
店舗名 都道府県 市町村名

イトーヨーカドー屯田店 北海道 札幌市北区屯田八条
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
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
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
トイザらス・ベビーザらス函館店 北海道 函館市石川町 52-15CENTRE MARUYAMA内
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
トイザらス釧路店 北海道 釧路市昭和中央 3-3-8
トイザらス・ベビーザらス札幌店 北海道 札幌市東区北7条東 9-2-20ｱﾘｵ札幌 2F
イトーヨーカドー弘前店 青森県 弘前市大字駅前
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
イトーヨーカドー青森店 青森県 青森市浜田
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
トイザらス・ベビーザらス八戸店 青森県 八戸市沼館 4-7-110ﾋﾟｱﾄﾞｩ内
トイザらス北上店 岩手県 北上市有田町 10-3
トイザらス・ベビーザらス盛岡南店 岩手県 盛岡市本宮7丁目1番１号ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡南 2F
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
トイザらス・ベビーザらス名取りんくうタウン店 宮城県 名取市杜せきのした　5丁目5番地の13ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ杜せきのした内
トイザらス・ベビーザらス仙台泉大沢店 宮城県 仙台市泉区大沢1丁目5番地1　ｲｵﾝﾀｳﾝ仙台泉大沢 2F
トイザらス秋田店 秋田県 秋田市卸町 1-135-1
トイザらス・ベビーザらス山形店 山形県 山形市若宮 3-7-8ｲｵﾝﾓｰﾙ山形南1F
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
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
トイザらス・ベビーザらス郡山店 福島県 　郡山市松木町 2-88ｲｵﾝﾀｳﾝ郡山内
ユニー(株)会津若松店 福島県 福島県会津若松市神指町大字南四合字幕内南１５４番地
イトーヨーカドー日立店 茨城県 日立市幸町
トイザらス龍ケ崎店 茨城県 龍ケ崎市小柴 1-7
トイザらス・ベビーザらス水戸店 茨城県 水戸市河和田町 3637-1
トイザらス・ベビーザらスつくば店 茨城県 つくば市研究学園Ｃ５０街区１ｲｰｱｽつくば3Ｆ
ユニー(株)佐原東店 茨城県 茨城県稲敷市西代１４８０番地
イトーヨーカドー宇都宮店 栃木県 宇都宮市陽東
トイザらス・ベビーザらス小山店 栃木県 小山市神山 2-9-33
トイザらス・ベビーザらス宇都宮店 栃木県 宇都宮市鶴田町 208-1
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
ユニー(株)足利店 栃木県 栃木県足利市朝倉町２４５番地
ユニー(株)宇都宮店 栃木県 栃木県宇都宮市江曽島本町２２番７号
トイザらス・ベビーザらス太田店 群馬県 太田市飯塚町 1933-2
トイザらス・ベビーザらス前橋店 群馬県 前橋市鳥羽町　164-1
トイザらス・ベビーザらス伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市連取町 3025-2
ユニー(株)高崎店 群馬県 群馬県高崎市矢中町字渕ノ内６６８番地１
ユニー(株)館林店 群馬県 群馬県館林市楠町３６４８番地１号
ユニー(株)笠懸店 群馬県 群馬県みどり市笠懸町阿左美１２８５番地の1
ユニー(株)伊勢崎東店 群馬県 群馬県伊勢崎市三室町５３３０番地
ユニー(株)前橋店 群馬県 群馬県前橋市文京町ニ丁目１番１号
エディオン ららぽーと新三郷店 埼玉県 埼玉県三郷市新三郷ららシティ３－１－１ららぽーと新三郷２Ｆ
ユニー(株)東松山店 埼玉県 埼玉県東松山市あずま町四丁目3番
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
イトーヨーカドー三郷店 埼玉県 三郷市天神
イトーヨーカドーアリオ川口店 埼玉県 川口市並木元町
イトーヨーカドーアリオ深谷店 埼玉県 深谷市上柴町西
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
イトーヨーカドーアリオ上尾店 埼玉県 上尾市大字
トイザらス岩槻店 埼玉県 さいたま市岩槻区城町 2-6-28
トイザらス川越店 埼玉県 川越市福田 1017-1
