
都道府県 都道府県以下 店舗名

北海道 釧路郡桂木１丁目１－７ イオン釧路店

北海道 江別市幸町３５ イオン江別店

北海道 帯広市西４条南２０丁目１ イオン帯広店

北海道 千歳市栄町６丁目５１ イオン千歳店

北海道 小樽市築港１１－６ イオン小樽店

北海道 北見市北進町１丁目１－１ イオン北見店

北海道 岩見沢市大和４条８丁目１ イオン岩見沢店

北海道 旭川市緑町２３丁目２１６１－３ イオン旭川西店

北海道 札幌市東区北３１条東１５丁目１－１ イオン札幌元町

北海道 札幌市苗穂２条３丁目１－１ イオン札幌苗穂店

北海道 釧路市昭和中央４丁目１８－１ イオン釧路昭和店

北海道 札幌市平岡３条５丁目３－１ イオン札幌平岡店

北海道 札幌市西区発寒８条１２丁目１ イオン札幌発寒店

北海道 苫小牧市柳町３丁目１－２０ イオン苫小牧店

青森県 青森市緑３－９－２ イオン青森店

青森県 上北郡おいらせ町中野平４０－１ イオン下田店

青森県 十和田市大字相坂字六日町山１６６番１ イオンスーパーセンター十和田

岩手県 北上市北鬼柳１９－６８ イオン江釣子店

岩手県 盛岡市本宮７丁目１番１号 イオン盛岡南店

岩手県 盛岡市前潟４－７－１ イオン盛岡店

岩手県 盛岡市渋民字鶴飼２０番地１ イオンスーパーセンター盛岡渋民

宮城県 多賀城市町前４－１－１ イオン多賀城店

宮城県 仙台市泉区南中山１－３５－４０ イオン仙台中山店

宮城県 大崎市古川旭２－２－１ イオン古川店

宮城県 石巻市茜平四丁目１０４番地 イオン石巻店

宮城県 黒川郡富谷町大清水１丁目３３－１ イオン富谷店

宮城県 名取市杜せきのした５丁目３番地の１ イオン名取店

宮城県 栗原市志波姫新熊谷１１番 イオンスーパーセンター栗原志波姫

宮城県 登米市南方町新島前４６－１ イオンスーパーセンター佐沼

秋田県 大仙市和合字坪立１７７番地 イオン大曲店

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

秋田県 由利本荘市石脇字田中１３８番地 イオンスーパーセンター本荘

秋田県 横手市婦気大堤字中田４－１ イオンスーパーセンター横手南

秋田県 大館市字大田面２３８番 イオンスーパーセンター大館

山形県 酒田市あきほ町１２０－１ イオン酒田南店

山形県 山形市馬見ヶ崎２－１２－１９ イオン山形北店

山形県 東根市さくらんぼ駅前３－７－１５ イオン東根店

山形県 東田川郡三川町大字猪子字和田庫１２８－１ イオン三川店

山形県 天童市芳賀土地区画整理事業地内３４街区 イオンスタイル天童

福島県 福島市南矢野目字西荒田５０番地の１７ イオン福島店

福島県 郡山市日和田町字小原１ イオン郡山フェスタ店

福島県 西白河郡西郷村大字小田倉字岩下１１－１ イオン白河西郷店

福島県 岩瀬郡鏡石町桜岡３７５－９ イオンスーパーセンター鏡石

福島県 南相馬市原町区大木戸字金場７７ イオンスーパーセンター南相馬

新潟県 新潟市江南区下早通柳田１－１－１ イオン新潟南店

新潟県 新発田市住吉町５丁目１１番５号 イオン新発田店

新潟県 新潟市東区大形本町３－１－２ イオン新潟東店

新潟県 上越市富岡３４５７ イオン上越店

新潟県 燕市井土巻３丁目６５番 イオン県央店

長野県 上田市常田２－１２－１８ イオン上田店

長野県 松本市中央４－９－５１ イオンスタイル松本



長野県 佐久市佐久平駅南１１－１０ イオン佐久平店

長野県 中野市大字一本木２５２－１ イオン中野店

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） イオンモールとなみ　KIDS REPUBLICとなみ店

