フェイスクッショ

チャンネルがーどまんプライズ 取扱い店舗

ボイスマスコット

※7/3（金）～
展開開始
※景品はなくなり次第終了となります。お早目にご来店ください。

店舗名
北海道 モーリーファンタジー旭川パルプ
モーリーファンタジー旭川西
ＰＡＬＯ釧路
モーリーファンタジー釧路昭和
ＰＡＬＯ江別
ゲームコーナー新さっぽろ
モーリーファンタジー手稲山口
モーリーファンタジー札幌平岡
モーリーファンタジー札幌琴似
モーリーファンタジー札幌発寒
モーリーファンタジー札幌桑園
モーリーファンタジー札幌苗穂
モーリーファンタジー札幌元町
モーリーファンタジー東札幌
モーリーファンタジー札幌麻生
モーリーファンタジー三笠
モーリーファンタジー石狩緑苑台
ＰＡＬＯ滝川
モーリーファンタジー登別
ＰＡＬＯ苫小牧
モーリーファンタジー苫小牧
モーリーファンタジー湯川
モーリーファンタジー中標津
モーリーファンタジー上磯
モーリーファンタジー名寄
ＰＡＬＯ網走

青森県 モーリーファンタジーつがる柏
ＰＡＬＯむつ
ＰＡＬＯ五所川原
ＰＡＬＯ黒石
モーリーファンタジー三沢
モーリーファンタジー十和田
モーリーファンタジー下田
モーリーファンタジー藤崎
モーリーファンタジー八戸田向
モーリーファンタジー平賀
モーリーファンタジー鶴田

岩手県 モーリーファンタジースーパーセンター一関
モーリーファンタジー一関
モーリーファンタジー遠野
モーリーファンタジー前沢
ＰＡＬＯ久慈
モーリーファンタジー盛岡渋民
モーリーファンタジー盛岡
モーリーファンタジー盛岡南
モーリーファンタジーイオン盛岡南

宮城県 モーリーファンタジー涌谷
モーリーファンタジー塩釜
モーリーファンタジー気仙沼
モーリーファンタジー利府
モーリーファンタジー栗原志波姫
モーリーファンタジー石巻
モーリーファンタジー石巻東
モーリーファンタジー仙台卸町
モーリーファンタジー仙台中山
モーリーファンタジー鈎取
モーリーファンタジー多賀城
モーリーファンタジー古川
モーリーファンタジー富谷
モーリーファンタジー新名取

秋田県 モーリーファンタジー横手
モーリーファンタジー御所野
モーリーファンタジー秋田中央
モーリーファンタジー大館
モーリーファンタジー中仙
モーリーファンタジー大曲
モーリーファンタジー能代

山形県 モーリーファンタジー山形南
モーリーファンタジー山形北
モーリーファンタジー酒田南
モーリーファンタジー天童
モーリーファンタジー東根
モーリーファンタジー三川
モーリーファンタジー米沢

福島県 モーリーファンタジーいわき小名浜
モーリーファンタジーいわき
モーリーファンタジー鏡石
ＰＡＬＯ喜多方
モーリーファンタジー郡山フェスタ
モーリーファンタジー白河西郷
モーリーファンタジー相馬
モーリーファンタジー福島

