーシン堺インター店　キッズランド 大阪府堺市小代74番地　ホームセンターコーナン泉北２号小代店２F
大阪府 ジョーシン東大阪店　キッズランド 大阪府東大阪市若江西新町3-1-7
大阪府 ジョーシン南津守店　キッズランド 大阪府大阪市西成区南津守5-2-14
大阪府 ジョーシン鳳店　キッズランド 大阪府堺市西区鳳北町9-510
大阪府 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
大阪府 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
大阪府 ジョーシン高槻大塚店　キッズランド 大阪府高槻市大塚町5-1-5
大阪府 ジョーシン南摂津店　キッズランド 大阪府摂津市鳥飼西５丁目5-5ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ摂津鳥飼西店2F
大阪府 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
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ベルパルレ国道１号線店 大阪府枚方市宮之阪４－２８－１２
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　香里園店 大阪府寝屋川市香里新町３１－１７
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ビバモール寝屋川店 大阪府寝屋川市寝屋南２－２２－２
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　東香里店 大阪府枚方市東香里３－３－１３
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　牧野高校前店 大阪府枚方市養父東町５８
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 ビックカメラ なんば店 大阪府大阪市中央区千日前2-10-1
大阪府 ビックカメラ あべのキューズモール店 大阪府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
大阪府 平和堂アル･プラザ高槻店 大阪府高槻市芥川町1丁目2番C-201号
大阪府 平和堂アル･プラザ茨木店 大阪府茨木市上郡2丁目12番8号
大阪府 平和堂アル･プラザ香里園店 大阪府寝屋川市日新町5番5号　　　　　　　　
大阪府 平和堂アル･プラザ枚方店 大阪府枚方市津田元町1丁目4番1号　　　　　　
大阪府 平和堂 真砂店 大阪府茨木市真砂1丁目11番35号
大阪府 ヤマダ電機テックランド大阪野田店 大阪府大阪市福島区海老江7丁目2-35
大阪府 ヤマダ電機テックランド堺本店 大阪府堺市東区八下町1-5-1
大阪府 ヤマダ電機テックランド高槻大塚本店 大阪府高槻市大塚町5丁目2番6号
大阪府 ヤマダ電機テックランド大阪りんくう店 大阪府泉佐野市りんくう往来南2番地10
大阪府 ヤマダ電機テックランド東大阪店 大阪府東大阪市元町1丁目6番53号
大阪府 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ寝屋川店 大阪府寝屋川市寝屋南二丁目２０番８号
大阪府 ヤマダ電機テックランド泉大津店 大阪府泉大津市松之浜町二丁目10-55



大阪府 ヤマダ電機ＬＡＢＩ １ なんば 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目11番35号
大阪府 ヤマダ電機ＬＡＢＩ千里 大阪府豊中市新千里東町1丁目2-20
大阪府 ヤマダ電機テックランド和泉中央本店 大阪府和泉市いぶき野五丁目1-3
大阪府 ヤマダ電機テックランド東大阪新家店 大阪府東大阪市新家３丁目３番４１号
大阪府 ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 大阪府大阪市北区大深町1-1
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2-1EXPOCITY内
都道府県 会場 住所
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 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 イオン尼崎店 兵庫県尼崎市次屋３－１３－１８
兵庫県 イオン西宮店 兵庫県西宮市林田町２－２４
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 イオン伊丹昆陽店 兵庫県伊丹市池尻４丁目１番地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 イオン猪名川店 兵庫県川辺郡猪名川町白金２－１
兵庫県 イオン三田ウッディタウン店 兵庫県三田市けやき台１丁目６番地２
兵庫県 イオン和田山店 兵庫県朝来市和田山町枚田岡７７４
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 イオン山崎店 兵庫県宍粟市山崎町中井字城下１０
兵庫県 イオン姫路リバーシティー店 兵庫県姫路市飾磨区細江２５６０番地
兵庫県 イオン三木店 兵庫県三木市大村字砂１６３
兵庫県 イオン社店 兵庫県加東市社１１２６－１
兵庫県 イオン明石店 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り３丁目３－１
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 イオン小野店 兵庫県小野市王子町８６８－１