石川県 かほく市内日角　タ　２５番 イオンスタイルかほく

石川県 小松市沖周辺土地区画整理事業区域内２０街区 イオンスタイル新小松

石川県 金沢市福久２丁目５８番地 イオン金沢店

石川県 野々市市御経塚２－９１ イオン御経塚店

東京都 西多摩郡日の出町大字平井２３７番地３ イオン日の出店

東京都 板橋区徳丸２丁目６－１ イオン板橋店

東京都 武蔵村山市榎１丁目１－３ イオンむさし村山店

東京都 品川区東品川４－１２－５ イオン品川シーサイド店

東京都 練馬区光が丘５－１－１ イオン練馬店

神奈川県 大和市下鶴間１－２－１ イオン大和鶴間店

神奈川県 茅ヶ崎市茅ヶ崎３－５－１６ イオン茅ヶ崎中央店

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 イオン大和店

神奈川県 相模原市南区古淵２－１０－１ イオン相模原店

神奈川県 秦野市入船町１２－１ イオン秦野店

神奈川県 座間市広野台２－１０－４ イオンスタイル座間

神奈川県 海老名市中央２－４－１ イオン海老名店

神奈川県 茅ヶ崎市茅ヶ崎２－７－７１ イオンスタイル湘南茅ヶ崎

神奈川県 横須賀市本町２－１－１２ イオン横須賀店

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

神奈川県 横浜市保土ヶ谷区川辺町３ イオン天王町店

神奈川県 川崎市麻生区上麻生１－１９ イオン新百合ヶ丘店

神奈川県 横浜市都筑区中川中央１丁目２５番地１号ノースポートモール３階 KIDS REPUBLICノースポートモール店

埼玉県 熊谷市本石２－１３５ イオン熊谷店

埼玉県 春日部市下柳４２０－１ イオン春日部店

埼玉県 入間市上藤沢４６２－１ イオン入間店

埼玉県 川口市前川１－１－１１ イオン川口前川店

埼玉県 羽生市川崎２丁目２８１番地３ イオン羽生店

埼玉県 戸田市美女木東１－３－１ イオンスタイル北戸田

埼玉県 越谷市レイクタウン３丁目１番地１ イオンスタイルレイクタウン

埼玉県 ふじみ野市ふじみ野１－２－１ イオン大井店

埼玉県 さいたま市中央区本町西５－２－９ イオン与野店

埼玉県 さいたま市緑区大門３７１０ イオン浦和美園店

埼玉県 さいたま市北区櫛引町２－５７４－１ イオン大宮店

千葉県 銚子市三崎町２丁目２６６０－１ イオン銚子店

千葉県 柏市豊町２－５－２５ イオン柏店

千葉県 八千代市緑が丘２丁目１番３ イオン八千代緑が丘店

千葉県 成田市ウィング土屋２４地 イオン成田店

千葉県 印西市中央北３－１－１ イオン千葉ニュータウン店

千葉県 船橋市山手１－１－８ イオン船橋店

千葉県 館山市八幡５４５－１ イオン館山店

千葉県 習志野市津田沼１－２３－１ イオン津田沼店

千葉県 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷２－７－１ イオン鎌ヶ谷店

千葉県 浦安市入船１－４－１ イオン新浦安店

千葉県 千葉市緑区おゆみ野３－１６－１ イオンスタイル鎌取

千葉県 千葉市稲毛区小仲台１－４－２０ イオン稲毛店

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） イオンモール幕張新都心　KIDS REPUBLIC幕張新都心店

