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報道各位                           ２０１２年 ３月 ２日 

株式会社イオンファンタジー 

 

３．１１ 募金活動実施のお知らせ 

 

東日本大震災で被災されました方々に、改めて心からのお見舞いを申し上げますとともに、1 日

も早い復旧・復興をお祈りしております。 

弊社では、震災発生以降、「げんきえがおプロジェクト」を立ち上げ、被災地のお子さまたちの

元気な笑顔を取り戻す一助となる活動を展開してまいりました。 

３月１１日で１年が経過しようとしておりますが、ここで改めて、東日本大震災の被災地域の一

日も早い復興を願い、下記のような募金企画を全国で実施することにいたしました。 

 

１．実施日 ： ２０１２年３月１１日（日）のみ 

２．募金名 ： 「２０１２年 みんなであそぼ！募金」 

３．実施内容： 全国の弊社店舗のうち１９２店舗（下記対象遊具のある店舗）を対象に、 

 店内にお客さま向けの募金箱を設置いたします。当日に限り、募金を実施する 

 店舗は該当遊具を以下の方法で無料開放いたします。 

＜対象遊具＞※該当店舗は別紙「実施店舗一覧」をご覧ください。 

◇ファンタジースキッズガーデン（該当店舗：６１店） 

※当日のみ保護者同伴入場で３０分総入れ替えとします。 

◇わいわいぱーく、ボールプール等（該当店舗：１３１店） 

※保護者同伴で２０分総入れ替えとします。 

４．募金先 ： ３月２日現在、先様と交渉中 

＜店頭ポスターを掲示＞ 

 

＜連絡先＞ 

株式会社イオンファンタジー 

営業企画本部    奥  武 

広報・ＩＲグループ 菅原 裕之 

０４３－２１２－６２５７ 



ファンタジースキッズガーデン設置店舗

エリア 店舗名 施設

1 道央エリア 札幌発寒 ファンタジースキッズガーデン札幌発寒
2 道央・道東エリア 旭川西 ファンタジースキッズガーデン旭川西
3 道央・道東エリア 苫小牧 ファンタジースキッズガーデン苫小牧
4 道央・道東エリア 盛岡南 ファンタジースキッズガーデン盛岡南
5 道央・道東エリア 利府 ファンタジースキッズガーデン利府
6 茨城エリア 下妻 ファンタジースキッズガーデン下妻
7 茨城エリア 水戸内原 ファンタジースキッズガーデン水戸内原
8 茨城エリア 土浦 ファンタジースキッズガーデン土浦
9 福島エリア 郡山ﾌｪｽﾀ ファンタジースキッズガーデン郡山ﾌｪｽﾀ

10 新潟エリア 新潟南 ファンタジースキッズガーデン新潟南
11 富山・石川エリア 高岡南 ファンタジースキッズガーデン高岡南
12 群馬エリア 羽生 ファンタジースキッズガーデン羽生
13 群馬エリア 高崎 ファンタジースキッズガーデン高崎
14 東千葉エリア ｲｵﾝ成田 ファンタジースキッズガーデンｲｵﾝ成田
15 東千葉エリア 銚子 ファンタジースキッズガーデン銚子
16 西千葉エリア 津田沼 ファンタジースキッズガーデン津田沼
17 西千葉エリア 八千代緑が丘 ファンタジースキッズガーデン八千代緑が丘
18 東埼玉エリア 川口前川 ファンタジースキッズガーデン川口前川
19 埼玉エリア 北戸田 ファンタジースキッズガーデン北戸田
20 埼玉エリア 与野 ファンタジースキッズガーデン与野
21 埼玉エリア 浦和美園　 ファンタジースキッズガーデン浦和美園　
22 埼玉エリア イオンレイクタウン ファンタジースキッズガーデンイオンレイクタウン
23 西埼玉エリア むさし村山 ファンタジースキッズガーデンむさし村山
24 神奈川エリア 大和 ファンタジースキッズガーデン大和
25 神奈川・静岡エリア 秦野 ファンタジースキッズガーデン秦野
26 神奈川・静岡エリア 茅ヶ崎中央 ファンタジースキッズガーデン茅ヶ崎中央
27 神奈川・静岡エリア 富士宮 ファンタジースキッズガーデン富士宮
28 神奈川・静岡エリア 甲府昭和 ファンタジースキッズガーデン甲府昭和
29 静岡・浜松エリア 浜松志都呂 ファンタジースキッズガーデン浜松志都呂
30 静岡・浜松エリア 浜松市野　 ファンタジースキッズガーデン浜松市野　
31 三河エリア 東浦 ファンタジースキッズガーデン東浦
32 名古屋エリア 名古屋みなと ファンタジースキッズガーデン名古屋みなと
33 名古屋エリア 熱田 ファンタジースキッズガーデン熱田
34 名古屋エリア 新瑞橋 ファンタジースキッズガーデン新瑞橋
35 名古屋エリア 大高 ファンタジースキッズガーデン大高
36 岐阜エリア 木曽川 ファンタジースキッズガーデン木曽川
37 岐阜エリア 各務原 ファンタジースキッズガーデン各務原
38 岐阜エリア 高の原 ファンタジースキッズガーデン高の原
39 奈良エリア 大和郡山 ファンタジースキッズガーデン大和郡山
40 大阪エリア 高槻 ファンタジースキッズガーデン高槻
41 大阪エリア 大日 ファンタジースキッズガーデン大日
42 大阪エリア 茨木 ファンタジースキッズガーデン茨木
43 大阪エリア 鶴見 ファンタジースキッズガーデン鶴見
44 南大阪エリア りんくう泉南 ファンタジースキッズガーデンりんくう泉南
45 南大阪エリア 堺北花田 ファンタジースキッズガーデン堺北花田
46 京滋エリア 洛南 ファンタジースキッズガーデン洛南
47 京滋エリア 京都五条 ファンタジースキッズガーデン京都五条
48 東兵庫エリア 神戸北 ファンタジースキッズガーデン神戸北
49 東兵庫エリア 伊丹昆陽 ファンタジースキッズガーデン伊丹昆陽
50 西兵庫エリア 姫路大津 ファンタジースキッズガーデン姫路大津
51 岡山・広島エリア 倉敷 ファンタジースキッズガーデン倉敷
52 広島・山口エリア 広島祇園 FI ファンタジースキッズガーデン広島祇園 FI
53 東四国エリア 綾川ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ ファンタジースキッズガーデン綾川ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ