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 イオン高砂店 兵庫県高砂市緑丘２－１－４０
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 エディオン姫路店 兵庫県姫路市飾磨区今在家1416-1
兵庫県 エディオン伊丹店 兵庫県伊丹市  北伊丹５丁目70-1
兵庫県 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
兵庫県 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丁目3-2
兵庫県 エディオン神戸北町店 兵庫県神戸市  北区日の峰2-3-3               
兵庫県 エディオン西代店 兵庫県神戸市  長田区御屋敷通３丁目1-47
兵庫県 エディオン塚口店 兵庫県尼崎市  塚口本町 ４丁目8-40      
兵庫県 エディオン宝塚店 兵庫県宝塚市  安倉西１丁目1-1     
兵庫県 エディオン西宮店 兵庫県西宮市  芦原町9-23
兵庫県 エディオン西宮南店 兵庫県西宮市  東町１丁目12-15
兵庫県 エディオン福崎店 兵庫県神崎郡福崎町西田原1706
兵庫県 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
兵庫県 エディオン御影店 兵庫県神戸市  東灘区御影本町４丁目2-1
兵庫県 エディオンかいばら店 兵庫県丹波市柏原町母坪335-1
兵庫県 エディオンＪＲ尼崎駅店 兵庫県尼崎市  潮江１丁目1-50
兵庫県 エディオン太子店 兵庫県揖保郡太子町東南598-1
兵庫県 エディオンイオンモール神戸北店 兵庫県神戸市  北区上津台８-１-１
兵庫県 エディオン垂水店 兵庫県神戸市  垂水区舞多聞東２丁目1-45
兵庫県 エディオン赤穂店 兵庫県赤穂市中広2-8
兵庫県 エディオン洲本店 兵庫県洲本市塩屋１丁目1-17
兵庫県 エディオン新加古川店 兵庫県加古川市尾上町安田306-1
兵庫県 エディオン豊岡店　 兵庫県豊岡市宮島322番1
兵庫県 エディオン西脇店　 兵庫県西脇市高田井町52番1　
兵庫県 エディオン社店 兵庫県加東市社1212-2
兵庫県 ジョーシン伊丹昆陽イオンモール店 兵庫県伊丹市池尻4-1-1ｲｵﾝ伊丹昆陽ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F
兵庫県 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
兵庫県 ジョーシン川西店　キッズランド 兵庫県川西市久代６－１－５（ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ川西久代店２F）
兵庫県 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）
兵庫県 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　　ﾀﾞｲｴｰ川西店３F
兵庫県 ジョーシン中山寺店　キッズランド 兵庫県宝塚市中筋５－１０－２７（ｸﾞﾗﾝｹﾞｰﾄ宝塚2F）
兵庫県 ジョーシン藤原台店　キッズランド 兵庫県神戸市北区藤原台中町１－４－１
兵庫県 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
兵庫県 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）
兵庫県 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）
兵庫県 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）
兵庫県 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）
兵庫県 ジョーシン篠山店　キッズランド 兵庫県篠山市池上４２１
兵庫県 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 (２Ｆ)
兵庫県 ジョーシン社店　キッズランド 兵庫県加東市社１１０２－１
兵庫県 ジョーシン竜野イオン店　キッズランド 兵庫県たつの市龍野町堂本字五反田２５０－１(ﾀﾞｲｴｰ竜野店3F)
兵庫県 ジョーシンイオンタウン加古川店　キッズランド 兵庫県加古川市東神吉町出河原８６２
兵庫県 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）
兵庫県 ジョーシン手柄店　キッズランド 兵庫県姫路市延末２０５－１
兵庫県 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
兵庫県 ジョーシン山崎イオンモール店　キッズランド 兵庫県宍粟郡山崎町中井7-4
兵庫県 ジョーシン西宮ガーデンズ店 兵庫県西宮市高松町14-2　（阪急西宮ガーデンズ4Ｆ）
兵庫県 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
兵庫県 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
兵庫県 ジョーシン西脇店　キッズランド 兵庫県西脇市小坂町142
兵庫県 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
兵庫県 ジョーシン姫路東店　キッズランド 兵庫県姫路市楠町140-1
兵庫県 ジョーシン福崎店　キッズランド 兵庫県神崎郡福崎町南田原2906番地
兵庫県 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丁目9　イオン三木青山店2F
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宝塚店 兵庫県宝塚市旭町２丁目１－８
