
地域 店舗名 郵便番号 住所

オンライン モーリーオンライン 「モーリーオンライン」で検索！

モーリーファンタジー札幌麻生店 001-0039 北海道札幌市北区北３９条西４－１－５イオン札幌麻生店４階

モーリーファンタジー東札幌店 003-0003 北海道札幌市白石区東札幌３条２－１イオン東札幌店２階

モーリーファンタジー新さっぽろ店 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目6-2　

モーリーファンタジー札幌平岡店 004-0873 北海道札幌市清田区平岡３条５丁目３－１イオン札幌平岡店２階

モーリーファンタジー手稲山口店 006-0861 北海道札幌市手稲区明日風６丁目１番１号ＳｕＣ手稲山口店１階

モーリーファンタジー札幌苗穂店 007-0802 北海道札幌市東区東苗穂２条３丁目１番１号イオン札幌苗穂店２階

モーリーファンタジー湯川店 042-0932 北海道函館市湯川町３－１４－５イオン湯川店１・２階

モーリーファンタジー上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜４－４４－１イオン上磯店１階

モーリーファンタジー苫小牧店 053-0053 北海道苫小牧市柳町３－１－２０イオン苫小牧店２階

ＰＡＬＯ苫小牧 053-0814 北海道苫小牧市糸井１３５－１トライアルＧ棟

モーリーファンタジー登別店 059-0026 北海道登別市若山町４－３３－１イオン登別店２階

モーリーファンタジー札幌桑園店 060-0008 北海道札幌市中央区北８条西１４丁目２８番地イオン札幌桑園店２階

モーリーファンタジー石狩緑苑台店 061-3230 北海道石狩市緑苑台中央１丁目２番ＳｕＣ石狩緑苑台店１階

モーリーファンタジー札幌発寒店 063-0828 北海道札幌市西区発寒８条１２丁目１－１イオン札幌発寒店３階

モーリーファンタジー札幌元町店 065-0031 北海道札幌市東区北３１条東１５丁目１－１イオン札幌元町店３階

モーリーファンタジー三笠店 068-2165 北海道三笠市岡山１０５９－１ＳｕＣ三笠店１階

モーリーファンタジー江別店 069-0812 北海道江別市幸町３５イオン江別店３階

モーリーファンタジー旭川パルプ店 070-0011 北海道旭川市パルプ町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

モーリーファンタジー旭川西店 070-0823 北海道旭川市緑町２３－２１６１－３イオン旭川西店２階

ＰＡＬＯ滝川 073-0024 北海道滝川市東町２丁目２９－１

モーリーファンタジー釧路昭和店 084-0910 北海道釧路市昭和中央４－１８－１イオン釧路昭和店２階

モーリーファンタジー中標津店 086-1146 北海道標津郡中標津町南町３番地１０東武サウスヒルズ中標津店１階

ＰＡＬＯ釧路 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木１－１－７

ＰＡＬＯ網走 093-0033 北海道網走市駒場北５丁目８３番地

モーリーファンタジー名寄店 096-0071 北海道名寄市字徳田８０番地１イオンＳＣ名寄店２階

モーリーファンタジー八戸田向店 031-0011 青森県八戸市大字田向字毘沙門平２７－１イオン八戸田向店１階

モーリーファンタジー三沢店 033-0037 青森県三沢市松園町３－１０－１ビードルプラザ三沢店１階

モーリーファンタジー十和田店 034-0041 青森県十和田市大字相坂字六日町山１６６番１ＳｕＣ十和田店１階

ＰＡＬＯむつ 035-0073 青森県むつ市中央２丁目７番８号

モーリーファンタジー平賀店 036-0111 青森県平川市小和森上松岡１９３－１イオンタウン平賀店１階

ＰＡＬＯ黒石 036-0515 青森県黒石市富士見１０３番地３

ＰＡＬＯ五所川原 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻６４１番１

モーリーファンタジーつがる柏店 038-3107 青森県つがる市柏稲盛幾世４１イオンつがる柏店１階

モーリーファンタジー鶴田店 038-3503 青森県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鶴田店１階

モーリーファンタジー・PALO・モーリーオンライン限定！

『映画すみっコぐらし 2段収納BOX』 導入店一覧

※導入のタイミングは店舗によって異なります。
※景品は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

北海道

東北



モーリーファンタジー藤崎店 038-3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田１－７－１イオン藤崎店２階

モーリーファンタジー下田店 039-2112 青森県上北郡おいらせ町中野平４０－１イオン下田店２階

モーリーファンタジー盛岡店 020-0148 岩手県盛岡市前潟４－７－１イオン盛岡店２階

モーリーファンタジー盛岡南店 020-0836 岩手県盛岡市津志田西２丁目１７－５０盛岡南ショッピングセンターサンサ店盛岡南店１階

モーリーファンタジーイオン盛岡南店 020-0866 岩手県盛岡市本宮７－１－１イオンイオン盛岡南店３階

モーリーファンタジー一関店 021-0055 岩手県一関市山目字泥田８９－１イオン一関店２階

ＰＡＬＯ久慈 028-0041 岩手県久慈市長内町第３０地割３２－２

モーリーファンタジー遠野店 028-0522 岩手県遠野市新穀町１－１１とぴあ遠野店２階

モーリーファンタジー盛岡渋民店 028-4132 岩手県盛岡市玉山区渋民字鶴飼２０番地－１ＳｕＣ盛岡渋民店１階

モーリーファンタジースーパーセンター一関店029-0131 岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬１１番１ＳｕＣスーパーセンター一関店１階

モーリーファンタジー前沢店 029-4204 岩手県奥州市前沢区向田２丁目８５イオン前沢店２階

モーリーファンタジー利府店 981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前２２イオン利府店２階

モーリーファンタジー新名取店 981-1294 宮城県名取市杜せきのした５丁目３番地の１イオン新名取店３階

モーリーファンタジー仙台中山店 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山１－３５－４０イオン仙台中山店３階

モーリーファンタジー富谷店 981-3329 宮城県黒川郡富谷町大清水１ー３３－１イオン富谷店１階

モーリーファンタジー塩釜店 985-0002 宮城県塩釜市海岸通１５番１００号イオンタウン塩釜店２階

モーリーファンタジー多賀城店 985-0845 宮城県多賀城市町前４－１－１イオン多賀城店３階

モーリーファンタジー石巻店 986-0866 宮城県石巻市茜平４－１０４番地イオン石巻店２階

モーリーファンタジー石巻東店 986-2103 宮城県石巻市流留字七勺１番１ＳｕＣ石巻東店１階

モーリーファンタジー涌谷店 987-0121 宮城県遠田郡涌谷町字洞ヶ崎５番地ＳｕＣ涌谷店１階

モーリーファンタジー気仙沼店 988-0101 宮城県気仙沼市赤岩舘下６－１外イオン気仙沼店２階

モーリーファンタジー栗原志波姫店 989-5612 宮城県栗原市志波姫新熊谷１１番ＳｕＣ栗原志波姫店１階

モーリーファンタジー古川店 989-6117 宮城県大崎市古川旭二丁目２－１イオン古川店２階

モーリーファンタジー秋田中央店 010-0029 秋田県秋田市楢山川口境５－１１イオン秋田中央店３階

モーリーファンタジー御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１イオン御所野店３階

モーリーファンタジー横手店 013-0043 秋田県横手市安田字向田１４７イオン横手店２階

モーリーファンタジー大曲店 014-0033 秋田県大仙市和合字坪立１７７番地イオン大曲店２階

モーリーファンタジー中仙店 014-0203 秋田県大仙市北長野字袴田１８８イオン中仙店１階

モーリーファンタジー能代店 016-0825 秋田県能代市柳町１１－１イオン能代店３階

モーリーファンタジー大館店 017-0041 秋田県大館市大田面２３８ＳｕＣ大館店１階

モーリーファンタジー山形北店 990-0810 山形県山形市馬見ケ崎２－１２－１９イオン山形北店２階

モーリーファンタジー山形南店 990-2453 山形県山形市若宮３－７－８イオン山形南店２階

モーリーファンタジー米沢店 992-0044 山形県米沢市春日２－１３－４イオン米沢店２階

モーリーファンタジー天童店 994-0067 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内３４街区イオン天童店２階

モーリーファンタジー三川店 997-1316 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２階

モーリーファンタジー酒田南店 998-0828 山形県酒田市あきほ町１２０－１イオン酒田南店１階

モーリーファンタジー東根店 999-3720 山形県東根市さくらんぼ駅前３丁目７番１５号イオン東根店２階

モーリーファンタジー福島店 960-0112 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３階

モーリーファンタジー白河西郷店 961-8061 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２階

モーリーファンタジー郡山フェスタ店 963-0534 福島県郡山市日和田町字小原１イオン郡山フェスタ店１階

東北



ＰＡＬＯ喜多方 966-0096 福島県喜多方市字押切南２－４２－１

モーリーファンタジー鏡石店 969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町桜岡３７５－９ＳｕＣ鏡石店１階

モーリーファンタジーいわき店 970-8026 福島県いわき市平字三倉６８－１イオンいわき店３階

モーリーファンタジー相馬店 976-0036 福島県相馬市馬場野字雨田５１イオン相馬店２階

モーリーファンタジー佐原東店 300-0726 茨城県稲敷市西代１４９５パルナ佐原東店２階

モーリーファンタジー土浦店 300-0811 茨城県土浦市上高津３６７番イオン土浦店３階

モーリーファンタジー下妻店 304-0033 茨城県下妻市堀籠９７２－１イオン下妻店２階

モーリーファンタジーつくば店 305-0071 茨城県つくば市稲岡６６－１イオンつくば店３階

モーリーファンタジー古河店 306-0012 茨城県古河市旭町１－２－１７イオン古河店２階

モーリーファンタジー高萩店 318-0021 茨城県高萩市安良川２３１イオン高萩店２階

モーリーファンタジー水戸内原店 319-0317 茨城県水戸市内原２丁目１番地イオン水戸内原店３階

モーリーファンタジー東海店 319-1111 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東四丁目１番１号イオン東海店２階

モーリーファンタジー今市店 321-2493 栃木県日光市豊田字若林７９－１イオン今市店２階

モーリーファンタジー真岡店 321-4306 栃木県真岡市台町２６６８ザビッグ真岡店１階

モーリーファンタジー小山店 323-0806 栃木県小山市中久喜１４６７－１イオン小山店２階

モーリーファンタジー佐野新都市店 327-0821 栃木県佐野市高萩町１３２４－１イオン佐野新都市店２階

ＰＡＬＯ石橋 329-0502 栃木県下野市下古山３３６２－１

モーリーファンタジーさくら店 329-1312 栃木県さくら市桜野１５５１ザビッグさくら店１階

モーリーファンタジー那須塩原店 329-3152 栃木県那須塩原市島方４５５イオンタウン那須塩原店１階

モーリーファンタジー倉賀野店 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町４６９１－１ミスターマックス倉賀野店１階

