リカちゃん ハンバーガーこものセット
プレゼントキャンペーン 実施店舗リスト
リカちゃんチケット ご利用の皆様へ
11月17日から始まりますキャンペーンに際しまして、多くのお客様にご利用いただくために、
１店舗あたりおひとり様での使用枚数に制限がある場合がございますので、ご了承ください。

全国（※一部お取り扱いのない店舗もございます。）
トイザらス・ベビーザらス
イトーヨーカドーおもちゃ売場
エディオンおもちゃ売場
100満ボルトおもちゃ売場
Joshinキッズランド
ヤマダ電機おもちゃ売場
アピタおもちゃ売場
イオンおもちゃ売場
ビックカメラおもちゃ売場
コジマおもちゃ売場

おもちゃのヨシダ
おもちゃのおおいえ
(有)モリヤ玩具店 トイスターモリヤ

北海道地方
北海道旭川市本町3-437-238
北海道岩内郡岩内町高台１２－１８
北海道留萌市錦町１丁目4-5

マエダ本店
スカロップ 弘前店
サンホビーアンクル
トイエムズ
キッズウｵーカー柴田店
サニーランドフォルテ店
白牡丹 石巻店
おもちゃのしぶや
プラセン
株式会社 大沼
おもちゃ屋本舗米沢店
おもちゃ屋本舗ＢＡＮＢＡＮ喜多方
おもちゃ屋本舗会津千石店
おもちゃのスヌーピー２

東北地方
青森県むつ市小川町２－４－８
青森県弘前市城東北3-10-1 さくら野百貨店弘前店内３階
岩手県遠野市松崎町白岩１５－１３－１１
岩手県花巻市桜台１－１２－１２アルテマルカン桜台店
宮城県柴田郡柴田町上名生新大原１９４－１
宮城県柴田郡大河原町字小島２－１
宮城県石巻市茜平四丁目104番地 イオンンモール石巻２Ｆ
山形県長井市館町南４−３０
山形県鶴岡市道形町４６－５
山形県山形市七日町1-2-30
山形県米沢市金池７丁目4-68
福島県喜多方市字屋敷免４００７
福島県会津若松市八角町１－１
福島県田村市船引町船引字原田9

関東地区
(株)かしわや トイズ・わん パルナ店
茨城県稲敷市西代1495 ショッピングセンターパルナ 2F
おもちゃのおかざき
茨城県常陸大宮市下村田2387
おもちゃのマンネンヤ
栃木県那須塩原市西大和1-8 アクアス１F
仔熊 東武宇都宮店
栃木県宇都宮市宮園町５－４ 東武宇都宮百貨店５階玩具売場
時遊館 ナガサト
栃木県下都賀郡壬生町中央町６−４８
Ｆｏｒ Ｋｉｄｓ’こぐま そごう川口店
埼玉県川口市栄町3-5-1 そごう川口
仔熊 矢尾秩父店
埼玉県矢尾秩父市上町１－５－９ 矢尾百貨店 ３階 玩具売場
そごう大宮店
埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－６－２
(株)八木橋
埼玉県熊谷市仲町７４ ６Ｆ玩具売場
まちのおもちゃ屋 丸見堂
埼玉県飯能市仲町６－２２
Ｆｏｒ Ｋｉｄｓ’ｔｂ ｂｙこぐま 流山おおたかの森
千葉県流山市西初石6-185-2
そごう千葉店
千葉県千葉市中央区新町1000番地 そごう千葉店６Ｆ玩具売場
ブラス㈱多田屋サンピア店
千葉県東金市東岩崎8-10
Ｆｏｒ Ｋｉｄｓこぐま ヴィーナスフォート店
東京都江東区青海１－３－１５ヴィーナスフォート１Ｆ
松屋銀座店
東京都中央区銀座３－６－１玩具売場
東急吉祥寺店
東京都武蔵野市吉祥寺本町２－３－１ ６Ｆ 玩具売場
東急百貨店本店
東京都渋谷区道玄坂２－２４－１ 玩具売場
おもちゃのマミー
東京都目黒区自由が丘1-7-14 ドゥーブルビル１Ｆ
西武池袋店
東京都豊島区南池袋1-21-1 西武池袋本店６Ｆ トイランド
京王百貨店 新宿店
東京都新宿区西新宿1-1-4 京王百貨店新宿店 ７Ｆ 玩具売場
博品館TOY PARK銀座本店
東京都中央区銀座8-8-11
ヤマシロヤ
東京都台東区上野６－１４－６
サガミ堂
神奈川県相模原市中央区陽光台3-6-7