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フレスポ赤穂店 兵庫県赤穂市中広字枡形西２－８



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ﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ店 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・プラザあまがさき店 兵庫県尼崎市潮江１丁目３番１号
兵庫県 平和堂アル・プラザつかしん店 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1
兵庫県 ヤマダ電機テックランド姫路店 兵庫県姫路市花田町上原田字仁王田160-1
兵庫県 ヤマダ電機テックランド神戸本店 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-3-1
兵庫県 ヤマダ電機テックランド神戸和田岬店 兵庫県神戸市兵庫区吉田町1-2-35
兵庫県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ姫路本店 兵庫県姫路市西延末字五反田123-1
兵庫県 ヤマダ電機テックランド神戸垂水店 兵庫県神戸市垂水区下畑町字嶽ヶ山1380番地33
兵庫県 ヤマダ電機テックランド北伊丹店 兵庫県伊丹市北伊丹8丁目10番5
兵庫県 ヤマダ電機テックランド西宮甲子園店 兵庫県西宮市浜松原町2-22
兵庫県 ヤマダ電機テックランド宝塚店 兵庫県宝塚市安倉西2丁目1-33
兵庫県 ヤマダ電機テックランドサンシャイン神戸店 兵庫県神戸市東灘区青木1-2-34
兵庫県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ加古川本店 兵庫県加古川市平岡町一色100-1
兵庫県 ヤマダ電機ＳＤ ＬＡＢＩ三宮 兵庫県神戸市中央区三宮町１－５－８
兵庫県 ヤマダ電機テックランド三木店 兵庫県三木市大村621番地
兵庫県 ヤマダ電機テックランド西神戸店 兵庫県神戸市西区玉津町小山207番地
兵庫県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ神戸垂水本店 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山868-6
兵庫県 ヤマダ電機テックランド神戸北店 兵庫県神戸市北区上津台9丁目2番1号
都道府県 会場 住所
奈良県 アピタ大和店 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ささゆり台１－１－１
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丁目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 イオン桜井店 奈良県桜井市上之庄２７８－１
奈良県 イオンスタイル橿原 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 イオン五條店 奈良県五條市今井２－１５０
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 エディオンかしはら店 奈良県橿原市曲川町７丁目25-1
奈良県 エディオン大和小泉店 奈良県大和郡山市小泉町東３丁目10-2
奈良県 エディオンおしくま店 奈良県奈良市押熊町 605
奈良県 エディオンエコールマミ 奈良県香芝市真美ヶ丘6丁目10
奈良県 ジョーシン郡山店　キッズランド 奈良県大和郡山市横田６９３－１
奈良県 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
奈良県 ジョーシン橿原店　キッズランド 奈良県橿原市北妙法寺町５５５－１
奈良県 ジョーシン奈良店　キッズランド 奈良県奈良市三条大路４－１－５８
奈良県 ジョーシン新庄店　キッズランド 奈良県葛城市北花内４０－１
奈良県 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
奈良県 ジョーシン登美ケ丘イオンモール店　キッズランド 奈良県生駒市鹿畑町２５０１番地－１(ｲｵﾝ奈良登美ケ丘ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・3F)
奈良県 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
奈良県 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691-1外
奈良県 ジョーシン桜井店　キッズランド 奈良県桜井市上之庄206番地
奈良県 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
奈良県 ジョーシン富雄南イオンタウン　キッズランド 奈良県奈良市石木町100-1ｲｵﾝﾀｳﾝ富雄南2F
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
奈良県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ奈良本店 奈良県奈良市柏木町463-4
奈良県 ヤマダ電機テックランド橿原店 奈良県橿原市葛本町735番地の1
奈良県 ヤマダ電機テックランド香芝店 奈良県香芝市今泉３８０番地
奈良県 ヤマダ電機テックランド桜井店 奈良県桜井市大字阿部408-1
都道府県 会場 住所
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 イオン新宮店 和歌山県新宮市橋本２－１４－２３