モーリーファンタジー高崎店 370-3521 群馬県高崎市棟高町１４００番地イオン高崎店３階

モーリーファンタジーミスターマックス伊勢崎店372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町３５５６番地１ミスターマックス伊勢崎店１階

モーリーファンタジー太田店 373-0808 群馬県太田市石原町８１番地イオン太田店２階

モーリーファンタジーガーデン前橋店 379-2121 群馬県前橋市小屋原町４７２－１ガーデン前橋ガーデン前橋店１階

モーリーファンタジー大宮店 331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－５７４－１イオン大宮店３階

モーリーファンタジー川口前川店 333-0842 埼玉県川口市前川１丁目１番１１号イオン川口前川店３階

モーリーファンタジー北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東１－３－１イオン北戸田店２階

モーリーファンタジー浦和美園店 336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門３７１０イオン浦和美園店３階

モーリーファンタジー与野店 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目２－９イオン与野店３階

モーリーファンタジーせんげん台店 343-0041 埼玉県越谷市千間台西３－２－１２イオンせんげん台店３階

モーリーファンタジーレイクタウン店 343-0826
埼玉県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

ｍｏｒｉレイクタウン店３階

モーリーファンタジー春日部店 344-0122 埼玉県春日部市下柳４２０－１イオン春日部店３階

モーリーファンタジー羽生店 348-0039 埼玉県羽生市川崎２丁目２８１番地３イオン羽生店３階

モーリーファンタジー狭山店 350-1333 埼玉県狭山市上奥富１１２６－１イオン狭山店２階

ＰＡＬＯ埼玉大井 356-0044 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡１丁目３番１５号

モーリーファンタジー大井店 356-0050 埼玉県ふじみ野市ふじみ野１－２－１イオン大井店３階

モーリーファンタジー入間店 358-0013 埼玉県入間市上藤沢４６２－１イオン入間店２階

モーリーファンタジー熊谷店 360-0815 埼玉県熊谷市本石２－１３５イオン熊谷店３階

モーリーファンタジー上里店 369-0301 埼玉県児玉郡上里町大字金久保字蓮山３５９番１イオンタウン上里店２階

モーリーファンタジー幕張新都心店 261-0024
千葉県千葉市美浜区豊砂１－５イオンモール

（ファミリーモール）幕張新都心店２階

東北
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モーリーファンタジー鎌取店 266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野３丁目１６－１イオン鎌取店３階

モーリーファンタジーおゆみ野店 266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南５丁目３７－１イオンタウンおゆみ野店２階

モーリーファンタジーあすみが丘店 267-0066 千葉県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あすみが丘店２階

モーリーファンタジー千葉ニュータウン店 270-1350 千葉県印西市中央北３丁目１番１イオン千葉ニュータウン店３階

ＰＡＬＯ市川 272-0015 千葉県市川市鬼高１－１－１

モーリーファンタジー市川妙典店 272-0111 千葉県市川市妙典５－３－１イオン市川妙典店３階

モーリーファンタジー南行徳店 272-0138 千葉県市川市南行徳２－２０－２５イオン南行徳店２階

モーリーファンタジー船橋店 273-0021 千葉県船橋市山手１丁目１番地８号イオン船橋店３階

モーリーファンタジー鎌ヶ谷店 273-0107 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷２丁目７番１号イオン鎌ヶ谷店２階

モーリーファンタジー東習志野店 275-0001 千葉県習志野市東習志野６丁目７－８イオンタウン東習志野店１階

モーリーファンタジー津田沼店 275-0016 千葉県習志野市津田沼１丁目２３番１号イオン津田沼店３階

モーリーファンタジー八千代緑が丘店 276-0049 千葉県八千代市緑が丘２丁目１－３イオン八千代緑が丘店４階

モーリーファンタジー柏店 277-0854 千葉県柏市豊町２丁目５番２５号イオン柏店２階

モーリーファンタジーノア店 278-0031 千葉県野田市中根３６－１イオンノア店１階

モーリーファンタジーユーカリが丘店 285-0850 千葉県佐倉市西ユーカリが丘６－１２－３イオンタウンユーカリが丘店３階

モーリーファンタジー成田店 286-0021 千葉県成田市ウイング土屋２４番地イオン成田店２階

モーリーファンタジー銚子店 288-0815 千葉県銚子市三崎町２丁目２６６０－１イオン銚子店２階

モーリーファンタジー八街店 289-1104 千葉県八街市文違３０１イオン八街店１階

モーリーファンタジー木更津店 292-0835 千葉県木更津市築地１－４イオン木更津店２階

モーリーファンタジー館山店 294-0047 千葉県館山市八幡５４５－１イオン館山店１階

モーリーファンタジー長浦店 299-0246 千葉県袖ヶ浦市長浦駅前１－７イオン長浦店２階

モーリーファンタジー島忠ホームズ葛西店 134-0084 東京都江戸川区東葛西９－３－６ホームズ葛西島忠ホームズ葛西店１階

モーリーファンタジー葛西店 134-0088 東京都江戸川区西葛西３－９－１９イオン葛西店３階

モーリーファンタジー南砂店 136-0076 東京都江東区南砂６－７－１５イオン南砂店３階

モーリーファンタジー品川シーサイド店 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－５イオン品川シーサイド店２階

モーリーファンタジー板橋店 175-0083 東京都板橋区徳丸２丁目６番地１イオン板橋店３階

モーリーファンタジー小平店 187-0031 東京都小平市小川東町２－１２－１ダイエー小平店２階

モーリーファンタジー日の出店 190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木２７３番３イオン日の出店３階

モーリーファンタジー多摩平の森店 191-0062 東京都日野市多摩平２丁目４番１イオンモール多摩平の森店３階

モーリーファンタジー東久留米店 203-0023 東京都東久留米市南沢５丁目１７イオンモール東久留米店３階

ＰＡＬＯ聖蹟桜ヶ丘 206-0011 東京都多摩市関戸４－７２

モーリーファンタジーむさし村山店 208-0022 東京都武蔵村山市榎１丁目１番３号イオンむさし村山店３階

モーリーファンタジー川崎小田栄店 210-0843 神奈川県川崎市川崎区小田栄２－３－１コーナン川崎小田栄店２階

モーリーファンタジー向ヶ丘店 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２７８９ダイエー向ヶ丘店３階

モーリーファンタジー横浜新吉田店 223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東八丁目４９番１号イオン横浜新吉田店２階

モーリーファンタジー港北店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３１－１－５０８３モザイクモール港北店５階

モーリーファンタジールララ港北店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央２－２－１ルララ港北店ルララ港北店４階

モーリーファンタジー本牧店 231-0821 神奈川県横浜市中区本牧原７－１イオン本牧店５階

モーリーファンタジー港南台店 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台３－１－２ダイエー港南台店４階

モーリーファンタジー金沢八景店 236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀１－２７－１イオン金沢八景店２階
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モーリーファンタジー久里浜店 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜５丁目１３－１イオン久里浜店２階

モーリーファンタジー大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間一丁目２番１号イオン大和鶴間店３階

モーリーファンタジー大和店 242－0015 神奈川県大和市下和田字上ノ原１２１６－１イオン大和店３階

モーリーファンタジー東戸塚店 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３５－１イオン東戸塚店３階

モーリーファンタジー三ツ境店 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境７－１ダイエー三ツ境店２階

モーリーファンタジー座間店　 252-0012 神奈川県座間市広野台2-10-4イオンモール座間３階

モーリーファンタジー相模原小山店 252-0205 神奈川県相模原市中央区小山３－３７－１相模原小山モール相模原小山店２階

モーリーファンタジーイオン相模原店 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵２－１０－１イオンＳＣイオン相模原店３階

モーリーファンタジー茅ヶ崎中央店 253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ケ崎３丁目５番１６号イオン茅ヶ崎中央店３階

モーリーファンタジー湘南茅ヶ崎店 253-0041 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店３階

モーリーファンタジー秦野店 257-0041 神奈川県秦野市入船町１２－１イオン秦野店２階

モーリーファンタジー上越店 943-0187 新潟県上越市富岡３４５８番地アコーレ２階アコーレ上越店２階

モーリーファンタジー小千谷店 947-0042 新潟県小千谷市大字平沢新田字荒田３３９イオン小千谷店２階

モーリーファンタジー十日町店 948-0056 新潟県十日町市字川端丑７８４－１イオン十日町店１階

ＰＡＬＯ十日町 948-0082 新潟県十日町市旭町１６１

モーリーファンタジー六日町店 949-6632 新潟県南魚沼市余川３１００イオン六日町店２階

モーリーファンタジー新潟南店 950-0145 新潟県新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号イオンモール新潟南店３階

モーリーファンタジー・ｆ新潟南店 950-0145 新潟県新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号イオンモール新潟南店２階

モーリーファンタジー新潟青山店 950-2002 新潟県新潟市西区青山２－５－１イオン新潟青山店２階

モーリーファンタジー新潟東店 950-8678 新潟県新潟市東区大形本町３－１－２イオン新潟東店３階

モーリーファンタジー新発田店 957-0061 新潟県新発田市住吉町５丁目１１番５号イオン新発田店２階

モーリーファンタジー県央店 959-1232 新潟県燕市井土巻３－６５イオン県央店２階

モーリーファンタジー高岡店 933-0062 富山県高岡市江尻３３１－１イオン高岡店１階

モーリーファンタジー高岡南店 933-0813 富山県高岡市下伏間江３８３イオン高岡南店２階

モーリーファンタジー小杉店 939-0341 富山県射水市三ヶ２６０２アル・プラザ小杉小杉店２階

モーリーファンタジーとなみ店 939-1343 富山県砺波市中神土地区画整理事業地内３１街区１イオンモールとなみ店２階

モーリーファンタジー杜の里店 920-1184 石川県金沢市もりの里１丁目７０番地イオン杜の里店２階

モーリーファンタジー・ｆ御経塚店 921-8801 石川県野々市市御経塚２丁目９１番地イオン御経塚店１階

モーリーファンタジー新小松店 923-8565 石川県小松市沖周辺土地区画整理事業区域内20街区 イオンモール新小松店 3F

モーリーファンタジーかほく店 929-1198 石川県かほく市内日角地内タ２５番イオンかほく店２階

モーリーファンタジー福井店 910-0852 福井県福井市松城町１２－７パリオＣＩＴＹ福井店２階

ＰＡＬＯ武生 915-0094 福井県越前市横市町２８－１４－１

モーリーファンタジー鯖江店 916-0038 福井県鯖江市下河端１６字下町１６－１アル・プラザ鯖江店２階

モーリーファンタジー石和店 406-0028 山梨県笛吹市石和町駅前１６－１イオン石和店３階

モーリーファンタジー甲府昭和店 409-3852 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３階

モーリーファンタジー中野店 383-0012 長野県中野市大字一本木２５２－１イオン中野店２階

モーリーファンタジー上田店 386-0018 長野県上田市常田２－１２－１８イオン上田店２階

モーリーファンタジー松本店 390-0811 長野県松本市中央4丁目9-51イオンモール松本３階

モーリーファンタジー南松本店 390-0833 長野県松本市双葉５－２０イオン南松本店２階

ＰＡＬＯ諏訪 392-0013 長野県諏訪市沖田町５－１８
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モーリーファンタジー飯田アップルロード店395-0805 長野県飯田市鼎一色４５６イオン飯田アップルロード店２階

