
地域 店舗名 郵便番号 住所

オンライン ネットクレーンモール とるモ ｢とるモ｣で検索!

ｎａｍｃｏサッポロファクトリー店 060-0031 北海道札幌市中央区北1条東4丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館2F

ｎａｍｃｏ札幌エスタ店 060-0005 北海道札幌市中央区北５条西２丁目１番地１　エスタ９階

ｎａｍｃｏイオンモール利府店 981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前２２　イオンモール利府２Ｆ

ｎａｍｃｏヨークタウン市名坂店 981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字中道１００－９

ｎａｍｃｏアリオ仙台泉店 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央一丁目五番地一　アリオ仙台泉店内

ｎａｍｃｏイオンモール富谷店 981-3329 宮城県富谷市大清水１－３３－１　イオンモール富谷店２階

ｎａｍｃｏイオンモール名取店 981-1294 宮城県名取市杜せきのした５－３－１　イオンモール名取２Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール山形南店 990-2453 山形県山形市若宮３－７－８　イオンモール山形南２Ｆ

ナムコランドＳ－ＭＡＬＬ店 997-0031 山形県鶴岡市錦町２－２１　Ｓ－ＭＡＬＬ２階

ｎａｍｃｏイオンタウン大館西店 017-0864 秋田県大館市根下戸新町１８番１２１号　イオンタウン大館西内

ｎａｍｃｏエルムの街ショッピングセンター 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻５１７－１　エルムの街ＳＣ　本棟２階

ｎａｍｃｏイオンタウン郡山店 963-8812 福島県郡山市松木町２－８８　イオンタウン郡山

ｎａｍｃｏ郡山西部プラザ店 963-8022 福島県郡山市西ノ内２丁目１１－３５　西部プラザ内

ｎａｍｃｏイオンモールつくば店 305-0071 茨城県つくば市稲岡６６－１　イオンモールつくば店３Ｆ

ｎａｍｃｏ　ｉｉａｓつくば店 305-0817 茨城県つくば市研究学園５丁目１９番地　ｉｉａｓつくば店２Ｆ２１９０

ｎａｍｃｏ伊勢崎店 372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町３４０２－６

ｎａｍｃｏアカマル店 370-0001 群馬県高崎市中尾町字鳥羽前４４－１　アカマル２Ｆ

ｎａｍｃｏけやきウォーク前橋店 371-0801 群馬県前橋市文京町２－１－１　けやきウォーク前橋２Ｆ

ｎａｍｃｏイオンレイクタウン店 343-0828 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ｍｏｒｉ３Ｆ　３１３３区画

ｎａｍｃｏイオンモール北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東１－３－１　イオンモール北戸田

ｎａｍｃｏコースカベイサイドストアーズ 238-0041 神奈川県横須賀市本町２－１－１２　コースカベイサイドストアーズ５Ｆ

ｎａｍｃｏトレッサ横浜店 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町７００番地　トレッサ横浜３Ｆ

ｎａｍｃｏＷＡＯこどもの国店 227-0038 神奈川県横浜市青葉区奈良１－２－１　三和ショッピングセンター内

ｎａｍｃｏ横浜ワールドポーターズ店 231-0001 神奈川県横浜市中区新港二丁目２番１号　横浜ワールドポーターズ５Ｆ

ｎａｍｃｏ都筑店 224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町８４６－１

ｎａｍｃｏイオンモール座間店 252-0012 神奈川県座間市広野台２丁目１０－４　イオンモール座間店３Ｆ

ｎａｍｃｏラゾーナ川崎店 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１　ＬＡＺＯＮＡ川崎プラザ４階

イオン新百合ヶ丘ファミリーパーク 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－１９　イオン新百合ヶ丘店４Ｆ

