
店舗名 都道府県 住所

イオン釧路店 北海道 釧路郡釧路町桂木1-1-7

イオン江別店 北海道 江別市幸町35

イオン帯広店 北海道 帯広市西4条南20-1

イオン千歳店 北海道 千歳市栄町6-51

イオン小樽店 北海道 小樽市築港11-6

イオン北見店 北海道 北見市北進町1-1-1

イオン岩見沢店 北海道 岩見沢市大和4条8-1

イオン旭川西店 北海道 旭川市緑町23-2161-3

イオン札幌元町店 北海道 札幌市東区北31条東15-1-1

イオン札幌苗穂店 北海道 札幌市東区東苗穂2条3-1-1

イオン札幌平岡店 北海道 札幌市清田区平岡3条5-3-1

イオン札幌発寒店 北海道 札幌市西区発寒8条12-1

イオンつがる柏店 青森県 つがる市柏稲盛幾世41

イオン下田店 青森県 上北郡おいらせ町中野平40-1

イオン青森店 青森県 青森市緑3-9-2

イオン藤崎店 青森県 南津軽郡藤崎町西豊田1-7-1

イオン八戸田向店 青森県 八戸市田向3-5-1

イオン一関店 岩手県 一関市山目泥田89-1

イオン前沢店 岩手県 奥州市前沢区向田2-85

イオン盛岡店 岩手県 盛岡市前潟4-7-1

イオン盛岡南店 岩手県 盛岡市本宮7-1-1

イオン江釣子店 岩手県 北上市北鬼柳19-68

イオン気仙沼店 宮城県 気仙沼市字赤岩舘下6-1外

イオン利府店 宮城県 宮城郡利府町利府字新屋田前22

イオン石巻店 宮城県 石巻市茜平4-104

イオン仙台幸町店 宮城県 仙台市宮城野区幸町5-10-1

イオンスタイル仙台卸町 宮城県 仙台市若林区卸町1-1

イオン仙台中山店 宮城県 仙台市泉区南中山1-35-40

イオン多賀城店 宮城県 多賀城市町前4-1-1

イオン古川店 宮城県 大崎市古川旭2-2-1

イオン富谷店 宮城県 富谷市大清水1-33-1

イオン名取店 宮城県 名取市杜せきのした5-3-1

イオン横手店 秋田県 横手市安田字向田147

キッズリパブリック御所野店 秋田県 秋田市御所野地蔵田1-1-1　イオンスタイル御所野3Ｆ

イオン土崎港店 秋田県 秋田市土崎港南2-3-41

イオン秋田中央店 秋田県 秋田市楢山川口境5-11

イオン大曲店 秋田県 大仙市和合字坪立177

イオン能代店 秋田県 能代市柳町11ｰ1

イオン山形南店 山形県 山形市若宮3-7-8

イオン山形北店 山形県 山形市馬見ヶ崎2-12-19

イオン酒田南店 山形県 酒田市あきほ町120-1

イオンスタイル天童 山形県 天童市芳賀タウン北4-1-1

イオン東根店 山形県 東根市さくらんぼ駅前3-7-15

▼注意事項を必ずご確認下さい▼

※掲載されている店舗情報は2020年12月時点のものになります。

※掲載されている店舗において、品切れの場合がございます。

※品切れや再入荷に関するお問い合わせにはご回答いたしかねます。予めご了承ください。

※掲載店舗独自の判断で商品のお取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合がございます。予めご了承ください