モーリーファンタジー関店 501-3936 岐阜県関市倉知５１６サンサンシティ・マーゴイオン関店１階

モーリーファンタジー・ｆ岐阜店 502-0857 岐阜県岐阜市正木中１－２－１マーサ２１北館３Ｆイオン岐阜店３階

モーリーファンタジー岐阜店 502-0857 岐阜県岐阜市正木中１－２－１マーサ２１南館２Ｆイオン岐阜店２階

モーリーファンタジー大垣店 503-0933 岐阜県大垣市外野２丁目１００番イオン大垣店２階

モーリーファンタジー各務原店 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町３－８イオンモール各務原店３階

モーリーファンタジー多治見店 507-0051 岐阜県多治見市西坂町５－３１－１多治見インターモール多治見店１階

モーリーファンタジー裾野店 410-1118 静岡県裾野市佐野１０３９マックスバリュベルシティ裾野店１階

モーリーファンタジー御殿場店 412-0042 静岡県御殿場市萩原６３６番地サンサンプラザ御殿場店３階

モーリーファンタジー・ｆ富士南店 416-0934 静岡県富士市鮫島１１８－１０イオンタウン富士南店２階

モーリーファンタジー富士宮店 418-0032 静岡県富士宮市浅間町１－８イオンモール富士宮店２階

モーリーファンタジー清水店 424-0871 静岡県静岡市清水区上原１－６－１６イオン清水店２階

モーリーファンタジー焼津店 425-0045 静岡県焼津市祢宜島５５５イオン焼津店２階

モーリーファンタジー浜松西店 432-8061 静岡県浜松市西区入野町６２４４－１イオン浜松西店３階

モーリーファンタジー浜松志都呂店 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂町二丁目３７番１号イオン浜松志都呂店３階

モーリーファンタジー浜松市野店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪１９８１－３イオン浜松市野店２階

モーリーファンタジー袋井店 437-0125 静岡県袋井市上山梨４丁目１番地の１イオン袋井店２階

モーリーファンタジー豊橋南店 441-8124 愛知県豊橋市野依町字落合１－１２イオン豊橋南店２階

モーリーファンタジー豊川店 442-0048 愛知県豊川市開運通り２－３１イオン豊川店２階

モーリーファンタジー岡崎南店 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字ばら山１－１イオン岡崎南店３階

モーリーファンタジー岡崎店 444-0859 愛知県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岡崎店１階

モーリーファンタジーワンダーシティ店 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町４０イオンワンダーシティ店３階

モーリーファンタジー名古屋みなと店 455-0055 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３階

モーリーファンタジー名古屋茶屋店 455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋２丁目１１イオン名古屋茶屋店３階

モーリーファンタジー熱田店 456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野一丁目２番１１号イオン熱田店２階

モーリーファンタジー・ｆ新瑞橋店 457-0012 愛知県名古屋市南区菊住１丁目７－１０イオンモール新瑞橋店３階

モーリーファンタジー大高店 459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高２丁目４５０番地イオン大高店３階

モーリーファンタジーナゴヤドーム前店 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南４丁目１０２番地の３イオンナゴヤドーム前店３階

モーリーファンタジー上飯田店 462-0864 愛知県名古屋市北区織部町１イオン上飯田店３階

モーリーファンタジー守山店 463-0812 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根３－１２２８イオン守山店２階

モーリーファンタジー名古屋東店 465-0008 愛知県名古屋市名東区猪子石原２－１７０１イオン名古屋東店１階

モーリーファンタジー三好店 470-0224 愛知県みよし市三好町青木９１番地イオン三好店２階

モーリーファンタジー東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２イオン東浦店１階

モーリーファンタジー豊田店 471-0864 愛知県豊田市広路町1-1イオンスタイル３階

モーリーファンタジー半田店 475-0837 愛知県半田市有楽町８－７イオン半田店２階

モーリーファンタジー常滑店 479-0882 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店２階

モーリーファンタジー扶桑店 480-0105 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２階

モーリーファンタジー長久手店 480-1100 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地５、１０、１１街区イオンモール長久手店3階

モーリーファンタジー春日井店 486-0927 愛知県春日井市柏井町４－１７イオン春日井店４階

モーリーファンタジー瀬戸みずの店 489-0909 愛知県瀬戸市みずの坂２丁目２５３番地イオン瀬戸みずの店２階
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モーリーファンタジーピアゴ大和店 491-0932 愛知県一宮市大和町毛受字一本松１９番地ピアゴ大和店ピアゴ大和店２階

モーリーファンタジー木曽川店 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池２５－１イオン木曽川店２階

モーリーファンタジー東員店 511-0255 三重県員弁郡東員町長深字築田５１０番地１イオン東員店３階

モーリーファンタジー桑名店 511-0863 三重県桑名市新西方１丁目２２番地イオン桑名店３階

ＰＡＬＯ桑名 511-0863 三重県桑名市新西方１丁目２２番地イオン桑名店２階

モーリーファンタジー四日市尾平店 512-0921 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３階

モーリーファンタジーイオン鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２イオンイオン鈴鹿店２階

モーリーファンタジー津城山店 514-1112 三重県津市久居小野辺町１１３０－７イオンタウン津城山店２階

モーリーファンタジー明和店 515-0348 三重県多気郡明和町中村長波賀１２２３番地イオン明和店２階

モーリーファンタジー松阪店 515-0812 三重県松阪市船江町１３９２－２７マーム松阪店３階

モーリーファンタジー伊勢ララパーク店 516-0007 三重県伊勢市小木町曽祢５３８イオンタウン伊勢ララパーク伊店２階

モーリーファンタジー阿児店 517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方３２１５イオン阿児店２階

モーリーファンタジー伊賀上野店 518-0838 三重県伊賀市上野茅町２５１９イオン伊賀上野店２階

モーリーファンタジー西大津店 520-0025 滋賀県大津市皇子が丘３－１１－１イオン西大津店４階

モーリーファンタジー大津一里山店 520-2153 滋賀県大津市一里山７－１－１フォレオ大津一里山店２階

モーリーファンタジーイオン近江八幡店 523-0898 滋賀県近江八幡市鷹飼町南３丁目７番イオンイオン近江八幡店３階

モーリーファンタジー草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町３００イオン草津店３階

モーリーファンタジー長浜店 526-0847 滋賀県長浜市山階町２７１－１イオン長浜店２階

モーリーファンタジー京都桂川店 601-8211 京都府京都市南区久世高田町３７６番１イオン京都桂川店３階

モーリーファンタジー桂南店 601-8212 京都府京都市南区久世上久世町４８５ダイエー桂南店２階

モーリーファンタジー洛南店 601-8327 京都府京都市南区吉祥院御池町３１イオン洛南店２階

モーリーファンタジー久御山店 613-0024 京都府久世郡久御山町森南大内１５６－１イオン久御山店２階

モーリーファンタジー京都五条店 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町２５－１イオン京都五条店２階

モーリーファンタジー高の原店 619-0223 京都府木津川市相楽台１－１－１イオンＳＣ高の原店４階

モーリーファンタジー福知山店 620-0922 京都府福知山市岩井７９－８イオン福知山店２階

モーリーファンタジー綾部店 623-0013 京都府綾部市綾中町花ノ木３０バザールタウン綾部店２階

モーリーファンタジー鶴見緑地店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目１７－１イオン鶴見緑地店３階

モーリーファンタジー長吉店 547-0015 大阪府大阪市平野区長吉長原西１－１－１０イオン長吉店４階

モーリーファンタジー喜連瓜破駅前店 547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破２－１－１３イオン喜連瓜破駅前店３階

モーリーファンタジー大阪ドームシティ店 550-0023 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３階

モーリーファンタジー野田阪神店 553-0001 大阪府大阪市福島区海老江１－１－２３イオン野田阪神店４階

モーリーファンタジー吹田店 564-0027 大阪府吹田市朝日町２－１０１イオン吹田店４階

モーリーファンタジー南千里店 565-0851 大阪府吹田市千里山西６－５６－１イオン南千里店４階

モーリーファンタジー茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町８－３０－６イオンＳＣ茨木店３階

モーリーファンタジー・ｆ茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町８－３０－５イオンＳＣ茨木店４階

モーリーファンタジー高槻店 569-8567 大阪府高槻市萩之庄３－４７－２イオン高槻店３階

モーリーファンタジー大日店 570-0016 大阪府守口市大日東町１番１８号イオン大日店２階

モーリーファンタジー四條畷店 575-0001 大阪府四條畷市砂四丁目３番２号イオンスタイル四條畷店３階

モーリーファンタジー東大阪店 577-0011 大阪府東大阪市荒本北２丁目３番２２号イオン東大阪店１階

モーリーファンタジー金剛東店 584-0082 大阪府富田林市向陽台３－１－１イオン金剛東店４階
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モーリーファンタジー金剛店 589-0011 大阪府大阪狭山市半田１－３５－１イオン金剛店３階

モーリーファンタジーりんくう泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜３－１イオンりんくう泉南店２階

モーリーファンタジー堺鉄砲町店 590-0905 大阪府堺市堺区鉄砲町１番地イオンスタイル堺鉄砲町店３階

モーリーファンタジー堺北花田店 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町４－１－１２イオン堺北花田店２階

モーリーファンタジーおおとり店 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町７－７３３おおとりウィングスおおとり店２階