住所
旭川市パルプ町１条２丁目５０５番地２ ショッピングセンターパルプタウン内1階
旭川市緑町２３－２１６１－３ イオン2階
釧路郡釧路町桂木１－１－７ イオン2階
釧路市昭和中央４－１８－１ イオン2階
江別市幸町３５ イオン3階
札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６－２ 新札幌アークシティｄＵｏ２内2階
札幌市手稲区明日風６丁目１番１号 スーパーセンター1階
札幌市清田区平岡３条５丁目３－１ イオン2階
札幌市西区琴似２条４－２－２ イオン3階
札幌市西区発寒８条１２丁目１－１ イオン3階
札幌市中央区北８条西１４丁目２８番地 イオン2階
札幌市東区東苗穂２条３丁目１番１号 イオン2階
札幌市東区北３１条東１５丁目１－１ イオン3階
札幌市白石区東札幌３条２－１ イオン2階
札幌市北区北３９条西４－１－５ イオン4階
三笠市岡山１０５９－１ スーパーセンター1階
石狩市緑苑台中央１丁目２番 スーパーセンター1階
滝川市東町２丁目２９－１ イオン1階
登別市若山町４－３３－１ イオン2階
苫小牧市糸井１３５－１トライアルＧ棟 トライアル苫小牧店
苫小牧市柳町３－１－２０ イオン2階
函館市湯川町３－１４－５ イオン１・2階
標津郡中標津町南町３番地１０ 東武サウスヒルズ1階
北斗市七重浜４－４４－１ イオン1階
名寄市字徳田８０番地１ イオンＳＣ2階
網走市駒場北５丁目８３番地 駒場ショッピングタウン
つがる市柏稲盛幾世４１ イオン1階
むつ市中央２丁目７番８号 1階
五所川原市大字唐笠柳字藤巻６４１番１ アクロスプラザ五所川原
黒石市富士見１０３番地３ アクロスプラザ黒石
三沢市松園町３－１０－１ ビードルプラザ三沢店1階
十和田市大字相坂字六日町山１６６番１ スーパーセンター1階
上北郡おいらせ町中野平４０－１ イオン2階
南津軽郡藤崎町大字西豊田１－７－１ イオン2階
八戸市田向３丁目５－１ イオン1階
平川市小和森上松岡１９３－１ イオンタウン1階
北津軽郡鶴田町大字鶴田字中泉２４５番地１ 鶴田フットリバーモール店1階
一関市狐禅寺字石ノ瀬１１番１ スーパーセンター1階
一関市山目字泥田８９－１ イオン2階
遠野市新穀町１－１１ とぴあ2階
奥州市前沢区向田２丁目８５ イオン2階
久慈市長内町第３０地割３２－２ 久慈ショッピングセンター1階
盛岡市玉山区渋民字鶴飼２０番地－１ スーパーセンター1階
盛岡市前潟４－７－１ イオン2階
盛岡市津志田西２丁目１７－５０ 盛岡南ショッピングセンターサンサ店1階
盛岡市本宮７－１－１ イオン3階
遠田郡涌谷町字洞ヶ崎５番地 スーパーセンター1階
塩釜市海岸通１５番１００号 イオンタウン2階
気仙沼市赤岩舘下６－１外 イオン2階
宮城郡利府町利府字新屋田前２２ イオン2階
栗原市志波姫新熊谷１１番 スーパーセンター1階
石巻市茜平４－１０４番地 イオン2階
石巻市流留字七勺１番１ スーパーセンター1階
仙台市若林区卸町1-1 イオンスタイル3階
仙台市泉区南中山１－３５－４０ イオン3階
仙台市太白区鈎取本町1-21-1 イオンスーパーセンター1階
多賀城市町前４－１－１ イオン3階
大崎市古川旭二丁目２－１ イオン2階
富谷市大清水１ー３３－１ イオン1階
名取市杜せきのした５丁目３番地の１ イオン3階
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横手市安田字向田１４７ イオン2階
秋田市御所野地蔵田１－１－１ イオン3階
秋田市楢山川口境５－１１ イオン3階
大館市大田面２３８ スーパーセンター1階
大仙市北長野字袴田１８８ イオン1階
大仙市和合字坪立１７７番地 イオン2階
能代市柳町１１－１ イオン3階
山形市若宮３－７－８ イオン2階
山形市馬見ケ崎２－１２－１９ イオン2階
酒田市あきほ町１２０－１ イオン1階
天童市芳賀タウン北４-１－１ イオン2階
東根市さくらんぼ駅前３丁目７番１５号 イオン2階
東田川郡三川町大字猪子字和田庫１２８－１ イオン2階
米沢市春日２－１３－４ イオン2階
いわき市小名浜字辰巳町７９ イオンスタイル4階
いわき市平字三倉６８－１ イオン3階
岩瀬郡鏡石町桜岡３７５－９ スーパーセンター1階
喜多方市字押切南２－４２－１ 1階
郡山市日和田町字小原１ イオン1階
西白河郡西郷村大字小田倉字岩下１１－１ イオン2階
相馬市馬場野字雨田５１ イオン2階
福島市南矢野目字西荒田５０番地の１７ イオン3階

フェイスクッショ

チャンネルがーどまんプライズ 取扱い店舗

ボイスマスコット

※7/3（金）～
展開開始
※景品はなくなり次第終了となります。お早目にご来店ください。

店舗名
茨城県 モーリーファンタジーつくば
モーリーファンタジー佐原東
モーリーファンタジー下妻
モーリーファンタジー古河
モーリーファンタジー高萩
モーリーファンタジー水戸内原
モーリーファンタジー土浦
モーリーファンタジー東海

栃木県 モーリーファンタジーさくら
ＰＡＬＯ石橋
モーリーファンタジー佐野新都市
モーリーファンタジー小山
モーリーファンタジー真岡
ＰＡＬＯ足利
モーリーファンタジー那須塩原
モーリーファンタジー今市

群馬県 モーリーファンタジーミスターマックス伊勢崎
モーリーファンタジー倉賀野
モーリーファンタジー高崎
モーリーファンタジーガーデン前橋
モーリーファンタジー太田

埼玉県 モーリーファンタジー与野
モーリーファンタジー大宮
モーリーファンタジー浦和美園
モーリーファンタジー大井
ＰＡＬＯ埼玉大井
モーリーファンタジー羽生
モーリーファンタジーレイクタウン
モーリーファンタジーせんげん台
モーリーファンタジー狭山
ＰＡＬＯ熊谷
モーリーファンタジー北戸田
モーリーファンタジー上里
モーリーファンタジー春日部
モーリーファンタジー川口前川
モーリーファンタジー入間
モーリーファンタジー本庄中央
モーリーファンタジービバモール東松山

千葉県 モーリーファンタジー千葉ニュータウン
モーリーファンタジー鎌ヶ谷
モーリーファンタジー館山
モーリーファンタジーユーカリが丘
ＰＡＬＯ市川
モーリーファンタジー市川妙典
モーリーファンタジー津田沼
モーリーファンタジー東習志野
モーリーファンタジー成田
モーリーファンタジー幕張新都心
モーリーファンタジーあすみが丘
モーリーファンタジー鎌取
モーリーファンタジーおゆみ野
モーリーファンタジー船橋
モーリーファンタジー長浦
モーリーファンタジー銚子
モーリーファンタジー柏
ＰＡＬＯ柏
モーリーファンタジー八街
モーリーファンタジー八千代緑が丘
モーリーファンタジー木更津
モーリーファンタジーノア