トイザらス熊谷店 埼玉県 熊谷市代 1067
トイザらス入間店 埼玉県 入間市豊岡 2-1-1ｻｲｵｽ 2F
トイザらス越谷店 埼玉県 越谷市上間久里 308-1
トイザらス・ベビーザらス蕨店 埼玉県 蕨市北町 5-4-32
トイザらス・ベビーザらス新座店 埼玉県 新座市野火止 5-2-60ﾗ･ｳﾞｨﾆｭ 2F
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
トイザらス・ベビーザらス草加店 埼玉県 草加市清門町字北 401-1ｾｰﾓﾝﾌﾟﾗｻﾞ 2F
トイザらス・ベビーザらス所沢店 埼玉県 所沢市北原町 1404
トイザらス・ベビーザらス久喜菖蒲 埼玉県 久喜市菖蒲町菖蒲6005-1モラージュ菖蒲 3F
ユニー(株)本庄店 埼玉県 埼玉県本庄市南一丁目２番１０号
ユニー(株)吹上店 埼玉県 埼玉県鴻巣市袋９０番地の１
ユニー(株)岩槻店 埼玉県 埼玉県さいたま市岩槻区大字大口８００番地
イトーヨーカドー八千代店 千葉県 八千代市村上南
イトーヨーカドー四街道店 千葉県 四街道市中央
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
イトーヨーカドーアリオ市原店 千葉県 市原市更級
トイザらス・ベビーザらス市川店 千葉県 市川市鬼高 1-1-1ﾆｯｹｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞｲｰｽﾄ館 2F
トイザらス・ベビーザらス成田店 千葉県 成田市飯仲 9-4
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
トイザらス・ベビーザらス松戸店 千葉県 松戸市二ツ木 1781-2ﾌﾟﾁﾓｰﾙ二ツ木 2F
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
トイザらス・ベビーザらス新浦安店 千葉県 浦安市日の出 5-1-14
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
トイザらス・ベビーザらス船橋店 千葉県 船橋市浜町2-1-1ららぽーとTokyo-Bay 西館2F
トイザらス・ベビーザらス幕張新都心店 千葉県 千葉市美浜区豊砂1-13イオンモール幕張新都心　ファミリーモール1F
トイザらス・ベビーザらス千葉ニュータウン 千葉県 印西市中央北3-2イオンモール千葉ニュータウン 2F
トイザらス・ベビーザらス蘇我 千葉県 千葉市中央区川崎町55-3ホームズ蘇我店 2F
ユニー(株)君津店 千葉県 千葉県君津市久保一丁目１番１号
ユニー(株)市原店 千葉県 千葉県市原市青柳北一丁目１番
ユニー(株)木更津店 千葉県 千葉県木更津市ほたる野四丁目２番４８
イトーヨーカドー武蔵境店 東京都 武蔵野市境南町
イトーヨーカドー東久留米店 東京都 東久留米市本町
イトーヨーカドー赤羽店 東京都 北区赤羽西
イトーヨーカドー葛西店 東京都 江戸川区東葛西
イトーヨーカドー八王子店 東京都 八王子市狭間町
イトーヨーカドー木場店 東京都 江東区木場
イトーヨーカドー国領店 東京都 調布市国領町
イトーヨーカドー大森店 東京都 大田区大森北



イトーヨーカドーアリオ亀有店 東京都 葛飾区亀有
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
イトーヨーカドー武蔵小金井店 東京都 東京都小金井市本町
イトーヨーカドーアリオ北砂店 東京都 江東区北砂
トイザらス・ベビーザらス武蔵村山店 東京都 23区内西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷 729-2
トイザらス・ベビーザらス池袋サンシャインシティ店 東京都 23区内豊島区東池袋 3-1ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨ文化会館 B1F
トイザらス・ベビーザらスお台場店 東京都 23区内港区台場 1-7-1ｱｸｱｼﾃｨお台場 T101 1F
トイザらス・ベビーザらス町田多摩境店 東京都 23区内町田市小山ｹ丘 1-7-2
トイザらス多摩店 東京都 23区内多摩市東寺方 660-1
トイザらス・ベビーザらスとしまえん店 東京都 23区内練馬区春日町 1-1-1
トイザらス府中駅前店 東京都 23区内府中市宮町1-50くるる B1F
トイザらス昭島店 東京都 23区内昭島市田中町 573-1-4ﾓﾘﾀｳﾝ内
イトーヨーカドー川崎店 神奈川県 川崎市川崎区小田栄
イトーヨーカドー大和鶴間店 神奈川県 大和市下鶴間
イトーヨーカドー湘南台店 神奈川県 神奈川県藤沢市石川
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
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