モーリーファンタジー和泉府中店 594-0076 大阪府和泉市肥子町２－２－１イオン和泉府中店４階

モーリーファンタジー東岸和田店 596-0825 大阪府岸和田市土生町２－３２－７イオン東岸和田店２階

モーリーファンタジー貝塚店 597-0053 大阪府貝塚市地蔵堂７４－２イオン貝塚店２階

モーリーファンタジー藤原台店 651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町１－２－２イオン藤原台店４階

モーリーファンタジー神戸北店 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台８－１－１イオン神戸北店３階

モーリーファンタジー長田南店 653-0023 兵庫県神戸市長田区東尻池新町１番２０号イオンＳＣ長田南店２階

モーリーファンタジー板宿店 654-0011 兵庫県神戸市須磨区前池町３－２－１ダイエー板宿店４階

モーリーファンタジー名谷店 654-0154 兵庫県神戸市須磨区中落合２－２－２ダイエー名谷店３階

モーリーファンタジージェームス山店 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台７－７－１イオンジェームス山店１階

モーリーファンタジー洲本店 656-0021 兵庫県洲本市塩屋１－１－８イオン洲本店２階

モーリーファンタジー南淡路店 656-0511 兵庫県南あわじ市賀集八幡北字東内３７８－１イオン南淡路店１階

モーリーファンタジー尼崎店 661－0965 兵庫県尼崎市次屋３－１３－１８イオン尼崎店２階

モーリーファンタジー西宮店 663-8014 兵庫県西宮市林田町２－２４イオン西宮店２階

モーリーファンタジー伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻４－１－１イオン伊丹昆陽店３階

モーリーファンタジー伊丹店 664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木１－１－１イオン伊丹店３階

モーリーファンタジー宝塚中山店 665-0867 兵庫県宝塚市売布東の町２１－２２ダイエー宝塚中山店２階

モーリーファンタジー猪名川店 666-0257 兵庫県川辺郡猪名川町白金２－１イオン猪名川店３階

モーリーファンタジー姫路大津店 671-1146 兵庫県姫路市大津区大津町２丁目５番イオンモール姫路大津店２階

モーリーファンタジー山崎店 671-2545 兵庫県宍粟市山崎町中井字城下１０イオン山崎店３階

モーリーファンタジー姫路リバーシティ店 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江２５６０番地イオン姫路リバーシティ店２階

モーリーファンタジー三木店 673-0404 兵庫県三木市大村字砂１６３イオン三木店３階

ポップンパーク三木青山店 673-0521 兵庫県三木市志染町青山３－９イオン三木青山店２階

モーリーファンタジー社店 673-1431 兵庫県加東市社１１２６－１イオン社店２階

モーリーファンタジー明石店 674-0068
兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り３－３－１イオン明石

３番街明石店３階

モーリーファンタジー・f加西北条店 675-2312 兵庫県加西市北条町北条３０８－１イオン加西北条店２階

モーリーファンタジー高砂店 676-0019 兵庫県高砂市緑丘２丁目１－４０イオン高砂店２階

モーリーファンタジー竜野店 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本字五反田２５０－１イオン竜野店３階

モーリーファンタジー登美ヶ丘店 630-0115 奈良県生駒市鹿畑町３０２７番地イオンモール登美ヶ丘店２階

モーリーファンタジー天理店 632-0074 奈良県天理市東井戸堂町３８１ザ・ビッグエクストラ天理店１階

モーリーファンタジー桜井店 633-0061 奈良県桜井市上之庄２７８－１イオン桜井店２階

モーリーファンタジー橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町７－２０－１イオン橿原店２階

モーリーファンタジー大和郡山店 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋７４１イオン大和郡山店３階

モーリーファンタジー和歌山店 640-8451 和歌山県和歌山市中字楠谷５７３番地イオン和歌山店３階

ＰＡＬＯ田辺 646-0026 和歌山県田辺市宝来町２４番２６号

モーリーファンタジー新宮店 647-0052 和歌山県新宮市橋本２丁目１４番２３号イオン新宮店２階
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ＰＡＬＯ橋本彩の台 648-0019 和歌山県橋本市あやの台１－５０－２

ＰＡＬＯ鳥取店 680-0847 鳥取県鳥取市天神町１イオン鳥取店２階

モーリーファンタジー鳥取北店 680-0904 鳥取県鳥取市晩稲３４８番地イオン鳥取北店２階

モーリーファンタジー米子駅前店 683-0043 鳥取県米子市末広町３１１イオン米子駅前店３階

モーリーファンタジーホープタウン店 683-0804 鳥取県米子市米原２－１－１ホープタウンホープタウン店３階

ＰＡＬＯ境港 684-0046 鳥取県境港市竹内団地８１番地３

モーリーファンタジー日吉津店 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１イオン日吉津店２階

モーリーファンタジー・f松江店 690-0001 島根県松江市東朝日町１５１イオンＳＣ松江店３階

モーリーファンタジー出雲店 693-0004 島根県出雲市渡橋町１０６６イオンモール出雲店３階

モーリーファンタジー江津店 695-0016 島根県江津市嘉久志町２３０６番地３０ショッピングタウングリーンモール江津店２階

モーリーファンタジー・ｆ岡山店 700-0907 岡山県岡山市北区下石井１丁目２番１号イオンモール岡山店４階

モーリーファンタジー津山店 708-0842 岡山県津山市河辺１０００－１イオン津山店２階

モーリーファンタジー倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江１番地イオン倉敷店１階

モーリーファンタジー水島店 712-8066 岡山県倉敷市水島高砂町３番１１号マックスバリュ水島店１階

モーリーファンタジー三原店 723-0014 広島県三原市城町２－１３－１イオン三原店２階

モーリーファンタジー広島祇園店 731-0138 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３階

モーリーファンタジー・ｆ広島祇園店 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園３丁目２－１イオンＳＣ広島祇園店３階

モーリーファンタジー宇品店 734-0003 広島県広島市南区宇品東６－１－１５イオン宇品店２階

モーリーファンタジー広島府中店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須２－１－１イオン広島府中店２階

モーリーファンタジー光店 743-0046 山口県光市浅江字木園１７５６－１イオン光店２階

PALO防府店 747-0802 山口県防府市中央町１－３イオン防府店３階

モーリーファンタジー下関店 750-0025 山口県下関市竹崎町４－４－７シーモールエスト下関店４階

モーリーファンタジー徳島店 770-0865 徳島市南末広町4−1イオンスタイル徳島店4階

ＰＡＬＯ小松島 773-0001 徳島県小松島市小松島町字領田２０番地

モーリーファンタジー高松東店 760-0066 香川県高松市福岡町３－８－５イオン高松東店３階

モーリーファンタジー綾川店 761-2304 香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１イオン綾川店３階

モーリーファンタジー・ｆ綾川店 761-2304 香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１イオンＳＣ綾川店３階

モーリーファンタジー高松店 761-8012 香川県高松市香西本町１－１イオン高松店３階

モーリーファンタジー松山店 790-0951 愛媛県松山市天山１丁目１３番５号イオン松山店３階

モーリーファンタジー南松山店 790-0952 愛媛県松山市朝生田町５丁目１番２５号ジョー・プラ南松山店２階

モーリーファンタジー新居浜店 792-0007 愛媛県新居浜市前田町８番８号イオン新居浜店２階

モーリーファンタジー今治新都市店 794-0000 愛媛県今治市にぎわい広場１番地１イオンモール今治新都市店２階

モーリーファンタジー高知店 780-0026 高知県高知市秦南町１丁目４－８イオン高知店２階

モーリーファンタジー八幡東店 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田３丁目２－１０２イオン八幡東店３階

モーリーファンタジー若松店 808-0103 福岡県北九州市若松区二島１－３－１イオン若松店２階

モーリーファンタジーなかま店 809-0013 福岡県中間市上蓮花寺１丁目１番１号イオンなかま店１階

モーリーファンタジー笹丘店 810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘１－２８－７４イオン笹丘店Ｂ１階

モーリーファンタジー福岡空港店 811-2205 福岡県糟屋郡志免町別府２－１７－２０スーパーセンタートライアル福岡空港店１階

モーリーファンタジー福岡店 811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２－１イオン福岡店２階

モーリーファンタジー福津店 811-3208 福岡県福津市日蒔野６－１６－１イオン福津店２階

近畿

中四国

九州



モーリーファンタジー香椎浜店 813-0016 福岡県福岡市東区香椎浜３－１２－１イオンモール香椎浜店２階

モーリーファンタジー大野城店 816-0935 福岡県大野城市錦町４－１－１イオン大野城店３階

モーリーファンタジー筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１イオン筑紫野店３階

モーリーファンタジーマリナタウン店 819-0014 福岡県福岡市西区豊浜３－１－１０イオンマリナタウン店２階

モーリーファンタジー福岡伊都店 819-0379 福岡県福岡市西区北原１丁目２番１号イオンモール福岡伊都店３階

モーリーファンタジー飯塚店 820-0033 福岡県飯塚市大字徳前１－４トライアル飯塚店１階

モーリーファンタジー直方店 822-0008 福岡県直方市湯野原２丁目１番１号イオン直方店２階

モーリーファンタジー大木店 830-0411 福岡県三潴郡大木町蛭池１２００番地ＳｕＣ大木店１階

モーリーファンタジー大牟田店 836-0037 福岡県大牟田市岬町３－４イオン大牟田店２階

モーリーファンタジー佐賀大和店 840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺３５３５番地イオンモール佐賀大和店２階

モーリーファンタジー佐賀店 840-2221 佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀字一本杉８７番地１ＳｕＣ佐賀店１階

モーリーファンタジー唐津店 847-0022 佐賀県唐津市鏡字立神４６７１イオン唐津店２階

モーリーファンタジー壱岐店 811-5463 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触字干拓２６０４－２イオン壱岐店２階

モーリーファンタジー東長崎店 851-0134 長崎県長崎市田中町１０２７－８イオン東長崎店２階

モーリーファンタジー時津店 851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷７５１－５イオン時津店２階

モーリーファンタジー大村店 856-0836 長崎県大村市幸町２５－２００イオン大村店２階

モーリーファンタジー大塔店 857-1161 長崎県佐世保市大塔町１４－２イオン大塔店３階

モーリーファンタジー有家店 859-2202 長崎県南島原市有家町山川１３５－１イオン有家店１階

モーリーファンタジー田崎店 860-0058 熊本県熊本市西区田崎町字下寄３８０番地イオンタウン田崎店１階

モーリーファンタジー熊本店 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町上島字長池２２３２イオン熊本店２階