東京都 ＮＯＳＩＣＡ葛西
モーリーファンタジー島忠ホームズ葛西
モーリーファンタジー南砂
モーリーファンタジー小平
モーリーファンタジー日の出
ＰＡＬＯ聖蹟桜ヶ丘
モーリーファンタジー東久留米
モーリーファンタジークルネ
モーリーファンタジー多摩平の森
モーリーファンタジー板橋
モーリーファンタジー品川シーサイド
モーリーファンタジーむさし村山

住所
つくば市稲岡６６－１ イオン3階
稲敷市西代１４９５ パルナ2階
下妻市堀籠９７２－１ イオン2階
古河市旭町１－２－１７ イオン2階
高萩市安良川２３１ イオン2階
水戸市内原２丁目１番地 イオン3階
土浦市上高津３６７番 イオン3階
那珂郡東海村舟石川駅東四丁目１番１号 イオン2階
さくら市桜野１５５１ ザ ビッグ1階
下野市下古山３３６２－１ ヨークタウン
佐野市高萩町１３２４－１ イオン2階
小山市中久喜１４６７－１ イオン2階
真岡市台町２６６８ ザ ビッグ1階
足利市朝倉町２－２１－１６ ヨークタウン1階
那須塩原市島方４５５ イオンタウン1階
日光市豊田字若林７９－１ イオン2階
伊勢崎市宮子町３５５６番地１ ミスターマックス1階
高崎市倉賀野町４６９１－１ ミスターマックス1階
高崎市棟高町１４００番地 イオン3階
前橋市小屋原町４７２－１ ガーデン前橋1階
太田市石原町８１番地 イオン2階
さいたま市中央区本町西５丁目２－９ イオン3階
さいたま市北区櫛引町２－５７４－１ イオン3階
さいたま市緑区美園五丁目５０番地１ イオンモール3階
ふじみ野市ふじみ野１－２－１ イオン3階
ふじみ野市西鶴ケ岡１丁目３番１５号 ビバモール埼玉大井ショッピングセンター2階
羽生市川崎２丁目２８１番地３ イオン3階
越谷市レイクタウン３丁目１番地１ イオンレイクタウンｍｏｒｉ3階
越谷市千間台西３－２－１２ イオン3階
狭山市上奥富１１２６－１ イオン2階
熊谷市本石２－１３５ イオン3階
戸田市美女木東１－３－１ イオン2階
児玉郡上里町大字金久保字蓮山３５９番１ イオンタウン2階
春日部市下柳４２０－１ イオン3階
川口市前川１丁目１番１１号 イオン3階
入間市上藤沢４６２－１ イオン2階
本庄市中央２丁目４番６０号 ビバモール本庄中央2階
東松山市神明町2丁目11番6号 ビバモール東松山2階
印西市中央北３丁目１番１ イオン3階
鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷２丁目７番１号 イオン2階
館山市八幡５４５－１ イオン1階
佐倉市西ユーカリが丘６－１２－３ イオンタウン3階
市川市鬼高１－１－１ ニッケコルトンプラザ2階
市川市妙典５－３－１ イオン3階
習志野市津田沼１丁目２３番１号 イオン3階
習志野市東習志野６丁目７－８ イオンタウン1階
成田市ウイング土屋２４番地 イオン2階
千葉市美浜区豊砂１－５ イオンモール（ファミリーモール）2階
千葉市緑区あすみが丘７丁目１番 あすみが丘ブランニューモール2階
千葉市緑区おゆみ野３丁目１６－１ イオン3階
千葉市緑区おゆみ野南５丁目３７－１ イオンタウン2階
船橋市山手１丁目１番地８号 イオン3階
袖ヶ浦市長浦駅前１－７ イオン2階
銚子市三崎町２丁目２６６０－１ イオン2階
柏市豊町２丁目５番２５号 イオン2階
柏市豊町２丁目５番２５号 イオン3階
八街市文違３０１ イオン1階
八千代市緑が丘２丁目１－３ イオン4階
木更津市築地１－４ イオン2階
野田市中根３６－１ イオン1階
江戸川区西葛西３－９－１９ イオン3階
江戸川区東葛西９－３－６ ホームズ葛西1階
江東区南砂６－７－１５ イオン3階
小平市小川東町２－１２－１ イオンフードスタイル2階
西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木２３７番３ イオン3階
多摩市関戸４－７２ 聖蹟桜ヶ丘オーパ店6階
東久留米市南沢５丁目１７ イオンモール3階
東久留米市野火止１丁目３−３ クルネ1階
日野市多摩平２丁目４番１ イオンモール3階
板橋区徳丸２丁目６番地１ イオン3階
品川区東品川４丁目１２－５ イオン2階
武蔵村山市榎１丁目１番３号 イオン3階
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フェイスクッショ