ｎａｍｃｏイオン相模原店 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵２丁目１０番１

ｎａｍｃｏシェラトントーキョーベイ店 279-0031 千葉県浦安市舞浜１－９

イオンタウンユーカリが丘ゲームコーナー 285-0850 千葉県佐倉市西ユーカリが丘６丁目１２番地の３

Ｍｏｒｉｓｉａ　Ａｍｕｓｅ　Ｐａｒｋ 275-0026 千葉県習志野市谷津１－１６－１　モリシア津田沼２Ｆ

ｎａｍｃｏ松戸店 271-0092 千葉県松戸市松戸１２３０番地１　ピアザ松戸１Ｆ

ｎａｍｃｏテラスモール松戸店 270-0023 千葉県松戸市八ヶ崎２－８－１　テラスモール松戸店３Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール幕張新都心店 261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂１－１　イオンモール幕張新都心　グランドモール３階

ナムコランドおゆみ野店 266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央２－３－１　ミスターマックスおゆみ野ＳＣ内

ｎａｍｃｏイオンモール船橋店 273-0045 千葉県船橋市山手１丁目１番８号

ｎａｍｃｏイオンモール八千代緑が丘店 276-0049 千葉県八千代市緑ヶ丘２－１－３　イオンモール八千代緑ヶ丘４Ｆ

ｎａｍｃｏ流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店 270-0139 千葉県流山市おおたかの森南一丁目５番地の１　流山おおたかの森Ｓ・Ｃ　３Ｆ

ナムコ限定！

『すみっコぐらし おめかしフリルパンツぬいぐるみ』導入店舗一覧

※導入のタイミングは店舗によって異なります。

※景品・キャンペーン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

関東



ｎａｍｃｏヴィーナスフォート店 135-0064 東京都江東区青海１－３－１５　ヴィーナスフォート２Ｆ

ザ・ビッグ昭島アミューズパーク 196-0024 東京都昭島市宮沢町５００－１　ザ・ビッグ昭島店３階

ｎａｍｃｏザ・モールみずほ１６店 190-1203 東京都西多摩郡瑞穂町高根６２３番地　ザ・モールみずほ１６

ｎａｍｃｏクロスガーデン多摩店 206-0033 東京都多摩市落合２－３３　クロスガーデン多摩

ｎａｍｃｏ東急プラザ蒲田店 144-0051 東京都大田区西蒲田７丁目６９番１号　東急プラザ蒲田７階

ｎａｍｃｏ中野店 164-0001 東京都中野区中野５－５２－１５　中野ブロードウェイ別館

ｎａｍｃｏ八王子オーパ店 192-0083 東京都八王子市旭町１－１２　八王子オーパ６Ｆ

ｎａｍｃｏ池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋１－２２－１０　ヒューマックスパビリオン池袋サンシャイン６０通り　１Ｆ

ｎａｍｃｏ王子サンスクエア店 114-0002 東京都北区王子１－４－１　サンスクエア２階

ｎａｍｃｏららぽーと立川立飛店 190-0015 東京都立川市泉町９３５番１　ららぽーと立川立飛店３Ｆ

ｎａｍｃｏイオン練馬店 179-0072 東京都練馬区光が丘５－１－１　イオン練馬店３Ｆ

プラボ宇都宮店 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町１６０６番地１　Ｐ＆Ｄビル

ｎａｍｃｏフェドラＰ＆Ｄ佐野店 327-0821 栃木県佐野市高萩町１３４０

ｎａｍｃｏロブレ小山店 323-0023 栃木県小山市中央町３－７－１　ロブレ小山店４階

ｎａｍｃｏイオン栃木店 328-8501 栃木県栃木市箱森町３７－９　イオン栃木店２Ｆ

ｎａｍｃｏテラスウォーク一宮店 491-0022 愛知県一宮市両郷町一丁目２番地　テラスウォーク一宮２階

ｎａｍｃｏエアポートウォーク名古屋店 480-0288 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先１番地８