モーリーファンタジー天草店 863-0046 熊本県天草市亀場町食場後山下７４０イオン天草店２階

モーリーファンタジーあらおシティモール店864-0033 熊本県荒尾市緑ヶ丘１－１－１あらおシティモール店２階

モーリーファンタジー八代店 866-0013 熊本県八代市沖町六番割３９８７－３イオン八代店２階

モーリーファンタジーパークプレイス大分店870-0125 大分県大分市公園通り西２丁目－１イオンパークプレイス大分店２階

モーリーファンタジー日田店 877-0024 大分県日田市南元町１４－２２イオン日田店２階

モーリーファンタジー挾間店 879-5518 大分県由布市挾間町北方７７番地イオン挾間店２階

モーリーファンタジー南宮崎店 880-0902 宮崎県宮崎市大淀４－７－３０イオン南宮崎店３階

モーリーファンタジー宮崎店 880-8577 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１イオン宮崎店２階

モーリーファンタジー延岡店 882-0847 宮崎県延岡市旭町２－２－１イオン延岡店２階

モーリーファンタジー日向店 883-0064 宮崎県日向市日知屋字古田町６１－１イオン日向店２階

モーリーファンタジー都城駅前店 885-0023 宮崎県都城市栄町４６７２－５イオン都城駅前店２階

モーリーファンタジー都城店 885-0055 宮崎県都城市早鈴町１９５０番地イオンＳＣ都城店２階

モーリーファンタジー鹿児島鴨池店店 890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池２－２６－３０イオン鹿児島鴨池店店２階

モーリーファンタジー鹿児島店 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町７イオンモール鹿児島店３階

モーリーファンタジー隼人国分店 899-5117 鹿児島県霧島市隼人町見次１２２９イオン隼人国分店２階

モーリーファンタジー姶良店 899-5421 鹿児島県姶良市西餅田２６４－１イオン姶良店３階

モーリーファンタジー那覇店 901-0155 沖縄県那覇市金城５－１０－２イオン那覇店３階

モーリーファンタジー糸満店 901-0303 沖縄県糸満市字兼城４００番地サンプラザいとまん店糸満店１階

モーリーファンタジー南風原店 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町字宮平２６４イオン南風原店２階

モーリーファンタジー浦添店 901-2133 沖縄県浦添市城間４－７－１浦添ショッピングセンター浦添店３階

九州

沖縄



モーリーファンタジーライカム店 901-2300 沖縄県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店４階

モーリーファンタジー北谷店 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜８－３イオン北谷店２階

モーリーファンタジー具志川店 904-2235 沖縄県うるま市前原幸崎原３０３番地イオン具志川店２階

モーリーファンタジー名護店 905-0012 沖縄県名護市字名護見取川原４４７２イオン名護店１階

地域 店舗名 郵便番号 住所

オンライン モーリーオンライン 「モーリーオンライン」で検索！

モーリーファンタジー札幌平岡店 004-0873 北海道札幌市清田区平岡３条５丁目３－１イオン札幌平岡店２階

モーリーファンタジー手稲山口店 006-0861 北海道札幌市手稲区明日風６丁目１番１号ＳｕＣ手稲山口店１階

モーリーファンタジー札幌苗穂店 007-0802 北海道札幌市東区東苗穂２条３丁目１番１号イオン札幌苗穂店２階

モーリーファンタジー湯川店 042-0932 北海道函館市湯川町３－１４－５イオン湯川店１・２階

モーリーファンタジー上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜４－４４－１イオン上磯店１階

モーリーファンタジー苫小牧店 053-0053 北海道苫小牧市柳町３－１－２０イオン苫小牧店２階

ＰＡＬＯ苫小牧 053-0814 北海道苫小牧市糸井１３５－１トライアルＧ棟

モーリーファンタジー登別店 059-0026 北海道登別市若山町４－３３－１イオン登別店２階

モーリーファンタジー札幌桑園店 060-0008 北海道札幌市中央区北８条西１４丁目２８番地イオン札幌桑園店２階

モーリーファンタジー石狩緑苑台店 061-3230 北海道石狩市緑苑台中央１丁目２番ＳｕＣ石狩緑苑台店１階

モーリーファンタジー札幌発寒店 063-0828 北海道札幌市西区発寒８条１２丁目１－１イオン札幌発寒店３階

モーリーファンタジー札幌元町店 065-0031 北海道札幌市東区北３１条東１５丁目１－１イオン札幌元町店３階

モーリーファンタジー三笠店 068-2165 北海道三笠市岡山１０５９－１ＳｕＣ三笠店１階

モーリーファンタジー江別店 069-0812 北海道江別市幸町３５イオン江別店３階

モーリーファンタジー旭川西店 070-0823 北海道旭川市緑町２３－２１６１－３イオン旭川西店２階

ＰＡＬＯ滝川 073-0024 北海道滝川市東町２丁目２９－１

モーリーファンタジー釧路昭和店 084-0910 北海道釧路市昭和中央４－１８－１イオン釧路昭和店２階

モーリーファンタジー中標津店 086-1146 北海道標津郡中標津町南町３番地１０東武サウスヒルズ中標津店１階

ＰＡＬＯ釧路 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木１－１－７

ＰＡＬＯ網走 093-0033 北海道網走市駒場北５丁目８３番地

モーリーファンタジー名寄店 096-0071 北海道名寄市字徳田８０番地１イオンＳＣ名寄店２階

モーリーファンタジー八戸田向店 031-0011 青森県八戸市大字田向字毘沙門平２７－１イオン八戸田向店１階

モーリーファンタジー三沢店 033-0037 青森県三沢市松園町３－１０－１ビードルプラザ三沢店１階

モーリーファンタジー十和田店 034-0041 青森県十和田市大字相坂字六日町山１６６番１ＳｕＣ十和田店１階

ＰＡＬＯむつ 035-0073 青森県むつ市中央２丁目７番８号

モーリーファンタジー平賀店 036-0111 青森県平川市小和森上松岡１９３－１イオンタウン平賀店１階

ＰＡＬＯ五所川原 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻６４１番１

モーリーファンタジーつがる柏店 038-3107 青森県つがる市柏稲盛幾世４１イオンつがる柏店１階

モーリーファンタジー藤崎店 038-3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田１－７－１イオン藤崎店２階

モーリーファンタジー下田店 039-2112 青森県上北郡おいらせ町中野平４０－１イオン下田店２階

モーリーファンタジー・PALO・モーリーオンライン限定！

『映画すみっコぐらし ダイカットバッグ』 導入店一覧

※導入のタイミングは店舗によって異なります。
※景品は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

北海道

東北

沖縄



モーリーファンタジー盛岡店 020-0148 岩手県盛岡市前潟４－７－１イオン盛岡店２階

モーリーファンタジー盛岡南店 020-0836 岩手県盛岡市津志田西２丁目１７－５０盛岡南ショッピングセンターサンサ店盛岡南店１階

モーリーファンタジーイオン盛岡南店 020-0866 岩手県盛岡市本宮７－１－１イオンイオン盛岡南店３階

モーリーファンタジー一関店 021-0055 岩手県一関市山目字泥田８９－１イオン一関店２階

ＰＡＬＯ久慈 028-0041 岩手県久慈市長内町第３０地割３２－２

モーリーファンタジー盛岡渋民店 028-4132 岩手県盛岡市玉山区渋民字鶴飼２０番地－１ＳｕＣ盛岡渋民店１階

モーリーファンタジースーパーセンター一関店029-0131 岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬１１番１ＳｕＣスーパーセンター一関店１階

モーリーファンタジー前沢店 029-4204 岩手県奥州市前沢区向田２丁目８５イオン前沢店２階

モーリーファンタジー利府店 981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前２２イオン利府店２階

モーリーファンタジー新名取店 981-1294 宮城県名取市杜せきのした５丁目３番地の１イオン新名取店３階

モーリーファンタジー仙台中山店 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山１－３５－４０イオン仙台中山店３階

モーリーファンタジー富谷店 981-3329 宮城県黒川郡富谷町大清水１ー３３－１イオン富谷店１階

モーリーファンタジー多賀城店 985-0845 宮城県多賀城市町前４－１－１イオン多賀城店３階

モーリーファンタジー石巻店 986-0866 宮城県石巻市茜平４－１０４番地イオン石巻店２階

モーリーファンタジー涌谷店 987-0121 宮城県遠田郡涌谷町字洞ヶ崎５番地ＳｕＣ涌谷店１階

モーリーファンタジー気仙沼店 988-0101 宮城県気仙沼市赤岩舘下６－１外イオン気仙沼店２階

モーリーファンタジー栗原志波姫店 989-5612 宮城県栗原市志波姫新熊谷１１番ＳｕＣ栗原志波姫店１階

モーリーファンタジー古川店 989-6117 宮城県大崎市古川旭二丁目２－１イオン古川店２階

モーリーファンタジー秋田中央店 010-0029 秋田県秋田市楢山川口境５－１１イオン秋田中央店３階

モーリーファンタジー御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１イオン御所野店３階

モーリーファンタジー横手店 013-0043 秋田県横手市安田字向田１４７イオン横手店２階

モーリーファンタジー大曲店 014-0033 秋田県大仙市和合字坪立１７７番地イオン大曲店２階

モーリーファンタジー能代店 016-0825 秋田県能代市柳町１１－１イオン能代店３階

モーリーファンタジー大館店 017-0041 秋田県大館市大田面２３８ＳｕＣ大館店１階

モーリーファンタジー山形北店 990-0810 山形県山形市馬見ケ崎２－１２－１９イオン山形北店２階

モーリーファンタジー山形南店 990-2453 山形県山形市若宮３－７－８イオン山形南店２階

モーリーファンタジー米沢店 992-0044 山形県米沢市春日２－１３－４イオン米沢店２階

モーリーファンタジー天童店 994-0067 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内３４街区イオン天童店２階