チャンネルがーどまんプライズ 取扱い店舗

ボイスマスコット

※7/3（金）～
展開開始
※景品はなくなり次第終了となります。お早目にご来店ください。

店舗名
神奈川県 モーリーファンタジー久里浜
モーリーファンタジー金沢八景
モーリーファンタジーサクラス戸塚
モーリーファンタジー東戸塚
モーリーファンタジー港南台
モーリーファンタジー横浜新吉田
モーリーファンタジー三ツ境
モーリーファンタジー本牧
モーリーファンタジー港北
モーリーファンタジー湘南茅ヶ崎
モーリーファンタジー茅ヶ崎中央
モーリーファンタジー座間
モーリーファンタジー秦野
モーリーファンタジー川崎小田栄
モーリーファンタジー向ヶ丘
モーリーファンタジー相模原小山
モーリーファンタジーイオン相模原
モーリーファンタジー大和鶴間
モーリーファンタジー大和

新潟県 モーリーファンタジー県央
ＰＡＬＯ十日町
モーリーファンタジー十日町
モーリーファンタジー小千谷
モーリーファンタジー上越
モーリーファンタジー・ｆ新潟南
モーリーファンタジー新潟南
モーリーファンタジー新潟青山
モーリーファンタジー新潟東
モーリーファンタジー新発田
モーリーファンタジー六日町

富山県 モーリーファンタジー高岡南
モーリーファンタジー高岡
モーリーファンタジー小杉
モーリーファンタジーとなみ

石川県 モーリーファンタジーかほく
モーリーファンタジー杜の里
モーリーファンタジー新小松
モーリーファンタジー・ｆ御経塚

福井県 ＰＡＬＯ武生
モーリーファンタジー鯖江
モーリーファンタジー福井

山梨県 モーリーファンタジー甲府昭和
モーリーファンタジー石和
モーリーファンタジービバモール甲斐敷島

長野県 モーリーファンタジー南松本
モーリーファンタジー松本
モーリーファンタジー上田
ＰＡＬＯ諏訪
モーリーファンタジー中野
モーリーファンタジー飯田アップルロード

岐阜県 モーリーファンタジー各務原
モーリーファンタジー関
モーリーファンタジー岐阜
モーリーファンタジー・ｆ岐阜
モーリーファンタジー多治見
モーリーファンタジー大垣

静岡県 モーリーファンタジー御殿場
モーリーファンタジー焼津
モーリーファンタジー裾野
モーリーファンタジー清水
モーリーファンタジー袋井
モーリーファンタジー浜松志都呂
モーリーファンタジー浜松西
モーリーファンタジー浜松市野
モーリーファンタジー富士宮
モーリーファンタジー・ｆ富士南

住所
横須賀市久里浜５丁目１３－１ イオン2階
横浜市金沢区泥亀１－２７－１ イオン2階
横浜市戸塚区戸塚町4253-1 サクラス戸塚2階
横浜市戸塚区品濃町５３５－１ イオン4階
横浜市港南区港南台３－１－２ イオンフードスタイル4階
横浜市港北区新吉田東八丁目４９番１号 イオン2階
横浜市瀬谷区三ツ境７－１ ダイエー2階
横浜市中区本牧原７－１ イオン5階
横浜市都筑区中川中央１－３１－１－５０８３ モザイクモール5階
茅ヶ崎市茅ヶ崎２－７－７１ イオンスタイル3階
茅ヶ崎市茅ケ崎３丁目５番１６号 イオン3階
座間市広野台２丁目１０−４ イオンモール3階
秦野市入船町１２－１ イオン2階
川崎市川崎区小田栄２－３－１ コーナン川崎小田栄2階
川崎市多摩区登戸２７８９ ダイエー3階
相模原市中央区小山３－３７－１ 相模原小山モール2階
相模原市南区古淵２－１０－１ イオンＳＣ3階
大和市下鶴間一丁目２番１号 イオン3階
大和市渋谷六丁目６番地１ イオン3階
燕市井土巻３－６５ イオン2階
十日町市旭町１６１ リオン・ドール十日町店1階
十日町市字川端丑７８４－１ イオン1階
小千谷市大字平沢新田字荒田３３９ イオン2階
上越市富岡３４５８番地 アコーレ2階
新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号 イオンモール2階
新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号 イオンモール3階
新潟市西区青山２－５－１ イオン2階
新潟市東区大形本町３－１－２ イオン3階
新発田市住吉町５丁目１１番５号 イオン2階
南魚沼市余川３１００ イオン2階
高岡市下伏間江３８３ イオン2階
高岡市江尻３３１－１ イオン1階
射水市三ヶ２６０２ アル・プラザ小杉2階
砺波市中神１丁目１７４番地 イオンモール2階
かほく市内日角地内タ２５番 イオン2階
金沢市もりの里１丁目７０番地 イオン2階
小松市清六町315番地 イオンモール3階
野々市市御経塚２丁目９１番地 イオン1階
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越前市横市町２８－１４－１ エスカモール武生楽市店2階
鯖江市下河端１６字下町１６－１ アル・プラザ鯖江2階
福井市松城町１２－７ パリオＣＩＴＹ2階
山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１５０５－１ イオン3階
笛吹市石和町駅前１６－１ イオン1階
甲斐市中下条２０００番地１ ビバモール甲斐敷島2階
松本市双葉５－２０ イオン2階
松本市中央４丁目９－５１ イオンモール3階
上田市常田２－１２－１８ イオン2階
諏訪市沖田町５－１８ ステーションパーク・諏訪1・2階
中野市大字一本木２５２－１ イオン2階
飯田市鼎一色４５６ イオン2階
各務原市那加萱場町３－８ イオンモール3階
関市倉知５１６サンサンシティ・マーゴ イオン1階
岐阜市正木中１－２－１マーサ２１南館 イオン2階
岐阜市正木中１－２－１マーサ２１北館 イオン3階
多治見市西坂町５－３１－１ 多治見インターモール1階
大垣市外野２丁目１００番 イオン2階
御殿場市萩原６３６番地 サンサンプラザ3階
焼津市祢宜島５５５ イオン2階
裾野市佐野１０３９ マックスバリュ ベルシティ裾野店1階
静岡市清水区上原１－６－１６ イオン2階
袋井市上山梨４丁目１番地の１ イオン2階
浜松市西区志都呂町二丁目３７番１号 イオン3階
浜松市西区入野町６２４４－１ イオン3階
浜松市東区天王町字諏訪１９８１－３ イオン2階
富士宮市浅間町１－８ イオンモール2階
富士市鮫島１１８－１０ イオンタウン2階