ｎａｍｃｏイオンモール長久手店 480-1100 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内５、１０、１１街区　イオンモール長久手３Ｆ

ｎａｍｃｏららぽーと名古屋みなとアクルス店 455-8501 愛知県名古屋市港区港明２丁目３番２号　ららぽーと名古屋みなとアクルス店３Ｆ

アズパークファミリータウン 454-0972 愛知県名古屋市中川区新家１丁目２４２１番地　アズパークＳＣ２Ｆ

ｎａｍｃｏ名古屋駅前店 453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町６－６　ニッセイ名古屋駅西ビル別館Ｂ１

ｎａｍｃｏイオンモールナゴヤドーム前店 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南４－１０２－３　イオンモールナゴヤドーム前３Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール熱田店 456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野１－２－１１　イオンモール熱田４Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール大高店 459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目４５０　イオンモール大高３Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール各務原店 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２Ｆ

ｎａｍｃｏカラフルタウン岐阜店 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野三丁目３番６　カラフルタウン岐阜内

ｎａｍｃｏイオンモール大垣店 503-0933 岐阜県大垣市外野２丁目１００番地　イオンモール大垣店２Ｆ

ｎａｍｃｏモレラ岐阜店 501-0497 岐阜県本巣市三橋１１００　モレラ岐阜店２Ｆ

岡島甲府店 400-0031 山梨県甲府市丸の内１－２１－１５　岡島甲府店内

ｎａｍｃｏオギノリバーシティ店 409-3845 山梨県中央市山之神１１２２番地　オギノリバーシティＳＣ内

ナムコランドイオン三条店 955-0082 新潟県三条市西裏館２－１２－２０　イオン三条店内

ｎａｍｃｏ新潟店 950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口１－１－１　ひもろぎビル２Ｆ

ナムコランドイオン長岡店 940-2106 新潟県長岡市古正寺１丁目２４９番１　イオン長岡店内

ｎａｍｃｏ長岡店 940-2024 新潟県長岡市堺町字浦田３１番地　アークガレリア長岡

ＭＥＧＡドン・キホーテ柏崎店 945-0033 新潟県柏崎市東長浜町４－１５

ｎａｍｃｏららぽーと磐田店 438-0801 静岡県磐田市高見丘１２００番地　ららぽーと磐田店２Ｆ店番２１２１０

ｎａｍｃｏアピタ磐田店 438-0071 静岡県磐田市今之浦３－１－１１　アピタ磐田店２階

ｎａｍｃｏイオンモールかほく店 929-1126 石川県かほく市内日角タ２５　イオンモールかほく内

ｎａｍｃｏアルプラザ鹿島店 929-1721 石川県鹿島郡中能登町井田と１－１　アルプラザ鹿島店２Ｆ

アピタ松任店ゲームコーナー 924-0817 石川県白山市幸明町２８０番地　アピタ松任店２Ｆ

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ輪島 928-0022 石川県輪島市宅田町４５－１　パワーシティ輪島ワイプラザ内

レイクウォーク岡谷店ゲームコーナー 394-0022 長野県岡谷市銀座１－１－５　レイクウォーク岡谷２Ｆ

イオンモール佐久平ゲームコーナー 385-0029 長野県佐久市佐久平駅南１１－１０　イオンモール佐久平２Ｆ

ｎａｍｃｏアルピコプラザ松本店 390-0815 長野県松本市深志１－２－３０　アルピコプラザ６Ｆ

ｎａｍｃｏアリオ上田店 386-0025 長野県上田市天神３－５－１　アリオ上田１Ｆ　店番１－２１

関東

北陸東海



アピタ飯田店ゲームコーナー 395-0804 長野県飯田市鼎名古熊２４６１　アピタ飯田店

アピタ魚津店ゲームコーナー 937-0851 富山県魚津市住吉６００番地　アピタ魚津店２Ｆ

アピタランド砺波店 939-1363 富山県砺波市太郎丸三丁目６９番地　アピタ砺波店

アピタ富山店ナムコランド 939-8071 富山県富山市上袋１００番地　アピタ富山店内２Ｆ

アピタ富山東店ゲームコーナー 930-0835 富山県富山市上冨居３－８－３８　アピタ富山東店２Ｆ

ｎａｍｃｏアピタ敦賀店 914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目５番５号　アピタ敦賀店２階

ｎａｍｃｏＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ福井 918-8067 福井県福井市飯塚町１１－１１１　ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ福井店２Ｆ

ｎａｍｃｏアルプラザ宇治東店 611-0013 京都府宇治市莵道平町２８番地の１　アルプラザ宇治東３Ｆ

ｎａｍｃｏミップル店 626-0012 京都府宮津市字浜町３０１２番　宮津シーサイドマートＭｉｐｐｌｅ５Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモールＫＹＯＴＯ店 601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地　イオンモールＫＹＯＴＯ１４０６０

ｎａｍｃｏアルプラザ城陽店 610-0111 京都府城陽市富野荒見田１１２番地　アル・プラザ城陽４階

ｎａｍｃｏらぽーる店 625-0057 京都府舞鶴市南浜町２７－５　らぽーる３Ｆ

カヨーアミューズパーク 510-0885 三重県四日市市日永４－２－４１

ｎａｍｃｏイオンモール鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２　イオンモール鈴鹿２Ｆ

ｎａｍｃｏアルプラザ水口店 528-0035 滋賀県甲賀市水口町名坂４１９－１　アルプラザ水口店新館２Ｆ

ｎａｍｃｏビバシティ彦根店 522-0044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町４３－１　ビバシティ彦根２Ｆ

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ鳳店 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町３－１９９－１２　アリオ鳳アリオモール３Ｆ３２８０

ｎａｍｃｏイオンモール大日店 570-0016 大阪府守口市大日東町１－１８　イオンモール大日４Ｆ

ｎａｍｃｏマグスミノエ店 559-0023 大阪府大阪市住之江区泉１丁目１番８２号　マグスミノエ１Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール鶴見緑地店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見４－１７－１－４２１　イオンモール鶴見緑地４Ｆ

かみしんプラザアミューズパーク 533-0015 大阪府大阪市東淀川区大隅１－６－１２　かみしんプラザ２Ｆ

ＶＲ　ＺＯＮＥ　ＯＳＡＫＡ 530-0017 大阪府大阪市北区角田町５－１５　ＨＥＰ　ＦＩＶＥ　８・９Ｆ

ｎａｍｃｏ梅田店 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町３番３号　ＯＳビル２Ｆ

ｎａｍｃｏ大阪日本橋店 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中２－１－１７　コスモビル１～３Ｆ

ｎａｍｃｏなんばパークス店 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目１０番７０号　なんばパークス６Ｆ

ｎａｍｃｏくずはモール店 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町１０―８５　ＫＵＺＵＨＡＭＡＬＬ南館２Ｆ

ｎａｍｃｏトナリエ大和高田店 635-0015 奈良県大和高田市幸町３－１８　トナリエ大和高田店３Ｆ

ラスパ西大和店ゲームコーナー 639-0218 奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台一丁目１番１号　ラスパ西大和店２階

ｎａｍｃｏニッケパークタウン加古川店 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町１７３－１

ｎａｍｃｏイオンモール神戸南店 652-0844 兵庫県神戸市兵庫区中之島２－１－１　イオンモール神戸南３Ｆ

ｎａｍｃｏイオン赤穂店 678-0232 兵庫県赤穂市中広字別所５５－３　イオン赤穂店２Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール姫路リバーシティー 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江２５６０番地　イオンモール姫路リバーシティ２Ｆ