和歌山県 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
和歌山県 ジョーシン和歌山店　キッズランド 和歌山県和歌山市中島３６８
和歌山県 ジョーシン岩出店　キッズランド 和歌山県那賀郡岩出町西野25
和歌山県 ジョーシン橋本店　キッズランド 和歌山県伊都郡高野口町伏原８１８番地
和歌山県 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1
和歌山県 ジョーシン有田川店　キッズランド 和歌山県有田郡吉備町天満291-1
和歌山県 ジョーシン御坊店　キッズランド 和歌山県御坊市薗336-1
和歌山県 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
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)
和歌山県 ヤマダ電機テックランド和歌山岩出店 和歌山県岩出市中島780-1
和歌山県 ヤマダ電機テックランド和歌山北店 和歌山県和歌山市松江北二丁目1番25号
都道府県 会場 住所
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 エディオン米子店 鳥取県米子市米原５丁目6-31
鳥取県 エディオン新鳥取本店 鳥取県鳥取市安長７１-１
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
鳥取県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ米子店 鳥取県米子市日ノ出町一丁目8番1号
鳥取県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ鳥取東店 鳥取県鳥取市大杙217
都道府県 会場 住所
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 イオン津山店 岡山県津山市河辺１０００－１
岡山県 イオンモール倉敷　KIDS REPUBLIC倉敷店 岡山県倉敷市水江１番地（イオンモール倉敷１Ｆ）
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 エディオン倉敷本店 岡山県倉敷市笹沖1209-1
岡山県 エディオン津山本店 岡山県津山市川崎147
岡山県 エディオン下中野店 岡山県岡山市北区下中野五ノ坪441
岡山県 エディオン東川原店 岡山県岡山市中区東川原215-1
岡山県 ジョーシン岡山岡南店　キッズランド 岡山県岡山市北区岡南町
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
岡山県 ビックカメラ 岡山駅前店 岡山県岡山市北区駅前町1-1-1
岡山県 ヤマダ電機テックランド岡山本店 岡山県岡山市南区西市628-1
岡山県 ヤマダ電機テックランド東岡山店 岡山県岡山市中区神下187番地



岡山県 ヤマダ電機テックランド津山店 岡山県津山市河辺759-1
岡山県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ岡南本店 岡山県岡山市南区新福一丁目2-10
岡山県 ヤマダ電機テックランド倉敷玉島店 岡山県倉敷市玉島爪崎1070-1
都道府県 会場 住所
島根県 イオン松江店 島根県松江市東朝日町１５１
島根県 イオンスタイル出雲　KIDS REPUBLIC出雲店 島根県出雲市渡橋町1066（イオンスタイル出雲３Ｆ）
島根県 イオン大田店 島根県大田市長久町土江９７
島根県 イオン益田店 島根県益田市乙吉町イ９５－１０
島根県 エディオン益田店 島根県益田市高津7-10-3
島根県 ヤマダ電機テックランド松江店 島根県松江市東出雲町出雲郷1630-2
都道府県 会場 住所
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 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 エディオン広島本店 広島県広島市中区紙屋町2-1-18
広島県 エディオン福山本店 広島県福山市入舟町一丁目8番15号
広島県 エディオン呉本店 広島県呉市西中央4-1-48
広島県 エディオン東広島本店 広島県東広島市西条町御薗宇4598-1
広島県 エディオン廿日市店 広島県廿日市市新宮1-9-34
広島県 エディオン海田店 広島県安芸郡海田町南つくも町13-18
広島県 エディオン八木店 広島県広島市安佐南区八木２丁目16-10
広島県 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二丁目5番1号
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　己斐本町店 広島県広島市西区己斐本町３－１２－２５
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　皆実町店 広島県広島市南区皆実町６丁目１５－５
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　楠木店 広島県広島市西区楠木町４丁目９－２６
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宮内店 広島県廿日市市宮内１－１１－１８
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　隅の浜店 広島県広島市佐伯区隅の浜３－９－３０
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 フジグランナタリー 広島県廿日市市阿品3丁目1ｰ1 