モーリーファンタジー三川店 997-1316 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２階

モーリーファンタジー酒田南店 998-0828 山形県酒田市あきほ町１２０－１イオン酒田南店１階

モーリーファンタジー東根店 999-3720 山形県東根市さくらんぼ駅前３丁目７番１５号イオン東根店２階

モーリーファンタジー福島店 960-0112 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３階

モーリーファンタジー白河西郷店 961-8061 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２階

モーリーファンタジー郡山フェスタ店 963-0534 福島県郡山市日和田町字小原１イオン郡山フェスタ店１階

ＰＡＬＯ喜多方 966-0096 福島県喜多方市字押切南２－４２－１

モーリーファンタジーいわき店 970-8026 福島県いわき市平字三倉６８－１イオンいわき店３階

モーリーファンタジー相馬店 976-0036 福島県相馬市馬場野字雨田５１イオン相馬店２階

モーリーファンタジー佐原東店 300-0726 茨城県稲敷市西代１４９５パルナ佐原東店２階

モーリーファンタジー土浦店 300-0811 茨城県土浦市上高津３６７番イオン土浦店３階

東北

関東



モーリーファンタジー下妻店 304-0033 茨城県下妻市堀籠９７２－１イオン下妻店２階

モーリーファンタジーつくば店 305-0071 茨城県つくば市稲岡６６－１イオンつくば店３階

モーリーファンタジー古河店 306-0012 茨城県古河市旭町１－２－１７イオン古河店２階

モーリーファンタジー高萩店 318-0021 茨城県高萩市安良川２３１イオン高萩店２階

モーリーファンタジー水戸内原店 319-0317 茨城県水戸市内原２丁目１番地イオン水戸内原店３階

モーリーファンタジー東海店 319-1111 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東四丁目１番１号イオン東海店２階

モーリーファンタジー今市店 321-2493 栃木県日光市豊田字若林７９－１イオン今市店２階

モーリーファンタジー真岡店 321-4306 栃木県真岡市台町２６６８ザビッグ真岡店１階

モーリーファンタジー小山店 323-0806 栃木県小山市中久喜１４６７－１イオン小山店２階

ＰＡＬＯ足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町２－２１－１６ヨークタウン足利店足利店１階

モーリーファンタジー佐野新都市店 327-0821 栃木県佐野市高萩町１３２４－１イオン佐野新都市店２階

モーリーファンタジーさくら店 329-1312 栃木県さくら市桜野１５５１ザビッグさくら店１階

モーリーファンタジー那須塩原店 329-3152 栃木県那須塩原市島方４５５イオンタウン那須塩原店１階

モーリーファンタジー倉賀野店 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町４６９１－１ミスターマックス倉賀野店１階

モーリーファンタジー高崎店 370-3521 群馬県高崎市棟高町１４００番地イオン高崎店３階

モーリーファンタジーミスターマックス伊勢崎店372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町３５５６番地１ミスターマックス伊勢崎店１階

モーリーファンタジー太田店 373-0808 群馬県太田市石原町８１番地イオン太田店２階

モーリーファンタジーガーデン前橋店 379-2121 群馬県前橋市小屋原町４７２－１ガーデン前橋ガーデン前橋店１階

モーリーファンタジー大宮店 331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－５７４－１イオン大宮店３階

モーリーファンタジー川口前川店 333-0842 埼玉県川口市前川１丁目１番１１号イオン川口前川店３階

モーリーファンタジー北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東１－３－１イオン北戸田店２階

モーリーファンタジー浦和美園店 336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門３７１０イオン浦和美園店３階

モーリーファンタジー与野店 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目２－９イオン与野店３階

モーリーファンタジーレイクタウン店 343-0826
埼玉県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

ｍｏｒｉレイクタウン店３階

モーリーファンタジー春日部店 344-0122 埼玉県春日部市下柳４２０－１イオン春日部店３階

モーリーファンタジー羽生店 348-0039 埼玉県羽生市川崎２丁目２８１番地３イオン羽生店３階

モーリーファンタジー狭山店 350-1333 埼玉県狭山市上奥富１１２６－１イオン狭山店２階

ＰＡＬＯ埼玉大井 356-0044 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡１丁目３番１５号

モーリーファンタジー大井店 356-0050 埼玉県ふじみ野市ふじみ野１－２－１イオン大井店３階

モーリーファンタジー入間店 358-0013 埼玉県入間市上藤沢４６２－１イオン入間店２階

モーリーファンタジー熊谷店 360-0815 埼玉県熊谷市本石２－１３５イオン熊谷店３階

モーリーファンタジー上里店 369-0301 埼玉県児玉郡上里町大字金久保字蓮山３５９番１イオンタウン上里店２階

モーリーファンタジー幕張新都心店 261-0024
千葉県千葉市美浜区豊砂１－５イオンモール

（ファミリーモール）幕張新都心店２階

モーリーファンタジー鎌取店 266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野３丁目１６－１イオン鎌取店３階

モーリーファンタジーおゆみ野店 266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南５丁目３７－１イオンタウンおゆみ野店２階

モーリーファンタジー千葉ニュータウン店 270-1350 千葉県印西市中央北３丁目１番１イオン千葉ニュータウン店３階

ＰＡＬＯ市川 272-0015 千葉県市川市鬼高１－１－１

モーリーファンタジー市川妙典店 272-0111 千葉県市川市妙典５－３－１イオン市川妙典店３階

モーリーファンタジー南行徳店 272-0138 千葉県市川市南行徳２－２０－２５イオン南行徳店２階

関東



モーリーファンタジー船橋店 273-0021 千葉県船橋市山手１丁目１番地８号イオン船橋店３階

モーリーファンタジー鎌ヶ谷店 273-0107 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷２丁目７番１号イオン鎌ヶ谷店２階

モーリーファンタジー東習志野店 275-0001 千葉県習志野市東習志野６丁目７－８イオンタウン東習志野店１階

モーリーファンタジー津田沼店 275-0016 千葉県習志野市津田沼１丁目２３番１号イオン津田沼店３階

モーリーファンタジー八千代緑が丘店 276-0049 千葉県八千代市緑が丘２丁目１－３イオン八千代緑が丘店４階

モーリーファンタジー柏店 277-0854 千葉県柏市豊町２丁目５番２５号イオン柏店２階

モーリーファンタジーノア店 278-0031 千葉県野田市中根３６－１イオンノア店１階

モーリーファンタジーユーカリが丘店 285-0850 千葉県佐倉市西ユーカリが丘６－１２－３イオンタウンユーカリが丘店３階

モーリーファンタジー成田店 286-0021 千葉県成田市ウイング土屋２４番地イオン成田店２階

モーリーファンタジー銚子店 288-0815 千葉県銚子市三崎町２丁目２６６０－１イオン銚子店２階

モーリーファンタジー八街店 289-1104 千葉県八街市文違３０１イオン八街店１階

モーリーファンタジー木更津店 292-0835 千葉県木更津市築地１－４イオン木更津店２階

モーリーファンタジー館山店 294-0047 千葉県館山市八幡５４５－１イオン館山店１階

モーリーファンタジー島忠ホームズ葛西店 134-0084 東京都江戸川区東葛西９－３－６ホームズ葛西島忠ホームズ葛西店１階

モーリーファンタジー品川シーサイド店 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－５イオン品川シーサイド店２階

モーリーファンタジー板橋店 175-0083 東京都板橋区徳丸２丁目６番地１イオン板橋店３階

モーリーファンタジー小平店 187-0031 東京都小平市小川東町２－１２－１ダイエー小平店２階

モーリーファンタジー日の出店 190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木２７３番３イオン日の出店３階

モーリーファンタジー多摩平の森店 191-0062 東京都日野市多摩平２丁目４番１イオンモール多摩平の森店３階

モーリーファンタジー東久留米店 203-0023 東京都東久留米市南沢５丁目１７イオンモール東久留米店３階

モーリーファンタジーむさし村山店 208-0022 東京都武蔵村山市榎１丁目１番３号イオンむさし村山店３階

モーリーファンタジー川崎小田栄店 210-0843 神奈川県川崎市川崎区小田栄２－３－１コーナン川崎小田栄店２階

モーリーファンタジー横浜新吉田店 223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東八丁目４９番１号イオン横浜新吉田店２階

モーリーファンタジー港北店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３１－１－５０８３モザイクモール港北店５階

モーリーファンタジー港南台店 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台３－１－２ダイエー港南台店４階

モーリーファンタジー金沢八景店 236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀１－２７－１イオン金沢八景店２階

モーリーファンタジー久里浜店 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜５丁目１３－１イオン久里浜店２階

モーリーファンタジー大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間一丁目２番１号イオン大和鶴間店３階

モーリーファンタジー大和店 242－0015 神奈川県大和市下和田字上ノ原１２１６－１イオン大和店３階

モーリーファンタジー東戸塚店 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３５－１イオン東戸塚店３階

モーリーファンタジー三ツ境店 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境７－１ダイエー三ツ境店２階

モーリーファンタジー座間店　 252-0012 神奈川県座間市広野台2-10-4イオンモール座間３階

モーリーファンタジー相模原小山店 252-0205 神奈川県相模原市中央区小山３－３７－１相模原小山モール相模原小山店２階

モーリーファンタジーイオン相模原店 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵２－１０－１イオンＳＣイオン相模原店３階

モーリーファンタジー茅ヶ崎中央店 253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ケ崎３丁目５番１６号イオン茅ヶ崎中央店３階

モーリーファンタジー秦野店 257-0041 神奈川県秦野市入船町１２－１イオン秦野店２階

モーリーファンタジー上越店 943-0187 新潟県上越市富岡３４５８番地アコーレ２階アコーレ上越店２階

モーリーファンタジー小千谷店 947-0042 新潟県小千谷市大字平沢新田字荒田３３９イオン小千谷店２階

モーリーファンタジー十日町店 948-0056 新潟県十日町市字川端丑７８４－１イオン十日町店１階

北陸東海

関東



ＰＡＬＯ十日町 948-0082 新潟県十日町市旭町１６１

モーリーファンタジー六日町店 949-6632 新潟県南魚沼市余川３１００イオン六日町店２階

モーリーファンタジー新潟南店 950-0145 新潟県新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号イオンモール新潟南店３階

モーリーファンタジー・ｆ新潟南店 950-0145 新潟県新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号イオンモール新潟南店２階