イオン三川店 山形県 東田川郡三川町猪子字和田庫128-1

イオン米沢店 山形県 米沢市春日2ｰ13ｰ4

イオンスタイルいわき小名浜 福島県 いわき市小名浜字辰巳町79

イオンいわき店 福島県 いわき市平字三倉68ｰ1

イオン郡山フェスタ店 福島県 郡山市日和田町字小原1

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

イオン相馬店 福島県 相馬市馬場野字雨田51

イオン福島店 福島県 福島市南矢野目字西荒田50-17

イオンつくば店 茨城県 つくば市稲岡66-1

イオン下妻店 茨城県 下妻市堀篭972-1

イオン笠間店 茨城県 笠間市赤坂8

イオン古河店 茨城県 古河市旭町1-2-17

イオン鹿嶋店 茨城県 鹿嶋市宮中290-1

イオンスタイル水戸内原 茨城県 水戸市内原2-1

イオン土浦店 茨城県 土浦市上高津367

イオン東海店 茨城県 那珂郡東海村舟石川駅東4-1-1

キッズリパブリック佐野新都市店 栃木県 佐野市高萩町1324-1　イオンスタイル佐野新都心2Ｆ

イオン小山店 栃木県 小山市中久喜1467-1

イオン栃木店 栃木県 栃木市箱森町37-9

イオン今市店 栃木県 日光市豊田79-1

イオン高崎店 群馬県 高崎市棟高町1400

イオン太田店 群馬県 太田市石原町81

モントイズ太田店 群馬県 太田市石原町81（イオンモ-ル太田１Ｆ）

イオン北浦和店 埼玉県 さいたま市浦和区常盤10-20-29

イオン大宮西店 埼玉県 さいたま市西区三橋6-607-13

イオン与野店 埼玉県 さいたま市中央区本町西5-2-9

イオン大宮店 埼玉県 さいたま市北区櫛引町2-574-1

イオン浦和美園店 埼玉県 さいたま市緑区美園5-50-1

イオン大井店 埼玉県 ふじみ野市ふじみ野1-2-1

イオンスタイルふじみ野店 埼玉県 ふじみ野市福岡2-1-6

イオン羽生店 埼玉県 羽生市川崎2-281-3

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3-1-1イオンレイクタウンMORI

イオンせんげん台店 埼玉県 越谷市千間台西3-2-12

イオン狭山店 埼玉県 狭山市上奥富1126-1

イオン熊谷店 埼玉県 熊谷市本石2-135

イオンスタイル北戸田 埼玉県 戸田市美女木東1-3-1

イオン春日部店 埼玉県 春日部市下柳420-1

キッズリパブリック上尾店 埼玉県 上尾市愛宕3-8-1

イオン新座店 埼玉県 新座市東北2-32-12

イオン川口前川店 埼玉県 川口市前川1-1-11

イオン入間店 埼玉県 入間市上藤沢462-1

イオン千葉ニュータウン店 千葉県 印西市中央北3-1-1

イオン新浦安店 千葉県 浦安市入船1-4-1

イオン鎌ヶ谷店 千葉県 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2-7-1

イオン館山店 千葉県 館山市八幡545-1

イオン臼井店 千葉県 佐倉市王子台1-23

キッズリパブリックユーカリが丘店 千葉県 佐倉市西ユ-カリが丘6-12-3　イオンスタイルユ-カリが丘3F

イオン市川妙典店 千葉県 市川市妙典5-3-1

イオン津田沼店 千葉県 習志野市津田沼1-23-1

イオンスタイル成田 千葉県 成田市ウイング土屋24

イオン稲毛店 千葉県 千葉市稲毛区小仲台1-4-20



イオンマリンピア店 千葉県 千葉市美浜区高洲3-13-1

キッズリパブリック幕張新都心店 千葉県 千葉市美浜区豊砂1-1（イオンモ-ル幕張新都心ファミリ-モ-ル２Ｆ）

イオンスタイル鎌取 千葉県 千葉市緑区おゆみ野3-16-1

イオン船橋店 千葉県 船橋市山手1-1-8

イオン高根木戸店 千葉県 船橋市習志野台1-1-3

イオン銚子店 千葉県 銚子市三崎町2-2660-1

イオン柏店 千葉県 柏市豊町2-5-25

イオン八街店 千葉県 八街市文違301

イオン八千代緑が丘店 千葉県 八千代市緑ヶ丘2-1-3

イオンスタイル木更津 千葉県 木更津市築地1-4

イオン葛西店 東京都 江戸川区西葛西3-9-19

イオン東雲店 東京都 江東区東雲1-9-10

イオンスタイル南砂 東京都 江東区南砂6-7-15

イオン日の出店 東京都 西多摩郡日の出町大字平井237-3

イオン西新井店 東京都 足立区梅島3-32-7

イオン東久留米店 東京都 東久留米市南沢5-17-62

イオンスタイル多摩平の森 東京都 日野市多摩平2-4-1

イオンスタイル板橋前野町 東京都 板橋区前野町4-21-22

イオンスタイル板橋 東京都 板橋区徳丸2-6-1

イオンスタイル品川シーサイド 東京都 品川区東品川4-12-5

イオンむさし村山店 東京都 武蔵村山市榎1-1-3

イオンスタイル碑文谷 東京都 目黒区碑文谷4-1-1

イオン練馬店 東京都 練馬区光が丘5-1-1

イオン久里浜店 神奈川県 横須賀市久里浜5-13-1

イオン金沢八景店 神奈川県 横浜市金沢区泥亀1-27-1

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

キッズリパブリック東戸塚店 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町535-1　イオンスタイル東戸塚3Ｆ