広島県 フジグラン安芸 広島県安芸郡坂町北新地2丁目3番30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 フジグラン高陽 広島県広島市安佐北区亀崎1ｰ1ｰ6 
広島県 フジグラン三原 広島県三原市円一町1ｰ1ｰ7 
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2丁目10-26 
広島県 フジグラン東広島 広島県東広島市西条町御園宇4405 
広島県 フジグラン尾道 広島県尾道市東尾道19ｰ7 
広島県 フジグラン緑井 広島県広島市安佐南区緑井1-5-2 
広島県 ヤマダ電機テックランドアルパーク前店 広島県広島市西区草津新町2丁目23-27
広島県 ヤマダ電機テックランド福山店 広島県福山市明神町2丁目15-30
広島県 ヤマダ電機テックランド広島八木店 広島県広島市安佐南区八木2-17-1
広島県 ヤマダ電機テックランド安芸坂店 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜3-2-12
広島県 ヤマダ電機ＬＡＢＩ広島 広島県広島市中区胡町5-22
広島県 ヤマダ電機テックランド三原店 広島県三原市城町三丁目10-3
広島県 ヤマダ電機テックランド佐伯店 広島県広島市佐伯区楽々園四丁目14-32
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
都道府県 会場 住所
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 エディオン岩国店 山口県岩国市麻里布町7-9-40
山口県 エディオン下関店 山口県下関市竹崎町4-7-1
山口県 ＴＳＵＴＡＹＡ　防府店 山口県防府市鋳物師町８－３０
山口県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ロックタウン周南店 山口県周南市古市１丁目４番１号
山口県 ＴＳＵＴＡＹＡ　山口葵店 山口県山口市葵１丁目４－７０
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
山口県 フジグラン宇部 山口県宇部市明神町3ｰ1ｰ1 
山口県 フジグラン岩国 山口県岩国市麻里布町2ｰ9ｰ8 
山口県 フジグラン山口 山口県山口市黒川3736番地 
山口県 フジ長門店 山口県長門市仙崎字網田322番地2 
山口県 ヤマダ電機テックランド山口本店 山口県山口市大字黒川372
山口県 ヤマダ電機ザ・モール周南店 山口県下松市（クダマツシ）楠木町1-14-1
山口県 ヤマダ電機テックランド下関店 山口県下関市武久町2-11-1
山口県 ヤマダ電機テックランド宇部店 山口県山陽小野田市大字丸河内974番地1
山口県 ヤマダ電機テックランド下関長府店 山口県下関市長府才川二丁目１番58号
山口県 ヤマダ電機テックランド岩国店 山口県岩国市麻里布町一丁目８番13号
山口県 ベスト電器山口店 山口県山口市大字平井２４０－１
都道府県 会場 住所
徳島県 エディオン徳島藍住店 徳島県板野郡藍住町住吉字千鳥ケ浜87-2
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
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 フジグラン石井 徳島県名西郡石井町高川原字天神544番地1 
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 
徳島県 ヤマダ電機テックランド徳島藍住店 徳島県板野郡藍住町徳命字元村東100番
徳島県 ヤマダ電機テックランド徳島本店 徳島県徳島市中吉野町四丁目1-1
都道府県 会場 住所
愛媛県 イオン松山店 愛媛県松山市天山１－１３－５
愛媛県 イオン新居浜店 愛媛県新居浜市前田町８番８号
愛媛県 イオンモール今治新都市　KIDS REPUBLIC今治新都市店愛媛県今治市にぎわい広場１番地１（イオンモール今治新都市２Ｆ）
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 エディオン松山本店 愛媛県松山市宮西一丁目3-1
愛媛県 エディオン南松山店 愛媛県松山市朝生田町5-1-25　ｼﾞｮｰ・ﾌﾟﾗ3F
愛媛県 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
愛媛県 エディオン今治本店 愛媛県今治市馬越町2-4-10
愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東予店 愛媛県西条市周布３４１番１
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
愛媛県 エミフルMASAKI 愛媛県伊予郡松前町筒井(いよぐんまさきちょうつつい)850番 



愛媛県 フジグラン北浜 愛媛県八幡浜市北浜1丁目4番33号
愛媛県 フジグラン今治 愛媛県今治市東門町5ｰ13ｰ1 
愛媛県 フジグラン重信 愛媛県東温市野田3ｰ1ｰ13 
愛媛県 フジグラン松山 愛媛県松山市宮西1ｰ2ｰ1 
愛媛県 フジグラン新居浜 愛媛県新居浜市新須賀町2ｰ10ｰ7 
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 フジグラン川之江 愛媛県四国中央市妻鳥町1136ｰ1 
愛媛県 フジグラン大洲 愛媛県大洲市中村246ｰ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ｰ2 
愛媛県 フジ伊予店 愛媛県伊予市小湊字安広728番地3 
愛媛県 ヤマダ電機テックランド松山本店 愛媛県松山市井門町460-2
愛媛県 ヤマダ電機テックランド今治店 愛媛県今治市東鳥生町4丁目1番52号
愛媛県 ヤマダ電機テックランド新居浜店 愛媛県新居浜市郷一丁目3番16号