フェイスクッショ

チャンネルがーどまんプライズ 取扱い店舗

ボイスマスコット

※7/3（金）～
展開開始
※景品はなくなり次第終了となります。お早目にご来店ください。

店舗名
愛知県 モーリーファンタジー三好
モーリーファンタジーメガドンキ大和
モーリーファンタジー木曽川
モーリーファンタジー岡崎南
モーリーファンタジー岡崎
モーリーファンタジー春日井
モーリーファンタジー常滑
モーリーファンタジー瀬戸みずの
モーリーファンタジー扶桑
モーリーファンタジー東浦
モーリーファンタジー長久手
モーリーファンタジー半田
モーリーファンタジー豊橋南
モーリーファンタジー豊川
モーリーファンタジー豊田
モーリーファンタジー名古屋茶屋
モーリーファンタジー名古屋みなと
モーリーファンタジー守山
モーリーファンタジーワンダーシティ
モーリーファンタジーナゴヤドーム前
モーリーファンタジー・ｆ新瑞橋
モーリーファンタジー熱田
モーリーファンタジーメイトピア
モーリーファンタジー名古屋東
モーリーファンタジー大高

三重県 モーリーファンタジー伊賀上野
モーリーファンタジー伊勢ララパーク
モーリーファンタジー東員
ＰＡＬＯ桑名
モーリーファンタジー桑名
モーリーファンタジー四日市泊
モーリーファンタジー四日市尾平
モーリーファンタジー四日市北
モーリーファンタジー阿児
モーリーファンタジー松阪
モーリーファンタジー明和
モーリーファンタジー津城山
モーリーファンタジー津南
ＰＡＬＯ津南
モーリーファンタジー鈴鹿
モーリーファンタジーイオン鈴鹿

滋賀県 モーリーファンタジーイオン近江八幡
モーリーファンタジー草津
モーリーファンタジー大津一里山
モーリーファンタジー大津京
モーリーファンタジー長浜
モーリーファンタジーベイシア彦根

京都府 モーリーファンタジー綾部
モーリーファンタジー久御山
モーリーファンタジー京都五条
モーリーファンタジー洛北阪急スクエア
モーリーファンタジー洛南
モーリーファンタジー京都桂川
モーリーファンタジー桂南
モーリーファンタジー福知山
モーリーファンタジー高の原

大阪府 モーリーファンタジー茨木
モーリーファンタジー・ｆ茨木
モーリーファンタジー貝塚
モーリーファンタジー東岸和田
モーリーファンタジー高槻
モーリーファンタジー堺鉄砲町
モーリーファンタジー堺北花田
モーリーファンタジー四條畷
モーリーファンタジー大日
モーリーファンタジー南千里
モーリーファンタジー吹田
モーリーファンタジーりんくう泉南
モーリーファンタジー金剛
モーリーファンタジー大阪ドームシティ
モーリーファンタジー鶴見緑地
モーリーファンタジー野田阪神
モーリーファンタジー喜連瓜破駅前
モーリーファンタジー長吉
モーリーファンタジーLINKS UMEDA
モーリーファンタジー東大阪
モーリーファンタジー金剛東
モーリーファンタジー和泉府中