茨城県 つくば市稲岡６６－１ イオンつくば店

茨城県 水戸市内原２丁目１番地 イオンスタイル水戸内原

茨城県 下妻市堀籠９７２－１ イオン下妻店



茨城県 土浦市上高津３６７ イオン土浦店

茨城県 那珂郡東海村舟石川駅東４丁目１番１号 イオン東海店

栃木県 栃木市箱森町３７－９ イオン栃木店

栃木県 小山市中久喜１４６７－１ イオン小山店

栃木県 日光市豊田７９－１ イオン今市店

栃木県 佐野市高萩町１３２４－１ イオンモール佐野新都市　KIDS REPUBLIC佐野新都市店

群馬県 高崎市棟高町１４００番地 イオン高崎店

群馬県 太田市石原町８１（イオンモール太田１Ｆ） イオンモール太田　モントイズ太田店

山梨県 中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内１街区 イオン甲府昭和店

愛知県 みよし市三好町青木９１ イオン三好店

愛知県 岡崎市戸崎町字ばら山１－１ イオン岡崎南店

愛知県 豊橋市野依町字落合１－１２ イオン豊橋南店

愛知県 一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池２５番１ イオン木曽川店

愛知県 丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚５－１ イオン扶桑店

愛知県 常滑市りんくう町　２丁目２０番３ イオンスタイル常滑

愛知県 知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２ イオンスタイル東浦

愛知県 長久手市中央土地区画整理事業地内５,１０,１１街区 イオンスタイル長久手

愛知県 豊田市広路町１丁目１ イオンスタイル豊田

愛知県 豊川市開運通２－３１ イオン豊川店

愛知県 春日井市柏井町４－１７ イオン春日井店

愛知県 名古屋市緑区南大高２丁目４５０番地 イオン大高店

愛知県 名古屋市守山区笹ヶ根３丁目１２２８番地 イオン守山店

愛知県 名古屋市熱田区六野１丁目２番１１号 イオン熱田店

愛知県 名古屋市港区品川町２－１－６ イオン名古屋みなと店

愛知県 名古屋市港区西茶屋２丁目１１ イオンスタイル名古屋茶屋

愛知県 名古屋市東区矢田南４－１０２－３ イオンナゴヤドーム前店

愛知県 名古屋市西区二方町４０ イオンスタイルワンダーシティ

愛知県 名古屋市南区菊住１丁目７－１０ イオン新瑞橋店

岐阜県 関市倉知５１６ イオン関店

岐阜県 各務原市那加萱場町３－８ イオン各務原店

静岡県 静岡市清水区上原１丁目６番１６号 イオン清水店

静岡県 袋井市上山梨４丁目１番地の１ イオン袋井店

静岡県 浜松市西区志都呂二丁目３７番１号 イオン浜松志都呂店

静岡県 浜松市東区天王町字諏訪１９８１－３ イオン浜松市野店

静岡県 焼津市祢宜島５５５番地 イオン焼津店

静岡県 富士宮市浅間町１－８ イオンスタイル富士宮

三重県 四日市市尾平町字天王川原１８０５ イオン四日市尾平店

三重県 四日市市日永４－２－４１ イオン日永店

三重県 鈴鹿市庄野羽山４－１－２ イオン鈴鹿店

三重県 津市桜橋３丁目４４６ イオン津店

三重県 四日市市富州原町２番４０号 イオン四日市北店

大阪府 高槻市萩之庄３－４７－２ イオン高槻店

大阪府 四條畷市砂４丁目３番２号 イオンスタイル四條畷

大阪府 守口市大日東町１番１８号 イオン大日店

大阪府 茨木市松ヶ本町８番３０号－３ イオンスタイル茨木

大阪府 大阪市福島区海老江１－１－２３ イオン野田阪神店

大阪府 堺市北区東浅香山町４丁１－１２ イオン堺北花田店

大阪府 大阪市西区千代崎３丁目１３番１ イオン大阪ドームシティ店

大阪府 堺市堺区鉄砲町１－１ イオンスタイル堺鉄砲町

兵庫県 川辺郡猪名川町白金２－１ イオン猪名川店

兵庫県 姫路市大津区大津町２丁目５番 イオン姫路大津店

兵庫県 伊丹市池尻４丁目１番地１ イオン伊丹昆陽店



兵庫県 伊丹市藤ノ木１丁目１番１号 イオンスタイル伊丹

兵庫県 神戸市北区上津台８丁目１番１号 イオン神戸北店

京都府 京都市右京区西院追分町２５－１ イオン京都五条店

京都府 京都市南区久世高田町３７６番１ イオンスタイル京都桂川

京都府 木津川市相楽台１丁目１番１ イオン高の原店

滋賀県 草津市新浜町３００番地 イオンスタイル草津