愛媛県 ヤマダ電機テックランド宇和島店 愛媛県宇和島市祝森甲1619-1
愛媛県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ松山問屋町本店 愛媛県松山市問屋町9-30
都道府県 会場 住所
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 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 
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 フジ須崎店 高知県須崎市西町2丁目7番15号 
高知県 ヤマダ電機テックランド高知店 高知県高知市薊野北町1-8-30
高知県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ高知本店 高知県高知市介良字山ノ後乙1136-1
都道府県 会場 住所
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 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 エディオン高松春日店 香川県高松市春日町字川尻1028-1
香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇多津店 香川県綾歌郡宇多津町浜３番丁２１番２
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
香川県 フジグラン丸亀 香川県丸亀市川西町南1280ｰ1 
香川県 フジグラン十川 香川県高松市十川東町55-1 
香川県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ高松レインボー通り店 香川県高松市伏石町2084番地
香川県 ヤマダ電機テックランド高松春日本店 香川県高松市春日町218-1
香川県 ヤマダ電機テックランド丸亀店 香川県丸亀市田村町907-1
香川県 ヤマダ電機テックランド高松鶴市店 香川県高松市鶴市町724番地1
都道府県 会場 住所
福岡県 イオン城野店 福岡県北九州市小倉南区富士見１－４－１
福岡県 イオン徳力店 福岡県北九州市小倉南区守恒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 イオン水巻店 福岡県遠賀郡水巻町樋口３－１０
福岡県 イオン若松店 福岡県北九州市若松区二島１－３－１
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 イオン笹丘店 福岡県福岡市中央区笹丘１－２８－７４
福岡県 イオン福岡東店 福岡県糟屋郡志免町別府北二丁目１４番１号
福岡県 イオン福津店 福岡県福津市日蒔野６丁目－１６－１
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 イオン原店 福岡県福岡市良区原６－２７－５２
福岡県 イオン大野城店 福岡県大野城市錦町４－１－１
福岡県 イオン下大利店 福岡県大野城市下大利１－２１－１
福岡県 イオン筑紫野店 福岡県筑紫野市立明寺４３４番地１
福岡県 イオンマリナタウン店 福岡県福岡市西区豊浜３丁目１－１０
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 イオン福岡伊都店 福岡県福岡市西区徳永１－２－１
福岡県 イオンスーパーセンター志摩店 福岡県糸島市志摩津和崎２９－１
福岡県 イオン穂波店 福岡県飯塚市枝国長浦６６６－４８
福岡県 イオン直方店 福岡県直方市湯野原２丁目－１－１
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
福岡県 イオン大牟田店 福岡県大牟田市岬町３番４
福岡県 イオン甘木店 福岡県朝倉市甘木３８０
福岡県 イオン小郡店 福岡県小郡市大保字弓場１１０
福岡県 エディオン伊都店 福岡県福岡市西区北原一丁目3番1号
福岡県 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2-16
福岡県 エディオン到津店 福岡県北九州市小倉北区上到津３丁目3-3
福岡県 蔦屋書店　コマーシャルモール博多 福岡県福岡市博多区東光寺町２－６－４０
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　天神駅前福岡ビル店 福岡県福岡市中央区天神１－１１－１７  福岡ビル２・３階
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　徳力店 福岡県北九州市小倉南区守恒本町３－１０－１０
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　朝日ヶ丘店 福岡県北九州市小倉北区朝日ヶ丘１４番１４号
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　チャチャタウン小倉店 福岡県北九州市小倉北区砂津３－１－１
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 ビックカメラ 天神２号館 福岡県福岡市中央区天神2-4-5
福岡県 ヤマダ電機テックランド博多本店 福岡県福岡市博多区東比恵3-33-16
福岡県 ヤマダ電機テックランド北九州八幡店 福岡県北九州市八幡西区中須2丁目7-23
福岡県 ヤマダ電機テックランド福岡賀茂本店 福岡県福岡市早良区賀茂3丁目24-33
福岡県 ヤマダ電機テックランド北九州小倉店 福岡県北九州市小倉南区葛原東1丁目1-30
福岡県 ヤマダ電機テックランド福岡香椎本店 福岡県福岡市東区千早五丁目8番1号
福岡県 ヤマダ電機テックランド宗像店 福岡県宗像市王丸517番地8