住所
みよし市三好町青木９１番地 イオン2階
一宮市大和町毛受字一本松１９番地 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ一宮大和2階
一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池２５－１ イオン2階
岡崎市戸崎町字ばら山１－１ イオン3階
岡崎市上六名町字宮前１ ショッピングセンターコムタウン1階
春日井市柏井町４－１７ イオン4階
常滑市りんくう町２丁目２０番３ イオンスタイル2階
瀬戸市みずの坂２丁目２５３番地 イオン2階
丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚５－１ イオン2階
知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２ イオン1階
長久手市長久手中央土地区画整理事業地５、１０、１１街区 イオンモール3階
半田市有楽町８－７ イオン2階
豊橋市野依町字落合１－１２ イオン2階
豊川市開運通り２－３１ イオン2階
豊田市広路町１－１ イオンスタイル3階
名古屋市港区西茶屋２丁目１１ イオン3階
名古屋市港区品川町２－１－６ イオン3階
名古屋市守山区笹ヶ根３－１２２８ イオン2階
名古屋市西区二方町４０ イオン3階
名古屋市東区矢田南４丁目１０２番地の３ イオン3階
名古屋市南区菊住１丁目７－１０ イオンモール3階
名古屋市熱田区六野一丁目２番１１号 イオン2階
名古屋市名東区高間町５０１－１ イオン2階
名古屋市名東区猪子石原２－１７０１ イオン1階
名古屋市緑区南大高２丁目４５０番地 イオン3階
伊賀市上野茅町２５１９ イオン2階
伊勢市小木町曽祢５３８ イオンタウン伊勢ララパーク2階
員弁郡東員町長深字築田５１０番地１ イオン3階
桑名市新西方１丁目２２番地 イオン2階
桑名市新西方１丁目２２番地 イオン3階
四日市市泊小柳町4-5 イオンタウン2階
四日市市尾平町字天王川原１８０５ イオン3階
四日市市富州原町２－４０ イオン2階
志摩市阿児町鵜方３２１５ イオン2階
松阪市船江町１３９２－２７ マーム3階
多気郡明和町中村長波賀１２２３番地 イオン2階
津市久居小野辺町１１３０－７ イオンタウン2階
津市高茶屋小森町145番地 イオンモール3階
津市高茶屋小森町145番地 イオンモール3階
鈴鹿市算所２－５－１ 鈴鹿ハンター2階
鈴鹿市庄野羽山４－１－２ イオン2階
近江八幡市鷹飼町南３丁目７番 イオン3階
草津市新浜町３００ イオン3階
大津市一里山７－１－１ フォレオ大津一里山2階
大津市皇子が丘３－１１－１ イオンスタイル4階
長浜市山階町２７１－１ イオン2階
彦根市馬場２－１－１ ベイシア1階
綾部市綾中町花ノ木３０ バザールタウン綾部2階
久世郡久御山町森南大内１５６－１ イオン2階
京都市右京区西院追分町２５－１ イオン2階
京都市左京区高野西開町36番地 洛北阪急スクエア2階
京都市南区吉祥院御池町３１ イオン2階
京都市南区久世高田町３７６番１ イオン3階
京都市南区久世上久世町４８５ ダイエー2階
福知山市岩井７９－８ イオン2階
木津川市相楽台１－１－１ イオンモール4階
茨木市松ヶ本町８－３０－５ イオンＳＣ3階
茨木市松ヶ本町８－３０－５ イオンＳＣ4階
貝塚市地蔵堂７４－２ イオン2階
岸和田市土生町２－３２－７ イオン2階
高槻市萩之庄３－４７－２ イオン3階
堺市堺区鉄砲町1-1 イオンスタイル3階
堺市北区東浅香山町４－１－１２ イオン2階
四條畷市砂四丁目３番２号 イオンスタイル3階
守口市大日東町１番１８号 イオン2階
吹田市千里山西６－５６－１ イオン4階
吹田市朝日町２－１０１ イオン4階
泉南市りんくう南浜３－１ イオン2階
大阪狭山市半田１－３５－１ イオン3階
大阪市西区千代崎３丁目１３番１ イオン3階
大阪市鶴見区鶴見４丁目１７－１ イオン3階
大阪市福島区海老江１－１－２３ イオン4階
大阪市平野区瓜破２－１－１３ イオン3階
大阪市平野区長吉長原西１－１－１０ イオン4階
大阪市北区大深町１−１ ヨドバシ梅田タワー LINKS UMEDA5階
東大阪市荒本北２丁目３番２２号 イオン1階
富田林市向陽台３－１－１ イオン4階
和泉市肥子町２－２－１ イオン4階
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フェイスクッショ

チャンネルがーどまんプライズ 取扱い店舗

ボイスマスコット

※7/3（金）～
展開開始
※景品はなくなり次第終了となります。お早目にご来店ください。

店舗名
兵庫県 モーリーファンタジー竜野
モーリーファンタジー伊丹昆陽
モーリーファンタジー伊丹
モーリーファンタジー・ｆ加西北条
モーリーファンタジー社
モーリーファンタジー高砂
モーリーファンタジー三木青山
モーリーファンタジー三木
モーリーファンタジー山崎
モーリーファンタジー洲本
モーリーファンタジー板宿
モーリーファンタジー名谷
モーリーファンタジージェームス山
モーリーファンタジー舞子
モーリーファンタジー西神中央
モーリーファンタジー長田南
モーリーファンタジー神戸北
モーリーファンタジー藤原台
モーリーファンタジー西宮
モーリーファンタジー猪名川
モーリーファンタジー和田山
モーリーファンタジー南淡路
モーリーファンタジー尼崎
モーリーファンタジー姫路リバーシティ
モーリーファンタジー姫路大津
モーリーファンタジー宝塚中山
モーリーファンタジー明石