京急百貨店
おもちゃのキジマ

神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 玩具売場
群馬県沼田市下乃町８７１

はた玩具店 五泉店
おもちゃのはた 水原店
アルプラザ小杉
アルプラザ富山
アルプラザ小松
アルプラザ金沢
アルプラザ鹿島
アルプラザ加賀
アルプラザ津幡
アルプラザ敦賀
アルプラザベル
アルプラザアミ
アルプラザ鯖江
アルプラザ武生
おもちゃのイチノセ
アルプラザ鶴見
平和堂 高富店
松坂屋静岡店
オモチャハウスだるまや
ＴＯＹ＆ＨＯＢＢＹ’ｓスズモト
ミシマトイス
おもちゃのたかはし
松坂屋名古屋店
平和堂 江南店
ビックトイズ プライムツリー赤池店
近鉄四日市店
おもちゃのダイユクヤ高柳本店

中部地方
新潟県五泉市本町２－４－８
新潟県阿賀野市中央町1-1-45
富山県射水市三ケ２６０２
富山県富山市婦中町下轡田１６５番地の１
石川県小松市園町ハ２３番地1
石川県金沢市諸江町３０番１号
石川県鹿島郡中能登町井田と部１番地１
石川県加賀市作見町ル２５番１
石川県河北郡津幡町北中条1丁目１番地
福井県敦賀市白銀町11番５号
福井県福井市花堂南２丁目１６番１号
福井県坂井市春江町随応寺第16号11番地
福井県鯖江市下河端町１６字下町１６番１
福井県越前市府中１丁目１１番２号
山梨県中央市西花輪3508
岐阜県大垣市鶴見町字上渡瀬６４１番地の２
岐阜県山県市高木１４７３番地
静岡県葵区御幸町１０－２ 玩具売場
静岡県菊川市加茂５８１７
静岡県浜松市浜北区本沢合１６２－１
静岡県三島市本町3-35
静岡県下田市2-11-8
愛知県名古屋市中区栄３－１６－１松坂屋名古屋店本館５Ｆ 玩具売場
愛知県江南市上奈良町栄６１番地の３
愛知県日進市赤池町箕ノ手1番 プライムツリー赤池 ３階 区画２３５
三重県四日市店諏訪堺町７－３４ 玩具売場
三重県伊勢市曽根１－１２－１９

Ｆｏｒ Ｋｉｄｓ こぐま大津店
アルプラザ水口
平和堂 愛知川店
アルプラザ八日市
アルプラザ守山
アルプラザ草津
ビバシティ平和堂
アルプラザ長浜
アルプラザ野洲
アルプラザ栗東
アルプラザ近江八幡
平和堂 あどがわ店
アルプラザ城陽
㈱エール東舞鶴店
㈱エール峰山店
アルプラザ亀岡
アルプラザ宇治東
アルプラザ京田辺
アルプラザ木津
アルプラザ醍醐
近鉄奈良店
近鉄和歌山店
Ｆｏｒ Ｋｉｄｓ’ｔｂ ｂｙこぐま
アルプラザ枚方
アルプラザ香里園
アルプラザ茨木
よしおか玩具店
アルプラザつかしん
アルプラザあまがさき
そごう神戸店