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
トイザらス厚木店 神奈川県 厚木市妻田東 3-25-24
トイザらス・ベビーザらス磯子店 神奈川県 横浜市磯子区磯子 3-4-23
トイザらス秦野店 神奈川県 秦野市曽屋 4784
トイザらス・ベビーザらス川崎高津店 神奈川県 川崎市高津区溝口 6-11-1
トイザらス・ベビーザらス小田原店 神奈川県 小田原市前川 120ﾌﾚｽﾎﾟ小田原ｼﾃｨｰﾓｰﾙ　南館2F
トイザらス平塚店 神奈川県 平塚市代官町 33-1OSC湘南ｼﾃｨ 1F
トイザらス・ベビーザらス横浜いずみ店 神奈川県 横浜市泉区上飯田町 4702-1
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
トイザらス・ベビーザらス藤沢店 神奈川県 藤沢市辻堂新町 4-1-1湘南ﾓｰﾙﾌｨﾙ 2F
トイザらス・ベビーザらスみなとみらい店 神奈川県 横浜市西区みなとみらい三丁目5番1号MARK IS みなとみらい 3Ｆ
トイザらス・ベビーザらス相模原店 神奈川県 相模原市南区大野台6丁目1番1号 ニトリモール相模原　3Ｆ
トイザらス・ベビーザらス横須賀店 神奈川県 横須賀市平成町３－２８－２ノジマモール１階
エディオン 港北センター南店 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 53-1   
ユニー(株)戸塚店 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町７６９番１
ユニー(株)長津田店 神奈川県 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4丁目７の１
トイザらス・ベビーザらス新潟店 新潟県 新潟市中央区上近江 4-12-20ﾃﾞｯｷｨ401内
トイザらス長岡店 新潟県 長岡市川崎町 1436-5
ユニー(株)新潟亀田店 新潟県 新潟県新潟市江南区鵜ノ子四丁目466番地
ユニー(株)新潟西店 新潟県 新潟県新潟市西区小新474番地
ユニー(株)長岡店 新潟県 新潟県長岡市千秋二丁目２７８番地
トイザらス・ベビーザらス富山店 富山県 富山市五福 1143-1五福ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ｱﾘｽ 2F
トイザらス・ベビーザらス高岡店 富山県 高岡市下伏間江 383ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡 1F
ユニー(株)富山店 富山県 富山県富山市上袋１００番６８
ユニー(株)富山東店 富山県 富山県富山市上冨居三丁目８番３８号
ユニー(株)砺波店 富山県 富山県砺波市太郎丸三丁目６９番地             
ユニー(株)魚津店 富山県 富山県魚津市住吉６００番地
ユニー(株)黒部店 富山県 富山県黒部市前沢字北１０１７番地４
トイザらス・ベビーザらス松任店 石川県 白山市平松町 102-1ｲｵﾝ松任ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内
ユニー(株)金沢店 石川県 石川県金沢市中村町１０番２０号
ユニー(株)松任店 石川県 石川県白山市幸明町２８０番地
トイザらス・ベビーザらス福井店 福井県 福井市松城町 12-7ﾊﾟﾘｵｼﾃｨ 3F
ユニー(株)敦賀店 福井県 福井県敦賀市中央町一丁目５番５号
ユニー(株)福井店 福井県 福井県福井市飯塚町第１１号１１１番地
ユニー(株)福井大和田店 福井県 福井県福井市大和田町第３２号２３番地
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
ユニー(株)田富店 山梨県 山梨県中央市山之神１３８３－９        
ユニー(株)石和店 山梨県 山梨県笛吹市石和町窪中島１５４番地
ユニー(株)双葉店 山梨県 山梨県甲斐市志田字柿木６４５－１番地
エディオン　飯田インター店 長野県 長野県飯田市育良町１－２－１りんごの里内
イトーヨーカドーアリオ上田店 長野県 上田市天神
トイザらス・ベビーザらス長野店 長野県 長野市高田 1174ﾔﾝｸﾞﾌｧﾗｵ 2F
トイザらス・ベビーザらス松本店 長野県 松本市村井町南4-21-27
トイザらス佐久店 長野県 佐久市大字岩村田字長塚 1735-1
エディオン 上田しおだ野店 長野県 長野県上田市神畑字西村３７３
エディオン　長野青木島店 長野県 長野県長野市青木島４－４－５　青木島ショッピングパーク２Ｆ
ユニー(株)伊那店 長野県 長野県伊那市西町5182番地1
ユニー(株)飯田店 長野県 長野県飯田市鼎名古熊２４６１番地
ユニー(株)高森店 長野県 長野県下伊那郡高森町山吹４５１５番地
トイザらス・ベビーザらス岐阜店 岐阜県 岐阜市正木中 1-2-1ﾏｰｻ21 1F