奈良県 モーリーファンタジー橿原
モーリーファンタジー桜井
モーリーファンタジー登美ヶ丘
モーリーファンタジー大和郡山
モーリーファンタジー天理

和歌山県 ＰＡＬＯ橋本彩の台
モーリーファンタジー新宮
ＰＡＬＯ田辺
モーリーファンタジー和歌山

鳥取県 ＰＡＬＯ境港
モーリーファンタジー日吉津
ＰＡＬＯ鳥取
モーリーファンタジー鳥取北
モーリーファンタジーホープタウン
モーリーファンタジー米子駅前

島根県 モーリーファンタジー江津
モーリーファンタジー出雲
PALO松江
モーリーファンタジー松江

岡山県 モーリーファンタジー・ｆ岡山
モーリーファンタジー倉敷
モーリーファンタジー水島
モーリーファンタジー津山

広島県 モーリーファンタジー広島府中
モーリーファンタジー広島祇園
モーリーファンタジー・ｆ広島祇園
モーリーファンタジー宇品
モーリーファンタジー三原

山口県 モーリーファンタジー下関
モーリーファンタジー光
ＰＡＬＯ防府

徳島県 ＰＡＬＯ小松島
モーリーファンタジー徳島

香川県 モーリーファンタジー綾川
モーリーファンタジー・ｆ綾川
モーリーファンタジー高松
モーリーファンタジー高松東

愛媛県 モーリーファンタジー今治新都市
モーリーファンタジー南松山
モーリーファンタジー松山
モーリーファンタジー新居浜

高知県 モーリーファンタジー高知

住所
たつの市龍野町堂本字五反田２５０－１ イオン3階
伊丹市池尻４－１－１ イオン3階
伊丹市藤ノ木１－１－１ イオン3階
加西市北条町北条３０８－１ イオン2階
加東市社１１２６－１ イオン2階
高砂市緑丘２丁目１－４０ イオン2階
三木市志染町青山３－９ イオン2階
三木市大村字砂１６３ イオン3階
宍粟市山崎町中井字城下１０ イオン3階
洲本市塩屋１－１－８ イオン2階
神戸市須磨区前池町３－２－１ ダイエー4階
神戸市須磨区中落合２－２－２ ダイエー2階
神戸市垂水区青山台７－７－１ イオン1階
神戸市垂水区舞子台６－２０－１７ ダイエー2階
神戸市西区糀台５－３－４ ダイエー3階
神戸市長田区東尻池新町１番２０号 イオンＳＣ2階
神戸市北区上津台８－１－１ イオン3階
神戸市北区藤原台中町１－２－２ イオン4階
西宮市林田町２－２４ イオン2階
川辺郡猪名川町白金２－１ イオン3階
朝来市和田山町枚田岡７７４ イオン2階
南あわじ市賀集八幡北字東内３７８－１ イオン1階
尼崎市次屋３－１３－１８ イオン2階
姫路市飾磨区細江２５６０番地 イオン2階
姫路市大津区大津町２丁目５番 イオンモール2階
宝塚市売布東の町２１－２２ ダイエー2階
明石市大久保町ゆりのき通り３－３－１ イオン明石3階
橿原市曲川町７－２０－１ イオン2階
桜井市上之庄２７８－１ イオン2階
生駒市鹿畑町３０２７番地 イオンモール奈良登美ヶ丘2階
大和郡山市下三橋町７４１ イオン3階
天理市東井戸堂町３８１ ザ・ビッグエクストラ1階
橋本市あやの台１－５０－２ オー・ストリート彩の台内
新宮市橋本２丁目１４番２３号 イオン2階
田辺市宝来町２４番２６号 グルメシティ田辺店3階
和歌山市中字楠谷５７３番地 イオン3階
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境港市竹内団地８１番地３
西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１ イオン2階
鳥取市天神町１ イオン2階
鳥取市晩稲３４８番地 イオン2階
米子市米原２－１－１ ホープタウン3階
米子市末広町３１１ イオン3階
江津市嘉久志町２３０６番地３０ ゆめタウン2階
出雲市渡橋町１０６６ イオンモール3階
松江市東朝日町１５１ イオンＳＣ3階
松江市東朝日町１５１ イオンＳＣ3階
岡山市北区下石井１丁目２番１号 イオンモール4階
倉敷市水江１番地 イオン1階
倉敷市水島高砂町３番１１号 マックスバリュ1階
津山市河辺１０００－１ イオン2階
安芸郡府中町大須２－１－１ イオン3階
広島市安佐南区祇園３丁目２－１ イオン3階
広島市安佐南区祇園３丁目２－１ イオンＳＣ3階
広島市南区宇品東６－１－１５ イオン2階
三原市城町２－１３－１ イオン2階
下関市竹崎町４－４－７ シーモール4階
光市浅江字木園１７５６－１ イオン2階
防府市中央町１－３ イオン3階
小松島市小松島町字領田２０番地 小松島ショッピングプラザ ルピア1階
徳島市南末広４番１号 イオンモール4階
綾歌郡綾川町萱原８２２－１ イオン3階
綾歌郡綾川町萱原８２２－１ イオンＳＣ3階
高松市香西本町１－１ イオン3階
高松市福岡町３－８－５ イオン3階
今治市にぎわい広場１番地１ イオンモール2階
松山市朝生田町５丁目１番２５号 ジョー・プラ2階
松山市天山１丁目１３番５号 イオン3階
新居浜市前田町８番８号 イオン2階
高知市秦南町１丁目４－８ イオン2階
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延岡市旭町２－２－１ イオン2階
宮崎市新別府町江口８６２－１ イオン2階
宮崎市大淀４－７－３０ イオン3階
都城市栄町４６７２－５ イオン2階
都城市早鈴町１９９０番地 イオンＳＣ2階
日向市日知屋字古田町６１－１ イオン2階