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

イオンスタイル東神奈川 神奈川県 横浜市神奈川区富家町1

イオン本牧店 神奈川県 横浜市中区本牧原7-1

イオン駒岡店 神奈川県 横浜市鶴見区駒岡5-6-1

キッズリパブリックノースポートモール店 神奈川県 横浜市都筑区中川中央1-25-1ノ-スポ-トモ-ル3F

イオン海老名店 神奈川県 海老名市中央2-4-1

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

イオン茅ヶ崎中央店 神奈川県 茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16

イオンスタイル座間 神奈川県 座間市広野台2-10-4

イオン秦野店 神奈川県 秦野市入船町12-1

イオンスタイル新百合ヶ丘 神奈川県 川崎市麻生区上麻生1-19

イオン相模原店 神奈川県 相模原市南区古淵2-10-1

イオン橋本店 神奈川県 相模原市緑区橋本6-2-1

イオン大和鶴間店 神奈川県 大和市下鶴間1-2-1

イオン大和店 神奈川県 大和市渋谷6-6-1

イオン県央店 新潟県 燕市井土巻3-65

イオン十日町店 新潟県 十日町市字川端丑784-1

イオン小千谷店 新潟県 小千谷市大字平沢新田字荒田339

イオン上越店 新潟県 上越市富岡3457

イオン新潟南店 新潟県 新潟市江南区下早通柳田1-1-1

イオン新潟青山店 新潟県 新潟市西区青山2-5-1

イオン新潟東店 新潟県 新潟市東区大形本町3-1-2

イオン新発田店 新潟県 新発田市住吉町5-11-5

イオン村上東店 新潟県 村上市仲間町200



イオン長岡店 新潟県 長岡市古正寺1-249-1

イオン六日町店 新潟県 南魚沼市余川3100

イオン高岡南店 富山県 高岡市下伏間江383

キッズリパブリックとなみ店 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-ルとなみ２Ｆ　

イオンスタイルかほく 石川県 かほく市内日角タ25

イオン加賀の里店 石川県 加賀市上河崎町47-1

イオンもりの里店 石川県 金沢市もりの里1-70

イオン金沢店 石川県 金沢市福久2-58

イオンスタイル新小松 石川県 小松市清六町315

イオン小松店 石川県 小松市平面町ア69

イオン松任店 石川県 白山市平松町102-1

イオン御経塚店 石川県 野々市市御経塚2-91

イオンスタイル甲府昭和 山梨県 中巨摩郡昭和町飯喰1505-1

イオン石和店 山梨県 笛吹市石和町駅前16-1

イオン豊科店 長野県 安曇野市豊科4272-10

イオン佐久平店 長野県 佐久市佐久平駅南11-10

イオン南松本店 長野県 松本市双葉5-20

イオンスタイル松本 長野県 松本市中央4-9-51

イオン箕輪店 長野県 上伊那郡箕輪町中箕輪9025

イオン上田店 長野県 上田市常田2-12-18

イオン中野店 長野県 中野市一本木252-1

イオン飯田店 長野県 飯田市上郷飯沼1575

イオン各務原店 岐阜県 各務原市那加萱場町3-8

イオン関店 岐阜県 関市倉知516

イオン岐阜店 岐阜県 岐阜市正木中1-2-1

イオン柳津店 岐阜県 岐阜市柳津町本郷4-1-1

イオン大垣店 岐阜県 大垣市外野2-100

イオン焼津店 静岡県 焼津市祢宜島555

イオン清水店 静岡県 静岡市清水区上原1-6-16

イオン袋井店 静岡県 袋井市上山梨4-1-1

イオン浜松志都呂店 静岡県 浜松市西区志都呂町2-37-1

イオン浜松西店 静岡県 浜松市西区入野町6244-1

イオン浜松市野店 静岡県 浜松市東区天王町字諏訪1981-3

イオンスタイル富士宮 静岡県 富士宮市浅間町1-8

イオン三好店 愛知県 みよし市三好町青木91

イオン木曽川店 愛知県 一宮市木曽川町黒田字南ハツケ池25-1

イオン岡崎南店 愛知県 岡崎市戸崎町字ばら山1-1

イオン春日井店 愛知県 春日井市柏井町4-17

イオン小牧店 愛知県 小牧市東1-126

イオンスタイル常滑 愛知県 常滑市りんくう町2-20-3