トイザらス・ベビーザらス各務原店 岐阜県 各務原市那加萱場町3-8イオンモール各務原３Ｆ
エディオン モレラ岐阜店 岐阜県 岐阜県本巣市三橋1100モレラ岐阜内
エディオン 可児今渡店 岐阜県 岐阜県可児市今渡８４０－２　 
エディオン 高山店 岐阜県 岐阜県高山市上岡本町７丁目９３－１　　 
ユニー(株)飛騨高山店 岐阜県 岐阜県高山市国府町金桶４１番地
ユニー(株)岐阜店 岐阜県 岐阜県岐阜市加納神明町六丁目１番地
ユニー(株)北方店 岐阜県 岐阜県本巣郡北方町平成二丁目３番地
ユニー(株)中津川店 岐阜県 岐阜県中津川市淀川町３番８号
ユニー(株)各務原店 岐阜県 岐阜県各務原市鵜沼各務原町八丁目７番地
ユニー(株)美濃加茂店 岐阜県 岐阜県美濃加茂市野笹町二丁目５番６５号
ユニー(株)大垣店 岐阜県 岐阜県大垣市林町六丁目８０番２１　　　　　
ユニー(株)御嵩店 岐阜県 岐阜県可児郡御嵩町上恵土字西畑　１０５２番　１
トイザらス・ベビーザらス静岡店 静岡県 静岡市清水区鳥坂 860ﾌﾚｽﾎﾟ静岡 2F
トイザらス・ベビーザらス長泉店 静岡県 駿東郡長泉町下長窪 1076-1ｳｪﾙﾃﾞｨ長泉内
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
エディオン 浜松和田店 静岡県 静岡県浜松市東区和田町666-1
エディオン 浜松小豆餅店 静岡県 静岡県浜松市中区小豆餅4丁目14-21
エディオン　熱海店 静岡県 静岡県熱海市中央区１９－３９ マックスバリュー熱海店３Ｆ
エディオン　サントムーン柿田川店 静岡県 静岡県駿東郡清水町伏見字泉頭５８番の１ 
エディオン クロスガーデン富士中央店 静岡県 静岡県富士市中央町３-１３-７クロスガーデン富士中央２階
エディオン　静岡曲金店 静岡県 静岡県静岡市駿河区曲金７丁目８番８号
ユニー(株)藤枝店 静岡県 静岡県藤枝市田沼一丁目１８番１号
ユニー(株)掛川店 静岡県 静岡県掛川市大池２８２６番地
ユニー(株)伊東店 静岡県 静岡県伊東市玖須美元和田７２０番地の１４３ 
ユニー(株)島田店 静岡県 静岡県島田市宝来町８番２号
ユニー(株)大仁店 静岡県 静岡県伊豆の国市吉田１５３-１



ユニー(株)浜北店 静岡県 静岡県浜松市浜北区貴布祢１２００番地
ユニー(株)静岡店 静岡県 静岡県静岡市駿河区石田一丁目５番１号
ユニー(株)富士吉原店 静岡県 静岡県富士市国久保二丁目１番１０号
ユニー(株)磐田店 静岡県 静岡県磐田市今之浦 ３－１－１１
ユニー(株)初生店 静岡県 静岡県浜松市北区初生町６２６番地の１
エディオン 柴田店 愛知県 愛知県名古屋市南区鳴浜町５丁目1-1
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
トイザらス・ベビーザらス木曽川店 愛知県 一宮市木曽川町黒田字南八ﾂヶ池 25-1ｲｵﾝﾓｰﾙ木曽川 1F
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
トイザらス・ベビーザらス岡崎店 愛知県 岡崎市大平町石丸 38ﾜｰﾙﾄﾞ・ﾜﾝ 2F
トイザらス・ベビーザらス豊橋店 愛知県 豊橋市牟呂町扇田 35-1
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
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
トイザらス・ベビーザらス三好店 愛知県 みよし市三好町青木91 ｲｵﾝ三好店 2F
トイザらス・ベビーザらス東浦店 愛知県 知多郡東浦町大字緒川字申新田二区 67-8ｲｵﾝﾓｰﾙ東浦 2F
トイザらス・ベビーザらス大高店 愛知県 名古屋市緑区大高町字奥平子１－１イオンモール大高２階
エディオン 名古屋本店 愛知県 愛知県名古屋市中村区名駅南２丁目４番２２
エディオン 尾張旭店 愛知県 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目１４３番地
エディオン　八事店 愛知県 愛知県名古屋市昭和区山手通４－５
エディオン　イオンモール名古屋茶屋店 愛知県 愛知県名古屋市港区西茶屋２丁目１１区画２００２
エディオン 豊田大林店 愛知県 愛知県豊田市大林町8-54-2
エディオン 豊田本店 愛知県 愛知県豊田市三軒町８丁目５５番地
エディオン 豊川店 愛知県 愛知県豊川市正岡町西深田３４５－１ 
エディオン 安城店 愛知県 愛知県安城市三河安城東町１－１７－１ 
エディオン 岡崎本店 愛知県 愛知県岡崎市上六名町字宮前１番地　　
エディオン 半田店 愛知県 愛知県半田市乙川吉野町９番地パワードーム半田内
エディオン　日進竹の山店 愛知県 愛知県日進市竹の山三丁目2003番地
エディオン 一宮本店 愛知県 愛知県一宮市緑５－６－１０
エディオン 小田井モゾワンダーシティ店 愛知県 愛知県名古屋市西区二方町４７番地ワンダーシネマ１０内 
ユニー(株)瀬戸店 愛知県 愛知県瀬戸市幸町３３番地