54 福岡エリア 福岡伊都 ファンタジースキッズガーデン福岡伊都
55 北九州エリア 直方 ファンタジースキッズガーデン直方
56 北九州エリア 八幡東 ファンタジースキッズガーデン八幡東
57 山陰エリア 日吉津 ファンタジースキッズガーデン日吉津
58 沖縄エリア 南風原 ファンタジースキッズガーデン南風原
59 熊本・鹿児島エリア 熊本クレア ファンタジースキッズガーデン熊本クレア
60 熊本・鹿児島エリア 鹿児島 ファンタジースキッズガーデン鹿児島
61 東九州エリア 宮崎 ファンタジースキッズガーデン宮崎



わいわいパーク・ボールプール等設置店舗

ｴﾘｱ 店舗名 施設 ｴﾘｱ 店舗名 機種名

1 札幌エリア 札幌元町 わいわいパーク 71 北愛知エリア 小牧 ボールプール（円形）
2 札幌エリア 札幌桑園 わいわいパーク 72 北愛知エリア 扶桑 わいわいパーク
3 札幌エリア 札幌苗穂 わいわいパーク 73 北愛知エリア ワンダーシティ わいわいパーク
4 道央・道東エリア 江別 わいわいパーク 74 北愛知エリア 春日井 キポット／フレーム
5 道央・道東エリア 釧路昭和 わいわいパーク 75 名古屋エリア ナゴヤドーム前 わいわいパーク
6 道央・道東エリア 名寄 わいわいパーク 76 岐阜エリア 大垣 わいわいパーク
7 青森・秋田エリア つがる柏 わいわいパーク（マック） 77 北勢エリア 津城山別区画 わいわいパーク
8 青森・秋田エリア 下田 わいわいパーク 78 北勢エリア 鈴鹿 わいわいパーク
9 青森・秋田エリア 十和田 わいわいパーク 79 北勢エリア 四日市北 わいわいパーク