イオン瀬戸みずの店 愛知県 瀬戸市みずの坂2-253

イオン扶桑店 愛知県 丹羽郡扶桑町南山名高塚5-1

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

イオンスタイル長久手 愛知県 長久手市中央土地区画整理事業地内5・10・1街区

イオン半田店 愛知県 半田市有楽町8-7

イオン豊橋南店 愛知県 豊橋市野依町字落合1-12

イオン豊川店 愛知県 豊川市開運通2-31

イオンスタイル豊田 愛知県 豊田市広路町1-1

イオン高橋店 愛知県 豊田市東山町1-5-1

イオンスタイル名古屋茶屋 愛知県 名古屋市港区西茶屋2-11

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



イオン守山店 愛知県 名古屋市守山区笹ヶ根3-1228

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

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

イオン新瑞橋店 愛知県 名古屋市南区菊住1-7-10

イオン熱田店 愛知県 名古屋市熱田区六野1-2-11

イオン名古屋東店 愛知県 名古屋市名東区猪子石原2-1701

イオン大高店 愛知県 名古屋市緑区南大高2-450

イオン東員店 三重県 員弁郡東員町大字長深字築田510-1

イオン桑名店 三重県 桑名市新西方1-22

イオン日永店 三重県 四日市市日永4-2-41

キッズリパブリック四日市泊店 三重県 四日市市泊小柳町4-5-1イオンタウン四日市泊2F

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

イオン四日市北店 三重県 四日市市富州原町2-40

イオン阿児店 三重県 志摩市阿児町鵜方3215

イオン久居店 三重県 津市久居明神町風早2660

イオンスタイル津南 三重県 津市高茶屋小森町145

イオン津店 三重県 津市桜橋3-446

イオン鈴鹿店 三重県 鈴鹿市庄野羽山4-1-2

イオンスタイル草津 滋賀県 草津市新浜町300

イオン久御山店 京都府 久世郡久御山町森南大内156-1

イオン京都五条店 京都府 京都市右京区西院追分町25-1

イオン洛南店 京都府 京都市南区吉祥院御池町31

イオンスタイル京都桂川 京都府 京都市南区久世高田町376-1

イオン高の原店 京都府 木津川市相楽台1-1

イオンスタイル茨木 大阪府 茨木市松ヶ本町8-30

イオン高槻店 大阪府 高槻市萩之庄3-47-2

イオンスタイル堺鉄砲町 大阪府 堺市堺区鉄砲町1-1

イオン堺北花田店 大阪府 堺市北区東浅香山町4-1-12

イオンスタイル四條畷 大阪府 四條畷市砂4-3-2

イオンスタイル大日 大阪府 守口市大日東町1-18

イオン南千里店 大阪府 吹田市千里山西6-56-1

イオンりんくう泉南店 大阪府 泉南市りんくう南浜3-12

イオン大阪ドームシティ店 大阪府 大阪市西区千代崎3-13-1

イオン鶴見緑地店 大阪府 大阪市鶴見区鶴見4-17-1

イオン野田阪神店 大阪府 大阪市福島区海老江1-1-23

イオン布施駅前店 大阪府 東大阪市長堂1-8-37

イオン金剛東店 大阪府 富田林市向陽台3-1-1

イオン和泉府中店 大阪府 和泉市肥子町2-2-1

イオンスタイル伊丹昆陽 兵庫県 伊丹市池尻4-1-1

イオンスタイル伊丹 兵庫県 伊丹市藤ﾉ木1-1-1

イオン加古川店 兵庫県 加古川市平岡町新在家615-1

イオン加西北条店 兵庫県 加西市北条町北条308-1

イオン高砂店 兵庫県 高砂市緑丘2-1-40

イオン三田ウッディタウン店 兵庫県 三田市けやき台1-6-2

イオン三木店 兵庫県 三木市大村字砂163

イオン洲本店 兵庫県 洲本市塩屋1-1-8

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

イオン神戸北店 兵庫県 神戸市北区上津台8-1-1

イオン赤穂店 兵庫県 赤穂市中広字別所55-3

イオン猪名川店 兵庫県 川辺郡猪名川町白金2-1

イオン南淡路店 兵庫県 南あわじ市賀集八幡北378-1