ユニー(株)高蔵寺店 愛知県 愛知県春日井市中央台二丁目５番地
ユニー(株)刈谷店 愛知県 愛知県刈谷市南桜町二丁目５６番地１　　　　
ユニー(株)豊田元町店 愛知県 愛知県豊田市土橋町二丁目６５番地
ユニー(株)向山店 愛知県 愛知県豊橋市向山町字中畑１番地１
ユニー(株)一宮店 愛知県 愛知県一宮市両郷町一丁目６番地
ユニー(株)西尾店 愛知県 愛知県西尾市高畠町三丁目２３-９
ユニー(株)小牧店 愛知県 愛知県小牧市掘の内三丁目１５番地
ユニー(株)千代田橋店 愛知県 愛知県名古屋市千種区千代田橋二丁目１番１号  
ユニー(株)岩倉店 愛知県 愛知県岩倉市旭町一丁目２５番地
ユニー(株)緑店 愛知県 愛知県名古屋市緑区徳重二丁目２０１番地
ユニー(株)桃花台店 愛知県 愛知県小牧市古雅一丁目１番地
ユニー(株)港店 愛知県 愛知県名古屋市港区当知二丁目１５０１番地
ユニー(株)名古屋南店 愛知県 愛知県名古屋市南区豊田四丁目９番４７号
ユニー(株)稲沢店 愛知県 愛知県稲沢市天池五反田町１番地
ユニー(株)大府店 愛知県 愛知県大府市明成町四丁目１３３番地
ユニー(株)東海通店 愛知県 愛知県名古屋市港区港明一丁目１０番２８号
ユニー(株)名古屋北店 愛知県 愛知県名古屋市北区辻町九丁目１番地
ユニー(株)知立店 愛知県 愛知県知立市長篠町大山１８番地の１
ユニー(株)大口店 愛知県 愛知県丹羽郡大口町丸二丁目３６番地
ユニー(株)阿久比店 愛知県 愛知県知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉１番地１２
ユニー(株)木曽川店 愛知県 愛知県一宮市木曽川町黒田八ﾉ通５１番地の４
ユニー(株)長久手店 愛知県 愛知県長久手市戸田谷９０１番地１
ユニー(株)新守山店 愛知県 愛知県名古屋市守山区新守山２８３０番地            
ユニー(株)蒲郡店 愛知県 愛知県蒲郡市港町１７番１０号　　　　　　　　　　
ユニー(株)岡崎北店 愛知県 愛知県岡崎市日名北町４番地４６　        
ユニー(株)東海荒尾店 愛知県 愛知県東海市荒尾町山王前２０番地
ユニー(株)鳴海店 愛知県 愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山３番地９
ユニー(株)江南西店 愛知県 愛知県江南市松竹町上野２０５番地           
ユニー(株)安城南店 愛知県 愛知県安城市桜井町貝戸尻６０番地 　　　    
ユニー(株)名古屋空港店 愛知県 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先１番地８
ユニー(株)稲沢東店 愛知県 愛知県稲沢市下津穂所一丁目１番１
トイザらス・ベビーザらス四日市店 三重県 四日市市泊小柳町 4-5ｲｵﾝﾀｳﾝ四日市泊 内
トイザらス津店 三重県 津市藤方 985-1
エディオン 津北店 三重県 三重県津市島崎町３６番地
エディオン 四日市日永店 三重県 三重県四日市市日永4-1-4
ユニー(株)桑名店 三重県 三重県桑名市中央町三丁目２１番地
ユニー(株)伊賀上野店 三重県 三重県伊賀市服部町１７８８番地
ユニー(株)名張店 三重県 三重県名張市下比奈知字黒田３１００番地の１
ユニー(株)松阪三雲店 三重県 三重県松阪市市場庄町１２６６番地の１
ユニー(株)鈴鹿店 三重県 三重県鈴鹿市南玉垣町３６２８
ユニー(株)四日市店 三重県 三重県四日市市安島一丁目３番３１号
エディオン 東近江店 滋賀県 滋賀県東近江市五個装北町屋町285
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
トイザらス・ベビーザらス草津 滋賀県 草津市新浜町300イオンモール草津　2F
エディオン 大津店 滋賀県 滋賀県大津市大将軍1-28-5
エディオン 守山店 滋賀県 滋賀県守山市播磨田町４２－２
エディオン 水口店 滋賀県 滋賀県甲賀市水口町水口５５５５
エディオン 大津一里山店 滋賀県 滋賀県大津市一里山７丁目１番１号フォレオ大津一里山ショッピングセンター２Ｆ
エディオン　湖南店 滋賀県 滋賀県湖南市岩根4580
トイザらス・ベビーザらス向日市店 京都府 向日市鶏冠井町西金村 5むこうしｽﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰｸ内
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番ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO Kaede館1階
エディオン 松井山手店 京都府 京都府八幡市欽明台北１番
エディオン 亀岡店 京都府 京都府亀岡市大井町北金岐柿木原７－１
エディオン 久御山店 京都府 京都府久世郡久御山町大字森小字大内３３７番地ロックシティ内
エディオン 桂南店 京都府 京都府京都市南区久世上久世町485
エディオン 京都ファミリー店 京都府 京都府京都市右京区山ノ内池尻町１－１　 