奈良県 大和郡山市下三橋町７４１ イオンモール大和郡山　モントイズ大和郡山店

鳥取県 鳥取市晩稲３４８番地 イオン鳥取北店

鳥取県 西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１ イオン日吉津店

島根県 松江市東朝日町１５１ イオン松江店

島根県 出雲市渡橋町1066 イオンスタイル出雲

岡山県 津山市河辺１０００－１ イオン津山店

岡山県 倉敷市水江１番地（イオンモール倉敷１Ｆ） イオンモール倉敷　KIDS REPUBLIC倉敷店

岡山県 岡山市北区下石井１丁目２番１号 イオンスタイル岡山

広島県 広島市安佐南区祇園３丁目２－１ イオン広島祇園店

広島県 安芸郡府中町大須２－１－１ イオンモール広島府中　KIDS REPUBLIC広島府中店

香川県 綾歌郡綾川町萱原８２２－１ イオン綾川店

愛媛県 松山市天山１－１３－５ イオン松山店

高知県 高知市秦南町１－４－８ イオン高知店

福岡県 筑紫野市立明寺４３４番地１ イオン筑紫野店

福岡県 大牟田市岬町３番４ イオン大牟田店

福岡県 飯塚市枝国長浦６６６－４８ イオン穂波ショッピングセンター

福岡県 朝倉市甘木３８０ イオン甘木ショッピングセンター

福岡県 福岡市西区徳永１－２－１ イオン福岡伊都店

福岡県 北九州市若松区二島１－３－１ イオン若松ショッピングセンター

福岡県 福岡市東区香椎浜３丁目１２－１ イオン香椎浜店

福岡県 直方市湯野原２丁目－１－１ イオン直方店

福岡県 福津市日蒔野６丁目－１６－１ イオン福津店

福岡県 大野城市錦町４－１－１ イオン大野城ショッピングセンター

福岡県 糟屋郡志免町別府北二丁目１４番１号 イオン福岡東ショッピングセンター

福岡県 北九州市戸畑区汐井町２－２ イオン戸畑ショッピングセンター

福岡県 小郡市大保字弓場１１０ イオン小郡ショッピングセンター

福岡県 福岡市良区原６－２７－５２ イオン原ショッピングセンター

福岡県 福岡市中央区笹丘１－２８－７４ イオンスタイル笹丘

福岡県 福岡市西区豊浜３丁目１－１０ イオンマリナタウン店

佐賀県 唐津市鏡字立神４６７１ イオン唐津ショッピングセンター

佐賀県 佐賀市大和町大字尼寺３５３５ イオン佐賀大和店

佐賀県 杵島郡江北町大字山口三本松二１２２３ イオン江北店

佐賀県 三養基郡上峰町大字坊所１５５１－１ イオン上峰ショッピングセンター

長崎県 佐世保市島瀬町１０－９ イオン佐世保ショッピングセンター

長崎県 長崎市田中町１０２７－８ イオン東長崎ショッピングセンター

長崎県 大村市幸町２５－２００ イオン大村ショッピングセンター

長崎県 南島原市有家町山川１３５－１ イオン有家店

長崎県 佐世保市大塔町１４－２ イオン大塔ショッピングセンター

長崎県 西彼杵郡時津町浜田郷７５１－５ イオン時津ショッピングセンター

熊本県 菊池郡大津町大字室１３７ イオン大津ショッピングプラザ

熊本県 球磨郡錦町西字打越７１５－１ イオン錦店

熊本県 天草市亀場町食場後山下７４０ イオン天草ショッピングセンター

熊本県 上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２ イオン熊本店

熊本県 菊池郡菊陽町津久礼２４７２ イオン菊陽ショッピングプラザ

熊本県 八代市沖町六番割３９８７－３ イオン八代ショッピングセンター

大分県 大分市高城西町２８－１ イオン高城ショッピングセンター



大分県 中津市三光佐知１０３２ イオン三光店

大分県 由布市挾間町北方７７ イオン狭間店

大分県 大分市公園通り西２丁目１番 イオンパークプレイス大分

宮崎県 日向市大字日知屋字古田町６１－１ イオン日向店

宮崎県 都城市早鈴町１９９０ イオン都城ショッピングセンター

宮崎県 宮崎市新別府町江８６２－１ イオン宮崎店

宮崎県 延岡市旭町２丁目－２－１ イオン延岡ショッピングセンター

宮崎県 都城市栄町４６７２－５ イオン都城駅前店

鹿児島県 鹿児島市東開町７ イオン鹿児島店

鹿児島県 姶良市東餠田２６４－１ イオン姶良店

鹿児島県 霧島市隼人町見次１２２９ イオン隼人国分ショッピングセンター
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