10 秋田・山形エリア 三川 わいわいパーク 80 北勢エリア 桑名 きぽっと
11 秋田・山形エリア 横手 わいわいパーク 81 南勢エリア 松阪 わいわいパーク
12 秋田・山形エリア 大曲 わいわいパーク 82 南勢エリア 明和 わいわいパーク
13 秋田・山形エリア 秋田中央 ゴッコランド 83 南勢エリア ララパーク わいわいパーク
14 岩手エリア 盛岡 わいわいパーク 84 奈良エリア 桜井 ボールプール　８角
15 岩手エリア 遠野 キッズランド 85 奈良エリア 橿原 わいわいパーク
16 宮城・三陸エリア 多賀城 わいわいパーク 86 奈良エリア 登美ヶ丘 わいわいパーク
17 宮城・三陸エリア 石巻 わいわいパーク 87 大阪エリア 野田阪神 わいわいパーク
18 山形・宮城エリア 山形北 わいわいパークジュニア 88 大阪エリア 南千里 わいわいパーク
19 山形・宮城エリア 東根 わいわいパークジュニア 89 南大阪エリア 和泉府中 キュービック・キュービック
20 山形・宮城エリア 富谷 わいわいパーク 90 南大阪エリア 喜連瓜破駅前 わいわいパーク
21 山形・宮城エリア 米沢 ボールランド 91 京滋エリア 草津 わいわいパーク
22 宮城エリア 新名取 わいわいパーク 92 京滋エリア 西大津 わいわいパーク
23 福島エリア 白河西郷 わいわいパーク 93 東兵庫エリア 猪名川 わいわいパーク
24 福島エリア いわき キッズランド 94 東兵庫エリア 伊丹 わいわいパーク
25 栃木エリア 小山 わいわいパーク 95 中兵庫エリア 和田山 わいわいパークジュニア
26 栃木エリア 今市 ボールプール（円形） 96 中兵庫エリア 加西北条 わいわいパーク
27 栃木エリア 栃木 わいわいパークジュニア 97 中兵庫エリア 山崎 ボールプール　８角
28 栃木エリア 佐野新都市 わいわいパーク 98 西兵庫エリア 洲本 ボールランド
29 栃木エリア 古河２Ｆ キッズアスレチックスポット 99 西兵庫エリア 明石 うさずきんランド
30 新潟エリア 新潟東 わいわいパークジュニア 100 西兵庫エリア 姫路リバーシティ わいわいパーク
31 新潟エリア 新発田 わいわいパーク 101 西兵庫エリア 高砂 ボールプール（円形）
32 新潟エリア 県央 きぽっと 102 岡山エリア 原尾島 ボールプール（円形）
33 西新潟エリア 六日町 わいわいパーク 103 岡山エリア 津山 わいわいパーク
34 西新潟エリア 小千谷 わいわいパーク 104 広島・山口エリ宇品 わいわいパーク
35 石川エリア 鯖江 ボールプール　８角 105 広島・山口エリ広島府中 わいわいパーク
36 石川エリア 御経塚 きぽっと 106 東四国エリア イオンファンタジーワールド綾川 ファンタジアパーク
37 群馬エリア 太田 わいわいパーク 107 東四国エリア 宇多津 きぽっと
38 群馬エリア ミスタマックス伊勢崎 わいわいパーク 108 東四国エリア 高松東 キッズアスレチックスポット
39 群馬エリア 熊谷 きぽっと 109 東四国エリア 高松 わいわいパーク
40 群馬エリア 上里 わいわいパーク 110 西四国エリア 松山 わいわいパーク
41 東千葉エリア 佐原東 ボールプール（円形） 111 西四国エリア 松山レスパスシティ ボールプール　８角
42 西千葉エリア 千葉ニュータウン わいわいパーク 112 西四国エリア 高知 わいわいパーク
43 西千葉エリア 鎌ヶ谷 わいわいパーク 113 西四国エリア 新居浜 わいわいパーク
44 西千葉エリア 柏 わいわいパーク 114 福岡エリア 香椎浜 わいわいパーク
45 南千葉エリア 市川妙典３Ｆ わいわいパーク 115 福岡エリア 福岡ルクル わいわいパーク
46 東京エリア 南砂 わいわいパーク 116 福岡エリア 筑紫野 ファンタジアパーク
47 東京エリア 品川シーサイド わいわいパーク 117 北九州エリア 若松 わいわいパーク
48 東京エリア 東雲 わいわいパーク 118 山陰エリア 松江 わいわいパーク
49 東埼玉エリア 川口Ｂ わいわいパーク 119 山陰エリア 鳥取北 わいわいパーク
50 東埼玉エリア 板橋 キポット／フレーム 120 沖縄エリア 北谷 わいわいパーク
51 埼玉エリア せんげん台 わいわいパーク 121 沖縄エリア 具志川 わいわいパーク
52 西埼玉エリア 入間 わいわいパーク 122 沖縄エリア 名護 わいわいパーク
53 西埼玉エリア 昭島 わいわいパーク 123 長崎エリア 大塔 わいわいパーク
54 長野エリア 南松本 ボールプール（円形） 124 熊本・鹿児島エ大牟田 わいわいパーク
55 長野エリア 飯田 わいわいパーク 125 熊本･鹿児島エ八代 わいわいパーク
56 長野エリア 中野 ボールプール（円形） 126 東九州エリア 延岡 わいわいパーク
57 長野エリア 上田 わいわいパーク 127 東九州エリア 挾間 ボールプール（円形）
58 長野エリア 飯田アップルロードボールプール 128 東九州エリア パークプレイス大分 わいわいパーク
59 神奈川エリア 横浜新吉田 わいわいパーク 129 東九州エリア 日向 ボールプール　８角
60 神奈川エリア 大和鶴間 わいわいパーク 130 東九州エリア 都城 わいわいパーク
61 神奈川エリア 久里浜 わいわいパーク 131 佐賀エリア 佐賀大和 わいわいパーク
62 神奈川エリア 厚木 わいわいパーク
63 神奈川エリア つきみ野３Ｆ プレイポード
64 神奈川・静岡エリア 富士南 わいわいパーク
65 静岡・浜松エリア 袋井 わいわいパーク
66 静岡・浜松エリア 清水 わいわいパーク
67 静岡・浜松エリア 焼津 わいわいパーク
68 三河エリア 岡崎南 わいわいパーク
69 三河エリア 豊橋南 わいわいパーク
70 三河エリア 豊川２Ｆ おどるふうせんくん
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