エディオン　伏見店 京都府 京都府京都市伏見区横大路芝生１番地
エディオン　六地蔵ＭＯＭＯテラス店 京都府 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下３２ＭＯＭＯテラス２Ｆ
ユニー(株)精華台店 京都府 京都府相楽郡精華町精華台９丁目２番地４
エディオン　フォレオ大阪ドームシティ店 大阪府 大阪府大阪市西区九条１－１２－３３    フォレオ大阪ドームシティ３Ｆ
エディオン　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 大阪府 大阪府吹田市千里万博公園２－ 1　３階区画番号３０３８０Ｘゾーン
イトーヨーカドーアリオ八尾店 大阪府 八尾市光町
イトーヨーカドーアリオ鳳店 大阪府 堺市西区鳳南町



イトーヨーカドーあべの店 大阪府 阿倍野区阿倍野筋
トイザらス堺店 大阪府 堺市北区長曽根町 1921
トイザらス・ベビーザらス住之江公園店 大阪府 大阪市住之江区南加賀屋 2-3-23
トイザらス・ベビーザらス貝塚店 大阪府 貝塚市石才 217ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾀﾞｲｷ貝塚店内
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
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
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
トイザらス藤井寺店 大阪府 藤井寺市岡 2-8-41ｿﾘﾔ 2F
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ﾃﾞｭｰ阪急山田 4F
トイザらス大阪鶴見店 大阪府 鶴見区鶴見 4-17-1-415ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴見緑地 4F
トイザらスなんばパークス店 大阪府 浪速区難波中 2-10-70なんばﾊﾟｰｸｽ 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10-85くずはモール南館 2F
エディオン 河内長野店 大阪府 大阪府河内長野市上原西町３４－１６
エディオン 八尾南店 大阪府 大阪府八尾市沼４－８０－１
エディオン 美原店 大阪府 大阪府堺市美原区木材通4-9-2
エディオン なかもず店 大阪府 大阪府堺市北区長曾根町３６６－１
エディオン 泉北店 大阪府 大阪府堺市南区三原台４丁４０－１
エディオン 天満橋店 大阪府 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1
エディオン 高槻店 大阪府 大阪府高槻市緑町２２番８号
エディオン 堺店 大阪府 大阪府堺市堺区戎島町３丁２２番１号
エディオン 東大阪店 大阪府 大阪府東大阪市吉田4-2-18
エディオン 泉大津店 大阪府 大阪府泉大津市千原町１丁目８８－１
エディオン 八尾太子堂店 大阪府 大阪府八尾市永畑町２－２－１８ 
エディオン 中環東大阪店 大阪府 大阪府東大阪市稲田三島町3-88
エディオン 豊中店 大阪府 大阪府豊中市日出町２丁目２番１８号
エディオン 泉佐野店 大阪府 大阪府泉佐野市下瓦屋　2-2-77
エディオン 枚方店 大阪府 大阪府枚方市甲斐田新町８番１号 
エディオン 門真店 大阪府 大阪府門真市舟田町２４－１ 
エディオン 堺石津店 大阪府 大阪府堺市堺区石津北町９０番１号
エディオン　ベルファ都島店 大阪府 大阪府大阪市都島区友渕町2-13-34ベルファ都島SC4F
エディオン　外環大東店 大阪府 大阪府大東市寺川３－１２－１９
エディオン　カナートモール松原店 大阪府 大阪府松原市田井城１－１－１
エディオン　京橋店 大阪府 大阪府大阪市城東区蒲生１－９－１０
エディオン　高槻宮田店 大阪府 大阪府高槻市宮田町１－２－１
エディオン　もりのみや店 大阪府 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央２丁目１番３０号
エディオン　東淡路店 大阪府 大阪府大阪市東淀川区東淡路５－８－２０
エディオン　箕面船場店 大阪府 大阪府箕面市船場東３－２－２６
イトーヨーカドー甲子園店 兵庫県 兵庫県西宮市甲子園八番町
エディオン 新加古川店 兵庫県 兵庫県加古川市尾上町安田３０６－１  
トイザらス神戸ジェームス山店 兵庫県 神戸市垂水区青山台 7-6-2
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
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