●
●

●
●

姶良市西餅田２６４－１ イオン3階
鹿児島市鴨池２－２６－３０ イオン2階
鹿児島市東開町７ イオンモール3階
霧島市隼人町見次１２２９ イオン2階

●

●

●

●

うるま市前原幸崎原３０３番地 イオン2階
浦添市城間４－７－１ 浦添ショッピングセンター3階
糸満市字兼城４００番地 サンプラザいとまん店1階
中頭郡北谷町字美浜８－３ イオン2階
中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業区画内４街区 イオンライカム4階
島尻郡南風原町字宮平２６４ イオン2階
那覇市金城５－１０－２ イオン3階
名護市字名護見取川原４４７２ イオン1階

●

●

●

●

店舗名
福岡県 モーリーファンタジー大木
モーリーファンタジー福岡空港
モーリーファンタジー福岡
モーリーファンタジー大牟田
モーリーファンタジー大野城
モーリーファンタジー筑後
モーリーファンタジー筑紫野
モーリーファンタジーなかま
モーリーファンタジー直方
モーリーファンタジー田川
モーリーファンタジー飯塚
モーリーファンタジーマリナタウン
モーリーファンタジー福岡伊都
モーリーファンタジー笹丘
モーリーファンタジー香椎浜
モーリーファンタジー福津
モーリーファンタジー若松
モーリーファンタジー八幡東

佐賀県 モーリーファンタジー佐賀大和
モーリーファンタジー佐賀
モーリーファンタジー唐津

長崎県 モーリーファンタジー壱岐
モーリーファンタジー大塔
モーリーファンタジー時津
モーリーファンタジー大村
モーリーファンタジー長崎
モーリーファンタジーチトセピア
モーリーファンタジー東長崎
モーリーファンタジー有家

熊本県 モーリーファンタジー田崎
モーリーファンタジー熊本中央
モーリーファンタジーあらおシティモール
モーリーファンタジー熊本
モーリーファンタジー天草
モーリーファンタジー八代

大分県 モーリーファンタジーパークプレイス大分
モーリーファンタジー三光
モーリーファンタジー日田
モーリーファンタジー挾間

宮崎県 モーリーファンタジー延岡
モーリーファンタジー宮崎
モーリーファンタジー南宮崎
モーリーファンタジー都城駅前
モーリーファンタジー都城
モーリーファンタジー日向

鹿児島県 モーリーファンタジー姶良
モーリーファンタジー鹿児島鴨池
モーリーファンタジー鹿児島
モーリーファンタジー隼人国分

沖縄県 モーリーファンタジー具志川
モーリーファンタジー浦添
モーリーファンタジー糸満
モーリーファンタジー北谷
モーリーファンタジーライカム
モーリーファンタジー南風原
モーリーファンタジー那覇
モーリーファンタジー名護

住所
三潴郡大木町蛭池１２００番地 スーパーセンター1階
糟屋郡志免町別府２－１７－２０ スーパーセンタートライアル福岡空港店1階
糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２－１ イオン2階
大牟田市岬町３－４ イオンモール2階
大野城市錦町４－１－１ イオン3階
筑後市大字上北島字井原口１２５９－１ トライアル筑後店1階
筑紫野市立明寺４３４－１ イオン3階
中間市上蓮花寺１丁目１番１号 イオン1階
直方市湯野原２丁目１番１号 イオン2階
田川市大字伊田４６１６ トライアル田川店1階
飯塚市大字徳前１－４ トライアル飯塚店1階
福岡市西区豊浜３－１－１０ イオン2階
福岡市西区北原１丁目２番１号 イオンモール3階
福岡市中央区笹丘１－２８－７４ イオンB1階
福岡市東区香椎浜３－１２－１ イオンモール2階
福津市日蒔野６－１６－１ イオン2階
北九州市若松区二島１－３－１ イオン2階
北九州市八幡東区東田３丁目２－１０２ イオン3階
佐賀市大和町大字尼寺３５３５番地 イオンモール2階
佐賀市東与賀町大字下古賀字一本杉８７番地１ イオン1階
唐津市鏡字立神４６７１ イオン2階
壱岐市芦辺町箱崎中山触字干拓２６０４－２ イオン2階
佐世保市大塔町１４－２ イオン3階
西彼杵郡時津町浜田郷７５１－５ イオン2階
大村市幸町２５－２００ イオン2階
長崎市新地町３－１７ イオン5階
長崎市千歳町５番１号 イオン3階
長崎市田中町１０２７－８ イオン2階
南島原市有家町山川１３５－１ イオン1階
熊本市西区田崎町字下寄３８０番地 イオンタウン田崎1階
熊本市中央区大江４－２－１ イオン2階
荒尾市緑ヶ丘１－１－１ あらおシティモール2階
上益城郡嘉島町上島字長池２２３２ イオン2階
天草市亀場町食場後山下７４０ イオン2階
八代市沖町六番割３９８７－３ イオン2階
大分市公園通り西２丁目－１ イオン2階
中津市三光佐知１０３２ イオン2階
日田市南元町１４－２２ イオン2階
由布市挾間町北方７７番地 イオン2階