モーリーファンタジー新潟青山店 950-2002 新潟県新潟市西区青山２－５－１イオン新潟青山店２階

モーリーファンタジー新潟東店 950-8678 新潟県新潟市東区大形本町３－１－２イオン新潟東店３階

モーリーファンタジー新発田店 957-0061 新潟県新発田市住吉町５丁目１１番５号イオン新発田店２階

モーリーファンタジー県央店 959-1232 新潟県燕市井土巻３－６５イオン県央店２階

モーリーファンタジー高岡南店 933-0813 富山県高岡市下伏間江３８３イオン高岡南店２階

モーリーファンタジー小杉店 939-0341 富山県射水市三ヶ２６０２アル・プラザ小杉小杉店２階

モーリーファンタジーとなみ店 939-1343 富山県砺波市中神土地区画整理事業地内３１街区１イオンモールとなみ店２階

モーリーファンタジー杜の里店 920-1184 石川県金沢市もりの里１丁目７０番地イオン杜の里店２階

モーリーファンタジー・ｆ御経塚店 921-8801 石川県野々市市御経塚２丁目９１番地イオン御経塚店１階

モーリーファンタジー新小松店 923-8565 石川県小松市沖周辺土地区画整理事業区域内20街区 イオンモール新小松店 3F

モーリーファンタジーかほく店 929-1198 石川県かほく市内日角地内タ２５番イオンかほく店２階

モーリーファンタジー福井店 910-0852 福井県福井市松城町１２－７パリオＣＩＴＹ福井店２階

ＰＡＬＯ武生 915-0094 福井県越前市横市町２８－１４－１

モーリーファンタジー鯖江店 916-0038 福井県鯖江市下河端１６字下町１６－１アル・プラザ鯖江店２階

モーリーファンタジー石和店 406-0028 山梨県笛吹市石和町駅前１６－１イオン石和店３階

モーリーファンタジー甲府昭和店 409-3852 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３階

モーリーファンタジー中野店 383-0012 長野県中野市大字一本木２５２－１イオン中野店２階

モーリーファンタジー上田店 386-0018 長野県上田市常田２－１２－１８イオン上田店２階

モーリーファンタジー松本店 390-0811 長野県松本市中央4丁目9-51イオンモール松本３階

モーリーファンタジー南松本店 390-0833 長野県松本市双葉５－２０イオン南松本店２階

ＰＡＬＯ諏訪 392-0013 長野県諏訪市沖田町５－１８

モーリーファンタジー飯田アップルロード店395-0805 長野県飯田市鼎一色４５６イオン飯田アップルロード店２階

モーリーファンタジー関店 501-3936 岐阜県関市倉知５１６サンサンシティ・マーゴイオン関店１階

モーリーファンタジー・ｆ岐阜店 502-0857 岐阜県岐阜市正木中１－２－１マーサ２１北館３Ｆイオン岐阜店３階

モーリーファンタジー岐阜店 502-0857 岐阜県岐阜市正木中１－２－１マーサ２１南館２Ｆイオン岐阜店２階

モーリーファンタジー大垣店 503-0933 岐阜県大垣市外野２丁目１００番イオン大垣店２階

モーリーファンタジー各務原店 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町３－８イオンモール各務原店３階

モーリーファンタジー裾野店 410-1118 静岡県裾野市佐野１０３９マックスバリュベルシティ裾野店１階

モーリーファンタジー・ｆ富士南店 416-0934 静岡県富士市鮫島１１８－１０イオンタウン富士南店２階

モーリーファンタジー富士宮店 418-0032 静岡県富士宮市浅間町１－８イオンモール富士宮店２階

モーリーファンタジー清水店 424-0871 静岡県静岡市清水区上原１－６－１６イオン清水店２階

モーリーファンタジー焼津店 425-0045 静岡県焼津市祢宜島５５５イオン焼津店２階

モーリーファンタジー浜松西店 432-8061 静岡県浜松市西区入野町６２４４－１イオン浜松西店３階

モーリーファンタジー浜松志都呂店 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂町二丁目３７番１号イオン浜松志都呂店３階

モーリーファンタジー浜松市野店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪１９８１－３イオン浜松市野店２階

北陸東海



モーリーファンタジー袋井店 437-0125 静岡県袋井市上山梨４丁目１番地の１イオン袋井店２階

モーリーファンタジー豊橋南店 441-8124 愛知県豊橋市野依町字落合１－１２イオン豊橋南店２階

モーリーファンタジー豊川店 442-0048 愛知県豊川市開運通り２－３１イオン豊川店２階

モーリーファンタジー岡崎南店 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字ばら山１－１イオン岡崎南店３階

モーリーファンタジーワンダーシティ店 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町４０イオンワンダーシティ店３階

モーリーファンタジー名古屋みなと店 455-0055 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３階

モーリーファンタジー名古屋茶屋店 455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋２丁目１１イオン名古屋茶屋店３階

モーリーファンタジー熱田店 456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野一丁目２番１１号イオン熱田店２階

モーリーファンタジー・ｆ新瑞橋店 457-0012 愛知県名古屋市南区菊住１丁目７－１０イオンモール新瑞橋店３階

モーリーファンタジー大高店 459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高２丁目４５０番地イオン大高店３階

モーリーファンタジーナゴヤドーム前店 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南４丁目１０２番地の３イオンナゴヤドーム前店３階

モーリーファンタジー守山店 463-0812 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根３－１２２８イオン守山店２階

モーリーファンタジー三好店 470-0224 愛知県みよし市三好町青木９１番地イオン三好店２階

モーリーファンタジー東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２イオン東浦店１階

モーリーファンタジー豊田店 471-0864 愛知県豊田市広路町1-1イオンスタイル３階

モーリーファンタジー扶桑店 480-0105 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２階

モーリーファンタジー長久手店 480-1100 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地５、１０、１１街区イオンモール長久手店3階

モーリーファンタジー春日井店 486-0927 愛知県春日井市柏井町４－１７イオン春日井店４階

モーリーファンタジー瀬戸みずの店 489-0909 愛知県瀬戸市みずの坂２丁目２５３番地イオン瀬戸みずの店２階

モーリーファンタジー木曽川店 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池２５－１イオン木曽川店２階

モーリーファンタジー四日市北店 510-8016 三重県四日市市富州原町２－４０イオン四日市北店２階

モーリーファンタジー東員店 511-0255 三重県員弁郡東員町長深字築田５１０番地１イオン東員店３階

モーリーファンタジー桑名店 511-0863 三重県桑名市新西方１丁目２２番地イオン桑名店３階

ＰＡＬＯ桑名 511-0863 三重県桑名市新西方１丁目２２番地イオン桑名店２階

モーリーファンタジー四日市尾平店 512-0921 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３階

モーリーファンタジーイオン鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２イオンイオン鈴鹿店２階

モーリーファンタジー津城山店 514-1112 三重県津市久居小野辺町１１３０－７イオンタウン津城山店２階

モーリーファンタジー明和店 515-0348 三重県多気郡明和町中村長波賀１２２３番地イオン明和店２階

モーリーファンタジー松阪店 515-0812 三重県松阪市船江町１３９２－２７マーム松阪店３階

モーリーファンタジー伊勢ララパーク店 516-0007 三重県伊勢市小木町曽祢５３８イオンタウン伊勢ララパーク伊店２階

モーリーファンタジー阿児店 517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方３２１５イオン阿児店２階

モーリーファンタジー伊賀上野店 518-0838 三重県伊賀市上野茅町２５１９イオン伊賀上野店２階

モーリーファンタジー西大津店 520-0025 滋賀県大津市皇子が丘３－１１－１イオン西大津店４階

モーリーファンタジー大津一里山店 520-2153 滋賀県大津市一里山７－１－１フォレオ大津一里山店２階

モーリーファンタジーイオン近江八幡店 523-0898 滋賀県近江八幡市鷹飼町南３丁目７番イオンイオン近江八幡店３階

モーリーファンタジー草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町３００イオン草津店３階

モーリーファンタジー長浜店 526-0847 滋賀県長浜市山階町２７１－１イオン長浜店２階

モーリーファンタジー京都桂川店 601-8211 京都府京都市南区久世高田町３７６番１イオン京都桂川店３階

モーリーファンタジー洛南店 601-8327 京都府京都市南区吉祥院御池町３１イオン洛南店２階

北陸東海
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モーリーファンタジー久御山店 613-0024 京都府久世郡久御山町森南大内１５６－１イオン久御山店２階

モーリーファンタジー京都五条店 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町２５－１イオン京都五条店２階

モーリーファンタジー高の原店 619-0223 京都府木津川市相楽台１－１－１イオンＳＣ高の原店４階

モーリーファンタジー福知山店 620-0922 京都府福知山市岩井７９－８イオン福知山店２階

モーリーファンタジー鶴見緑地店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目１７－１イオン鶴見緑地店３階

モーリーファンタジー長吉店 547-0015 大阪府大阪市平野区長吉長原西１－１－１０イオン長吉店４階

モーリーファンタジー喜連瓜破駅前店 547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破２－１－１３イオン喜連瓜破駅前店３階

モーリーファンタジー大阪ドームシティ店 550-0023 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３階

モーリーファンタジー野田阪神店 553-0001 大阪府大阪市福島区海老江１－１－２３イオン野田阪神店４階

モーリーファンタジー吹田店 564-0027 大阪府吹田市朝日町２－１０１イオン吹田店４階

モーリーファンタジー茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町８－３０－６イオンＳＣ茨木店３階

モーリーファンタジー・ｆ茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町８－３０－５イオンＳＣ茨木店４階

モーリーファンタジー高槻店 569-8567 大阪府高槻市萩之庄３－４７－２イオン高槻店３階

モーリーファンタジー大日店 570-0016 大阪府守口市大日東町１番１８号イオン大日店２階

モーリーファンタジー四條畷店 575-0001 大阪府四條畷市砂四丁目３番２号イオンスタイル四條畷店３階

モーリーファンタジー東大阪店 577-0011 大阪府東大阪市荒本北２丁目３番２２号イオン東大阪店１階

モーリーファンタジー金剛東店 584-0082 大阪府富田林市向陽台３－１－１イオン金剛東店４階

モーリーファンタジー金剛店 589-0011 大阪府大阪狭山市半田１－３５－１イオン金剛店３階

モーリーファンタジーりんくう泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜３－１イオンりんくう泉南店２階

モーリーファンタジー堺鉄砲町店 590-0905 大阪府堺市堺区鉄砲町１番地イオンスタイル堺鉄砲町店３階

モーリーファンタジー堺北花田店 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町４－１－１２イオン堺北花田店２階

モーリーファンタジー和泉府中店 594-0076 大阪府和泉市肥子町２－２－１イオン和泉府中店４階

モーリーファンタジー東岸和田店 596-0825 大阪府岸和田市土生町２－３２－７イオン東岸和田店２階

モーリーファンタジー貝塚店 597-0053 大阪府貝塚市地蔵堂７４－２イオン貝塚店２階

モーリーファンタジー藤原台店 651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町１－２－２イオン藤原台店４階

モーリーファンタジー神戸北店 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台８－１－１イオン神戸北店３階

モーリーファンタジー長田南店 653-0023 兵庫県神戸市長田区東尻池新町１番２０号イオンＳＣ長田南店２階

モーリーファンタジー名谷店 654-0154 兵庫県神戸市須磨区中落合２－２－２ダイエー名谷店３階

モーリーファンタジージェームス山店 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台７－７－１イオンジェームス山店１階