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一丁目7 番5 号神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie NORTH MALL 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ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨｰ 3F
エディオン 姫路店 兵庫県 兵庫県姫路市飾磨区今在家１４１６－１
エディオン 伊丹店 兵庫県 兵庫県伊丹市北伊丹５－７０－１
エディオン ニッケパークタウン店 兵庫県 兵庫県加古川市加古川町寺家町１７３－１
エディオン 三田ウッディタウン店 兵庫県 兵庫県三田市すずかけ台２－３－２
エディオン 神戸北町店 兵庫県 兵庫県神戸市北区日の峰２－３－３
エディオン 西代店 兵庫県 兵庫県神戸市長田区御屋敷通３－１－４７　
エディオン 塚口店 兵庫県 兵庫県尼崎市塚口本町４丁目８番40号
エディオン 宝塚店 兵庫県 兵庫県宝塚市安倉西１－１－１
エディオン 西宮店 兵庫県 兵庫県西宮市芦原町９－２３
エディオン 福崎店 兵庫県 兵庫県神崎郡福崎町西田原１７０６ライフ福崎店２Ｆ
エディオン 姫路花田店 兵庫県 兵庫県姫路市飾東町庄字宮ノ前２７３
エディオン 御影店 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区御影本町４丁目２番１号
エディオン かいばら店 兵庫県 兵庫県丹波市柏原町母坪３３５－１
エディオン JR尼崎駅店 兵庫県 兵庫県尼崎市潮江１丁目１番５０号
エディオン 太子店 兵庫県 兵庫県揖保郡太子町東南５９８－１
エディオン イオン神戸北店 兵庫県 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1
エディオン 垂水店 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東2-1-45
エディオン 赤穂店 兵庫県 兵庫県赤穂市中広２－８　 
エディオン 洲本店 兵庫県 兵庫県洲本市塩屋１－１－１７ 
エディオン　豊岡店 兵庫県 兵庫県豊岡市宮島３２２－１
エディオン　西脇店 兵庫県 兵庫県西脇市高田井町52番1
エディオン　社店 兵庫県 兵庫県加東市社１２１２－２
エディオン 西宮南店 兵庫県 兵庫県西宮市東町１－１２－１５　　　　　　　　
エディオン　エコール・マミ店 奈良県 奈良県香芝市真美ヶ丘６丁目１０
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
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
エディオン かしはら店 奈良県 奈良県橿原市曲川町７丁目２５－１
エディオン 新大和小泉店 奈良県 奈良県大和郡山市小泉町東３－１０－２
エディオン おしくま店 奈良県 奈良県奈良市押熊町６０５  
ユニー(株)大和郡山店 奈良県 奈良県大和郡山市田中町字宮西５１７番
ユニー(株)西大和店 奈良県 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧３０００－１
トイザらス・ベビーザらス和歌山店 和歌山県 和歌山市楠谷573イオンモール和歌山 3F
エディオン　和歌山店 和歌山県 和歌山県和歌山市北島３２５－４ニトリ１Ｆ
エディオン 米子店 鳥取県 鳥取県米子市米原５丁目６－３１
トイザらス鳥取店 鳥取県 鳥取市南隈541ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙBｿﾞｰﾝ2F
エディオン 新鳥取本店 鳥取県 鳥取県鳥取市安長７１－１
エディオン 益田店 島根県 島根県益田市高津７丁目１０-３
トイザらス・ベビーザらス岡山店 岡山県 岡山市北区岡南町2-6-52
トイザらス・ベビーザらス倉敷店 岡山県 倉敷市水江 1ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷1F
エディオン 倉敷本店 岡山県 岡山県倉敷市笹沖１２０９ - １ 
エディオン 津山本店 岡山県 岡山県津山市川崎 147    
エディオン 下中野店 岡山県 岡山県岡山市北区下中野五ノ坪441
エディオン 東川原店 岡山県 岡山県岡山市中区東川原２１５－１ 
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
トイザらス・ベビーザらス福山店 広島県 福山市東深津町 3-21-47
トイザらス・ベビーザらス広島府中店 広島県 安芸郡府中町大須 2-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中 3F
エディオン 広島本店 広島県 広島県広島市中区紙屋町2-1-18
エディオン　福山本店 広島県 広島県福山市入船町一丁目8-15