福岡県 ヤマダ電機テックランド門司店 福岡県北九州市門司区大里本町3丁目10-40
福岡県 ヤマダ電機テックランド飯塚店 福岡県飯塚市秋松837
福岡県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ筑紫野基山店 福岡県筑紫野市大字原田836-7
福岡県 ヤマダ電機テックランド福岡志免本店 福岡県糟屋郡志免町南里五丁目2-1



福岡県 ヤマダ電機テックランド春日店 福岡県春日市下白水南1丁目1番
福岡県 ベスト電器Ｎｅｗ伊都店 福岡県福岡市西区北原１－１５－３０ 
福岡県 ベスト電器小倉本店 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-3
福岡県 ベスト電器八幡西店 福岡県北九州市八幡西区八枝3-1-20
福岡県 ベスト電器Ｎｅｗ飯塚店 福岡県飯塚市西徳前14-30
福岡県 ベスト電器久留米本店 福岡県久留米市東合川3-2-8
福岡県 ベスト電器小倉南店 福岡県北九州市小倉南区葛原東２－１－１
福岡県 ヨドバシカメラ マルチメディア博多 福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12
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）
都道府県 会場 住所
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８７－１
佐賀県 イオン唐津店 佐賀県唐津市鏡字立神４６７１
佐賀県 イオン上峰店 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所１５５１－１
佐賀県 イオン江北店 佐賀県杵島郡江北町大字山口三本松二１２２３
佐賀県 エディオン佐賀本店 佐賀県佐賀市兵庫北6丁目4番21号
佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊万里店 佐賀県伊万里市二里町八谷搦１２７４
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
佐賀県 ヤマダ電機テックランド佐賀本店 佐賀県佐賀市兵庫南4丁目1番7号
佐賀県 ヤマダ電機テックランド佐賀南部バイパス店 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄253-3
佐賀県 ベスト電器鳥栖店 佐賀県鳥栖市宿町962-7
都道府県 会場 住所
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 イオン東長崎店 長崎県長崎市田中町１０２７－８
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 イオン島原店 長崎県島原市弁天町１－７０８０－１
長崎県 イオン大村店 長崎県大村市幸町２５－２００
長崎県 イオン佐世保店 長崎県佐世保市島瀬町１０－９
長崎県 イオン大塔店 長崎県佐世保市大塔町１４－２
長崎県 イオン佐世保白岳店 長崎県佐世保市白岳町５０番－１
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 ＴＳＵＴＡＹＡ　深堀店 長崎県長崎市深堀町１丁目１４５－２４  フレスポ深堀
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ畝刈店 長崎県長崎市京泊３丁目１９２９－１３
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　広田店 長崎県佐世保市広田四丁目４番９号
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店 長崎県島原市城内３丁目１６００－１
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)
長崎県 ヤマダ電機テックランド佐世保本店 長崎県佐世保市藤原町22番18号
長崎県 ヤマダ電機テックランド長崎本店 長崎県長崎市三芳町2-1
長崎県 ヤマダ電機テックランド諫早店 長崎県諫早市仲沖町279-1
都道府県 会場 住所
大分県 イオン高城店 大分県大分市高城西町２８－１
大分県 イオンパークプレイス大分店 大分県大分市公園通り西２丁目１番
大分県 イオン三光店 大分県中津市三光佐知１０３２
大分県 イオン日田店 大分県日田市南元町１４－２２ 
大分県 イオン狭間店 大分県由布市挾間町北方７７
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 ヤマダ電機テックランド大分本店 大分県大分市北下郡11-5A
大分県 ヤマダ電機テックランド大分皆春店 大分県大分市大字皆春1503番地
大分県 ヤマダ電機テックランド大分わさだ本店 大分県大分市大字市1206
大分県 ヤマダ電機九州テックランド中津店 大分県中津市大字大新田字４番通174番地1
大分県 ベスト電器Ｎｅｗ別府店 大分県別府市北中7-2
大分県 ベスト電器ＢＴＮｅｗ大分佐伯店 大分県佐伯市鶴岡西町2丁目139
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
都道府県 会場 住所
熊本県 イオン熊本クレア店 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２
熊本県 イオン熊本中央店 熊本県熊本市中央区大江４－２－１
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 イオン八代店 熊本県八代市沖町六番割３９８７－３
熊本県 イオン錦店 熊本県球磨郡錦町西字打越７１５－１
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 イオン大津店 熊本県菊池郡大津町大字室１３７