モーリーファンタジー洲本店 656-0021 兵庫県洲本市塩屋１－１－８イオン洲本店２階

モーリーファンタジー尼崎店 661－0965 兵庫県尼崎市次屋３－１３－１８イオン尼崎店２階

モーリーファンタジー西宮店 663-8014 兵庫県西宮市林田町２－２４イオン西宮店２階

モーリーファンタジー伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻４－１－１イオン伊丹昆陽店３階

モーリーファンタジー伊丹店 664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木１－１－１イオン伊丹店３階

モーリーファンタジー宝塚中山店 665-0867 兵庫県宝塚市売布東の町２１－２２ダイエー宝塚中山店２階

モーリーファンタジー猪名川店 666-0257 兵庫県川辺郡猪名川町白金２－１イオン猪名川店３階

モーリーファンタジー和田山店 669-5215 兵庫県朝来市和田山町枚田岡７７４イオン和田山店２階

モーリーファンタジー姫路大津店 671-1146 兵庫県姫路市大津区大津町２丁目５番イオンモール姫路大津店２階

モーリーファンタジー山崎店 671-2545 兵庫県宍粟市山崎町中井字城下１０イオン山崎店３階

近畿



モーリーファンタジー姫路リバーシティ店 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江２５６０番地イオン姫路リバーシティ店２階

モーリーファンタジー三木店 673-0404 兵庫県三木市大村字砂１６３イオン三木店３階

モーリーファンタジー社店 673-1431 兵庫県加東市社１１２６－１イオン社店２階

モーリーファンタジー明石店 674-0068
兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り３－３－１イオン明石

３番街明石店３階

モーリーファンタジー・f加西北条店 675-2312 兵庫県加西市北条町北条３０８－１イオン加西北条店２階

モーリーファンタジー高砂店 676-0019 兵庫県高砂市緑丘２丁目１－４０イオン高砂店２階

モーリーファンタジー竜野店 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本字五反田２５０－１イオン竜野店３階

モーリーファンタジー天理店 632-0074 奈良県天理市東井戸堂町３８１ザ・ビッグエクストラ天理店１階

モーリーファンタジー桜井店 633-0061 奈良県桜井市上之庄２７８－１イオン桜井店２階

モーリーファンタジー橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町７－２０－１イオン橿原店２階

モーリーファンタジー大和郡山店 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋７４１イオン大和郡山店３階

モーリーファンタジー和歌山店 640-8451 和歌山県和歌山市中字楠谷５７３番地イオン和歌山店３階

モーリーファンタジー新宮店 647-0052 和歌山県新宮市橋本２丁目１４番２３号イオン新宮店２階

ＰＡＬＯ橋本彩の台 648-0019 和歌山県橋本市あやの台１－５０－２

ＰＡＬＯ鳥取店 680-0847 鳥取県鳥取市天神町１イオン鳥取店２階

モーリーファンタジー鳥取北店 680-0904 鳥取県鳥取市晩稲３４８番地イオン鳥取北店２階

モーリーファンタジー米子駅前店 683-0043 鳥取県米子市末広町３１１イオン米子駅前店３階

モーリーファンタジー日吉津店 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１イオン日吉津店２階

モーリーファンタジー・f松江店 690-0001 島根県松江市東朝日町１５１イオンＳＣ松江店３階

モーリーファンタジー出雲店 693-0004 島根県出雲市渡橋町１０６６イオンモール出雲店３階

モーリーファンタジー江津店 695-0016 島根県江津市嘉久志町２３０６番地３０ショッピングタウングリーンモール江津店２階

モーリーファンタジー・ｆ岡山店 700-0907 岡山県岡山市北区下石井１丁目２番１号イオンモール岡山店４階

モーリーファンタジー倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江１番地イオン倉敷店１階

モーリーファンタジー三原店 723-0014 広島県三原市城町２－１３－１イオン三原店２階

モーリーファンタジー広島祇園店 731-0138 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３階

モーリーファンタジー・ｆ広島祇園店 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園３丁目２－１イオンＳＣ広島祇園店３階

モーリーファンタジー宇品店 734-0003 広島県広島市南区宇品東６－１－１５イオン宇品店２階

モーリーファンタジー広島府中店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須２－１－１イオン広島府中店２階

モーリーファンタジー光店 743-0046 山口県光市浅江字木園１７５６－１イオン光店２階

PALO防府店 747-0802 山口県防府市中央町１－３イオン防府店３階

モーリーファンタジー下関店 750-0025 山口県下関市竹崎町４－４－７シーモールエスト下関店４階

モーリーファンタジー徳島店 770-0865 徳島市南末広町4−1イオンスタイル徳島店4階

ＰＡＬＯ小松島 773-0001 徳島県小松島市小松島町字領田２０番地

モーリーファンタジー高松東店 760-0066 香川県高松市福岡町３－８－５イオン高松東店３階

モーリーファンタジー綾川店 761-2304 香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１イオン綾川店３階

モーリーファンタジー・ｆ綾川店 761-2304 香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１イオンＳＣ綾川店３階

モーリーファンタジー高松店 761-8012 香川県高松市香西本町１－１イオン高松店３階

モーリーファンタジー松山店 790-0951 愛媛県松山市天山１丁目１３番５号イオン松山店３階

モーリーファンタジー新居浜店 792-0007 愛媛県新居浜市前田町８番８号イオン新居浜店２階

近畿

中四国



モーリーファンタジー今治新都市店 794-0000 愛媛県今治市にぎわい広場１番地１イオンモール今治新都市店２階

モーリーファンタジー高知店 780-0026 高知県高知市秦南町１丁目４－８イオン高知店２階

モーリーファンタジー八幡東店 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田３丁目２－１０２イオン八幡東店３階

モーリーファンタジー若松店 808-0103 福岡県北九州市若松区二島１－３－１イオン若松店２階

モーリーファンタジーなかま店 809-0013 福岡県中間市上蓮花寺１丁目１番１号イオンなかま店１階

モーリーファンタジー笹丘店 810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘１－２８－７４イオン笹丘店Ｂ１階

モーリーファンタジー福岡店 811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２－１イオン福岡店２階

モーリーファンタジー福津店 811-3208 福岡県福津市日蒔野６－１６－１イオン福津店２階

モーリーファンタジー香椎浜店 813-0016 福岡県福岡市東区香椎浜３－１２－１イオンモール香椎浜店２階

モーリーファンタジー大野城店 816-0935 福岡県大野城市錦町４－１－１イオン大野城店３階

モーリーファンタジー筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１イオン筑紫野店３階

モーリーファンタジーマリナタウン店 819-0014 福岡県福岡市西区豊浜３－１－１０イオンマリナタウン店２階

モーリーファンタジー福岡伊都店 819-0379 福岡県福岡市西区北原１丁目２番１号イオンモール福岡伊都店３階

モーリーファンタジー飯塚店 820-0033 福岡県飯塚市大字徳前１－４トライアル飯塚店１階

モーリーファンタジー直方店 822-0008 福岡県直方市湯野原２丁目１番１号イオン直方店２階

モーリーファンタジー大木店 830-0411 福岡県三潴郡大木町蛭池１２００番地ＳｕＣ大木店１階

モーリーファンタジー大牟田店 836-0037 福岡県大牟田市岬町３－４イオン大牟田店２階

モーリーファンタジー唐津店 847-0022 佐賀県唐津市鏡字立神４６７１イオン唐津店２階

モーリーファンタジー壱岐店 811-5463 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触字干拓２６０４－２イオン壱岐店２階

モーリーファンタジー東長崎店 851-0134 長崎県長崎市田中町１０２７－８イオン東長崎店２階

モーリーファンタジー時津店 851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷７５１－５イオン時津店２階

モーリーファンタジー大村店 856-0836 長崎県大村市幸町２５－２００イオン大村店２階

モーリーファンタジー大塔店 857-1161 長崎県佐世保市大塔町１４－２イオン大塔店３階

モーリーファンタジー有家店 859-2202 長崎県南島原市有家町山川１３５－１イオン有家店１階

モーリーファンタジー熊本店 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町上島字長池２２３２イオン熊本店２階

モーリーファンタジー天草店 863-0046 熊本県天草市亀場町食場後山下７４０イオン天草店２階

モーリーファンタジー八代店 866-0013 熊本県八代市沖町六番割３９８７－３イオン八代店２階

モーリーファンタジーパークプレイス大分店870-0125 大分県大分市公園通り西２丁目－１イオンパークプレイス大分店２階

モーリーファンタジー日田店 877-0024 大分県日田市南元町１４－２２イオン日田店２階

モーリーファンタジー挾間店 879-5518 大分県由布市挾間町北方７７番地イオン挾間店２階

モーリーファンタジー南宮崎店 880-0902 宮崎県宮崎市大淀４－７－３０イオン南宮崎店３階

モーリーファンタジー宮崎店 880-8577 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１イオン宮崎店２階

モーリーファンタジー延岡店 882-0847 宮崎県延岡市旭町２－２－１イオン延岡店２階

モーリーファンタジー日向店 883-0064 宮崎県日向市日知屋字古田町６１－１イオン日向店２階

モーリーファンタジー都城駅前店 885-0023 宮崎県都城市栄町４６７２－５イオン都城駅前店２階

モーリーファンタジー都城店 885-0055 宮崎県都城市早鈴町１９５０番地イオンＳＣ都城店２階

モーリーファンタジー鹿児島鴨池店店 890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池２－２６－３０イオン鹿児島鴨池店店２階

モーリーファンタジー鹿児島店 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町７イオンモール鹿児島店３階

モーリーファンタジー隼人国分店 899-5117 鹿児島県霧島市隼人町見次１２２９イオン隼人国分店２階

中四国
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モーリーファンタジー姶良店 899-5421 鹿児島県姶良市西餅田２６４－１イオン姶良店３階

モーリーファンタジー那覇店 901-0155 沖縄県那覇市金城５－１０－２イオン那覇店３階

モーリーファンタジー南風原店 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町字宮平２６４イオン南風原店２階

モーリーファンタジーライカム店 901-2300 沖縄県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店４階

モーリーファンタジー北谷店 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜８－３イオン北谷店２階

モーリーファンタジー具志川店 904-2235 沖縄県うるま市前原幸崎原３０３番地イオン具志川店２階

モーリーファンタジー名護店 905-0012 沖縄県名護市字名護見取川原４４７２イオン名護店１階

九州

沖縄