エディオン　呉本店 広島県 広島県呉市西中央４－１－４８



エディオン 東広島本店 広島県 広島県東広島市西条町大字御薗４５９８－１  
エディオン 廿日市店 広島県 広島県廿日市市新宮 1-9-34   
エディオン 海田店 広島県 広島県安芸郡海田町南つくも町13-18
エディオン　八木店 広島県 広島県広島市安佐南区八木２－１６－１０
エディオン アルパーク南店 広島県 広島県広島市西区商工センター２丁目５番１号 
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
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
エディオン　岩国店 山口県 山口県岩国市麻里布町７－９－４０ 
エディオン下関店 山口県 山口県下関市竹崎町４－７－１
エディオン 徳島藍住店 徳島県 徳島県板野郡藍住町住吉字千鳥ヶ浜８７番の２ 
トイザらス・ベビーザらス徳島店 徳島県 板野郡北島町鯛浜字西ノ須174番地フジグラン北島２階
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
トイザらス・ベビーザらス丸亀店 香川県 丸亀市蓬莱町 56-1ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾌﾟﾗｻﾞ丸亀内
エディオン 高松春日店 香川県 香川県高松市春日町字川尻１０２８－１ 
トイザらス松山店 愛媛県 松山市朝生田町 4-4-32
トイザらス・ベビーザらス新居浜店 愛媛県 新居浜市前田町8-8ｲｵﾝﾓｰﾙ新居浜 2F
エディオン　松山本店 愛媛県 愛媛県松山市宮西１丁目３－１
エディオン イオンモール新居浜店 愛媛県 愛媛県新居浜市前田町８－８
エディオン 今治本店 愛媛県 愛媛県今治市馬越町２－４－１０
トイザらス・ベビーザらス高知店 高知県 高知市秦南町 1-4-8ｲｵﾝﾓｰﾙ高知 2F
エディオン　伊都店 福岡県 福岡県福岡市西区徳永１１３－１イオン福岡伊都ＳＣ内別館２Ｆ
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
トイザらス・ベビーザらス久留米店 福岡県 久留米市新合川 1-3-30ゆめﾀｳﾝ久留米 別館 2F
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
トイザらス・ベビーザらス福岡かすや店 福岡県 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木 192-1-1001ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡 1F
トイザらス・ベビーザらス八幡店 福岡県 北九州市八幡東区東田 3-2-102ｲｵﾝﾓｰﾙ八幡東1F
トイザらス・ベビーザらス福津店 福岡県 福津市日蒔野6-16-1ｲｵﾝﾓｰﾙ福津3F
トイザらス・ベビーザらス筑紫野 福岡県 筑紫野市立明寺434-1イオンモール筑紫野　3F
エディオン 八幡黒崎店 福岡県 福岡県北九州市八幡西区東曲里町２番１６号 
エディオン 到津店 福岡県 福岡県北九州市小倉北区上到津3-95-2
イオン直方店 福岡県 直方市湯野原2-1-1
イオン筑紫野店 福岡県 筑紫野市立明寺434-1
トイザらス・ベビーザらス佐賀店 佐賀県 佐賀市兵庫北5-14-1ゆめﾀｳﾝ佐賀 1F
エディオン 佐賀本店 佐賀県 佐賀県佐賀市兵庫町西渕１８９０－１
トイザらス・ベビーザらス佐世保店 長崎県 佐世保市新港町2番1号させぼ5番街　3F
トイザらス熊本店 熊本県 熊本市東区上南部2－2－2 　　ゆめﾀｳﾝｻﾝﾋﾟｱﾝ 1F
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
エディオン 熊本本店 熊本県 熊本県熊本市御領3-18-1
エディオン サンリブシティくまなん店 熊本県 熊本県熊本市中央区平成３丁目２０－１
イオン熊本店 熊本県 上益城郡嘉島町大字上島字長池2232
トイザらス・ベビーザらス大分店 大分県 大分市大字宮崎字スカワ 525
トイザらス・ベビーザらス宮崎店 宮崎県 宮崎市中村西 3-94-1ｴﾃﾞｨｵﾝ宮崎本店 2F
トイザらス・ベビーザらス鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市卸本町 5-35ﾆｼﾑﾀ N's city 2F
エディオン　鹿児島南店 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市宇宿２－２－１８
トイザらス・ベビーザらス那覇新都心店 沖縄県 那覇市おもろまち 3-3あっぷるﾀｳﾝ 1F
トイザらス・ベビーザらス沖縄ライカム 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　イオンモール沖縄ライカム４F