近畿地方
滋賀県大津市におの浜２－３－１
滋賀県甲賀市水口町本綾野５６６番地の１
滋賀県愛知郡愛荘町愛知川５８
滋賀県東近江市八日市浜野町３番１号
滋賀県守山市播磨田町１８５－１
滋賀県草津市西渋川１丁目２３番３０号
滋賀県彦根市竹ケ鼻町４３番地の１
滋賀県長浜市小堀町４５０
滋賀県野洲市小篠原１０００番地
滋賀県栗東市綣２丁目３番２２号
滋賀県近江八幡市桜宮町２０２－１
滋賀県高島市安曇川町西万木５５番地
京都府城陽市富野荒見田１１２番地
京都府舞鶴市南浜町２７番地５
京都府京丹後市峰山町新町１６０６番地の１
京都府亀岡市篠町野条上又１１番地の１
京都府宇治市莵道平町２８番地の１
京都府京田辺市田辺中央五丁目２番地１
京都府木津川市相楽城西１５番地
京都府京都市伏見区醍醐高畑町１-３７
奈良県奈良市西大寺東町２丁目４−１近鉄百貨店奈良店６Ｆ玩具売場
和歌山県和歌山市友田町5-18 玩具売場
大阪府大阪市阿倍野区筋１－１－４３あべのハルカス近鉄本店Ｗ８Ｆ
大阪府枚方市津田元町１丁目４番１号
大阪府寝屋川市日新町５番５号
大阪府茨木市上郡二丁目１２番８号
大阪府八尾市山本町南４－１－４－１４
兵庫県尼崎市塚口本町4丁目8番1号
兵庫県尼崎市潮江１丁目３番１号 平和堂アルプラザあまがさき
兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 そごう神戸店８Ｆ 玩具売場

コドモ館トピア店
コドモ館水島イオン店

中国地方
岡山県倉敷市児島駅前２－４１－１
岡山県倉敷市水島鷹砂町３－１１ イオンタウン水島

おもちゃのピエロ 井原店
おもちゃのギブタ
ＡＢＣパレード 倉敷店
こどもやリブ総社店
こどもや西大寺店
おもちゃのあおき 広島店
おもちゃのあおき 廿日市店
そごう広島店
おもちゃのピエロ ゆめタウン松永店
おもちゃとベビーの山陽トーイ
おもちゃのあおき ゆめシティ店

岡山県井原市下出部町２－１１－２ ゆめタウン井原２Ｆ
岡山県倉敷市阿知1-7-2 くらしきシティプラザ西ビル２Ｆ
岡山県倉敷市笹沖1274-1
岡山県総社市門田187 リブ総社21 ３Ｆ
岡山県東区西大寺南１－２－１天満屋ハピータウン西大寺店２Ｆ
広島県広島市南区皆実町２丁目8-17
広島県廿日市市下平良２丁目2-1 ゆめタウン３F
広島市中区基町６－２７ 玩具売場
広島県福山市柳津町１－５－７ゆめタウン松永２Ｆ
山口県柳井市南町２丁目５－１７
山口県下関市伊倉新町３丁目1-1 ゆめシティ３F

りぼん アクトビア大洲店
おおみちや
ジョリーハダ
アルファやましたいの店
アルファやましたマルナカ店

四国地方
愛媛県大洲市中村２４６－１アクトビア大洲４Ｆ
愛媛県今治市北高下町１丁目3-43
愛媛県新居浜市西喜光地町11-41
高知県吾川郡いの町サニーアクシスいの店内
高知県須崎市 神田2500−1

おもちゃのあおき 大牟田店
ＡＢＣパレード 博多店
ぴーこっく久山店
おもちゃのあおき 島原店
おもちゃのあおき 夢彩都店
おもちゃのあおき 大塔トイセンター
おもちゃのあおき イオンモール熊本店
サンサンランド 国分店

九州地方
福岡県大牟田市岬町３－４
福岡県福岡市東区東浜1-1-1 ゆめタウン博多店２Ｆ
福岡県糟屋郡久山町山田１１１１トリアス久山
長崎県島原市田町676-1
長崎県長崎市元船町10-1 夢彩都２Ｆ
長崎県佐世保市大塔町1984
熊本県上益城郡嘉島町大字上島長池2232
鹿児島県霧島市国分野口北1009-1