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

イオン姫路店 兵庫県 姫路市増位本町2-12-10

イオン姫路大津店 兵庫県 姫路市大津区大津町2-5

イオン明石店 兵庫県 明石市大久保町ゆりのき通3-3-1

イオンスタイル橿原 奈良県 橿原市曲川町7-20-1

イオン五條店 奈良県 五條市今井2-150

モントイズ大和郡山店 奈良県 大和郡山市下三橋町741（イオンモ-ル大和郡山2Ｆ）

イオン西大和店 奈良県 北葛城郡河合町中山台2-7

イオン新宮店 和歌山県 新宮市橋本2-14-23

イオンスタイル和歌山 和歌山県 和歌山市中字楠谷573

イオン日吉津店 鳥取県 西伯郡日吉津村日吉津1160-1

イオン鳥取店 鳥取県 鳥取市天神町1

イオン鳥取北店 鳥取県 鳥取市晩稲348

キッズリパブリック出雲店 島根県 出雲市渡橋町1066　イオンスタイル出雲3Ｆ　

イオン松江店 島根県 松江市東朝日町151

イオン大田店 島根県 大田市長久町土江97

イオンスタイル岡山 岡山県 岡山市北区下石井1-2-1

キッズリパブリック倉敷店 岡山県 倉敷市水江1　イオンモ-ル倉敷１Ｆ　

イオン津山店 岡山県 津山市河辺1000-1

キッズリパブリック広島府中店 広島県 安芸郡府中町大須2-1-1　イオンモ-ル広島府中3Ｆ　

イオン広島祇園店 広島県 広島市安佐南区祇園3-2-1

イオン宇品店 広島県 広島市南区宇品東6-1-15

イオン三原店 広島県 三原市城町2-13-1

イオン光店 山口県 光市浅江木園1756-1

イオン防府店 山口県 防府市中央町1-3

キッズリパブリック徳島店 徳島県 徳島市南末広町4-1　イオンスタイル徳島4Ｆ　

イオン綾川店 香川県 綾歌郡綾川町萱原822-1

イオン高松店 香川県 高松市香西本町1-1

イオン高松東店 香川県 高松市福岡町3-8-5

キッズリパブリック今治新都市店 愛媛県 今治市にぎわい広場1-1　イオンモ-ル今治新都市２Ｆ　

イオンスタイル松山 愛媛県 松山市天山1-13-5

イオン新居浜店 愛媛県 新居浜市前田町8-8

イオン高知店 高知県 高知市秦南町1-4-8

イオンスタイル笹丘 福岡県 福岡市中央区笹丘1-28-74

イオンなかま店 福岡県 中間市上蓮花寺1-1-1

イオンマリナタウン店 福岡県 福岡市西区豊浜3-1-10

イオン戸畑店 福岡県 北九州市戸畑区汐井町2-2

イオン香椎浜店 福岡県 福岡市東区香椎浜3-12-1

イオン若松店 福岡県 北九州市若松区二島1-3-1

イオン大野城店 福岡県 大野城市錦町4-1-1

イオン筑紫野店 福岡県 筑紫野市立明寺434-1

イオン直方店 福岡県 直方市湯野原2-1-1

イオン福岡伊都店 福岡県 福岡市西区北原1-2-1

イオン福岡東店 福岡県 糟屋郡志免町別府北2-14-1

イオン福津店 福岡県 福津市日蒔野6-16-1

イオン穂波店 福岡県 飯塚市枝国長浦666-48

イオン佐賀大和店 佐賀県 佐賀市大和町大字尼寺3535

イオン唐津店 佐賀県 唐津市鏡字立神4671

イオン大村店 長崎県 大村市幸町25-200

イオン大塔店 長崎県 佐世保市大塔町14ｰ2

イオン東長崎店 長崎県 長崎市田中町1027-8



イオン熊本店 熊本県 上益城郡嘉島町大字上島字長池2232

イオン八代店 熊本県 八代市沖町六番割3987-3

イオンパークプレイス大分店 大分県 大分市公園通り西2-1

イオン高城店 大分県 大分市高城西町28-1

イオン三光店 大分県 中津市三光佐知1032

イオン日田店 大分県 日田市南元町14-22

イオン延岡店 宮崎県 延岡市旭町2ｰ2ｰ1

イオン宮崎店 宮崎県 宮崎市新別府町江口862-1

イオン都城駅前店 宮崎県 都城市栄町4672-5

イオン姶良店 鹿児島県 姶良市西餠田264-1

イオン鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市東開町7

イオン隼人国分店 鹿児島県 霧島市隼人町見次1229

イオン那覇店 沖縄県 那覇市金城5-10-2

イオン南風原店 沖縄県 島尻郡南風原町字宮平264