熊本県 エディオン熊本本店 熊本県熊本市東区御領３丁目18-1
熊本県 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3-20-1
熊本県 蔦屋書店　熊本三年坂 熊本県熊本市中央区安政町１－２
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　玉名店 熊本県玉名市中字寺畑１６８６－３
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　帯山店 熊本県熊本市中央区帯山５丁目４１－３８
熊本県 蔦屋書店　嘉島 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　菊池店 熊本県菊池市片角２９０番地キャニオン内
熊本県 蔦屋書店　小川町 熊本県宇城市小川町河江１－１
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　植木店 熊本県熊本市北区植木町大字舞尾５４５－２
熊本県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ熊本春日本店 熊本県熊本市西区春日七丁目25-30
熊本県 ヤマダ電機テックランド熊本本店 熊本県熊本市中央区帯山7丁目11番10号
熊本県 ヤマダ電機九州テックランド山鹿店 熊本県山鹿市大字方保田字堤の下3148番28
熊本県 ベスト電器玉名店 熊本県玉名市築地字大坪178
都道府県 会場 住所
宮崎県 イオン宮崎店 宮崎県宮崎市新別府町江８６２－１
宮崎県 イオン都城店 宮崎県都城市早鈴町１９９０
宮崎県 イオン南宮崎店 宮崎県宮崎市大淀４－７－３０ 
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丁目－２－１
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 イオン都城駅前店 宮崎県都城市栄町４６７２－５ 
宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　大塚台店 宮崎県宮崎市大塚町池の内１１２７－７
宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　鷹尾店 宮崎県都城市鷹尾５丁目１－１６
宮崎県 蔦屋書店　宮崎高千穂通り 宮崎県宮崎市橘通東４－８－１
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
宮崎県 ヤマダ電機テックランド新宮崎本店家電館 宮崎県宮崎市新別府町土田167番
宮崎県 ヤマダ電機テックランド新都城店 宮崎県都城市吉尾町１番地１
宮崎県 ヤマダ電機テックランド日向店 宮崎県日向市大字財光寺186-6
宮崎県 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ宮崎花ヶ島本店 宮崎県宮崎市花ヶ島町瀬々町2600
宮崎県 ベスト電器宮崎東店 宮崎県宮崎市浮城町9-2
宮崎県 ベスト電器延岡店 宮崎県延岡市浜町4827-1
都道府県 会場 住所



鹿児島県 イオン鹿児島中央店 鹿児島県鹿児島市中央町１０番
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 イオン鹿児島店 鹿児島県鹿児島市東開町７
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 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 イオン姶良店 鹿児島県姶良市東餠田２６４－１
鹿児島県 エディオン鹿児島南店 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目2-18
鹿児島県 エディオン鹿児島出水店 鹿児島県出水市向江町
鹿児島県 エディオン鹿児島種子島店 鹿児島県西之表市西之表10440-1
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 ビックカメラ 鹿児島中央駅店 鹿児島県鹿児島市中央町１番１号
鹿児島県 ヤマダ電機テックランド鹿児島本店 鹿児島県鹿児島市新栄町13番8号
鹿児島県 ヤマダ電機テックランド鹿児島北店 鹿児島県鹿児島市原良1-2-2
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
都道府県 会場 住所
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 イオン那覇店 沖縄県那覇市金城5-10-2
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 イオン北谷店 沖縄県中頭郡北谷町字美浜8-3
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 ＴＳＵＴＡＹＡ　泡瀬店 沖縄県沖縄市泡瀬４－５－７
沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　読谷店 沖縄県中頭郡読谷村古堅６７８
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 ヤマダ電機テックランド具志川店 沖縄県うるま市字前原167-1-1
沖縄県 ヤマダ電機テックランド豊見城店 沖縄県豊見城市字豊崎1-868番地
沖縄県 ヤマダ電機テックランド浦添店 沖縄県浦添市港川241-3
沖縄県 ヤマダ電機テックランド那覇本店 沖縄県那覇市おもろまち2丁目5-33
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