ｎａｍｃｏ豊岡店 668-0013 兵庫県豊岡市中陰町字大工６１７　３Ｆ

ｎａｍｃｏパームシティ和歌山店 640-8535 和歌山県和歌山市中野３１－１　パームシティ和歌山店２Ｆ

ｎａｍｃｏフジ砥部店 791-2112 愛媛県伊予郡砥部町重光２３９　フジ砥部２Ｆ

プリッズ宇和島店 798-0022 愛媛県宇和島市伊吹町甲９１２番地２　フジグラン北宇和島店別棟

ｎａｍｃｏフジグラン今治店 794-0033 愛媛県今治市東門町５－１３－１　フジグラン今治２階

ナムコランド川之江店 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町１１３６－１　フジグラン川之江店内２Ｆ

ｎａｍｃｏフジグラン松山店 790-0065 愛媛県松山市宮西１－２－１　フジグラン松山店４Ｆ

フジグラン新居浜店 792-0802 愛媛県新居浜市新須賀町２－１０－７　フジグラン新居浜店３Ｆ

ｎａｍｃｏアクトピア大洲店 795-0054 愛媛県大洲市中村字宮の前２４６－１　アクトピア大洲店４階

ｎａｍｃｏフジグラン重信店 791-0216 愛媛県東温市野田３－１－１３　フジグラン重信店２Ｆ

ｎａｍｃｏフジグラン北浜店 796-0048 愛媛県八幡浜市北浜一丁目４番３３号　フジグラン北浜店２Ｆ

フジグラン安芸店子供の国 731-4311 広島県安芸郡坂町北新地ニ丁目３番３０号

ｎａｍｃｏイオンモール広島府中店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須２－１－１　イオンモール広島府中３Ｆ

中四国
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ｎａｍｃｏフジグラン高陽店 739-1742 広島県広島市安佐北区亀崎１－１－６　フジグラン高陽本館３階

ｎａｍｃｏフジグラン広島店 730-0044 広島県広島市中区宝町２－１　フジグラン広島　３Ｆ

ｎａｍｃｏゆめタウン広島店 734-0007 広島県広島市南区皆実町２丁目８番１７号　ゆめタウン広島店３４２

ｎａｍｃｏフジグラン三原店 723-0015 広島県三原市円一町１－１－７　フジグラン三原店内

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ東広島店 739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇４４０５番地

ｎａｍｃｏフジグランナタリー店 738-0054 広島県廿日市市阿品３－１－１　フジグランナタリー２Ｆ

ｎａｍｃｏゆめタウン廿日市店 738-0023 広島県廿日市市下平良二丁目２番１号３Ｆ

ｎａｍｃｏフジグラン尾道店 722-0051 広島県尾道市東尾道１９－７

ゆめタウン高松店 761-8072 香川県高松市三条町中所６０８－１　ゆめタウン高松店２Ｆゆめランド

ｎａｍｃｏフジグラン十川店 761-0433 香川県高松市十川西町６５１－１　フジグラン十川別棟

ｎａｍｃｏフジグラン葛島店 781-0801 高知県高知市小倉町３－３０　フジグラン葛島店内

ｎａｍｃｏフジグラン四万十店 787-0019 高知県四万十市具同字東五反田２２２２番地　フジグラン四万十店内

サニーアクシス南国アクシスキッズ 783-0005 高知県南国市大そね乙１００９　サニーアクシス南国店

ｎａｍｃｏフジグラン宇部店 755-0008 山口県宇部市明神町三丁目１番１号　フジグラン宇部店２Ｆ

ｎａｍｃｏおのだサンパーク店 756-0806 山口県山陽小野田市中川６丁目４番１号　おのだサンパークショッピングセンタ２Ｆ

ｎａｍｃｏゆめタウン徳島店 771-1202 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須８８番地の１　ゆめタウン徳島２階

ナムコランド鳴門店 772-0011 徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜４―１　パワーシティ鳴門店別棟

ｎａｍｃｏ宮交シティ店 880-0902 宮崎県宮崎市大淀四丁目６番２８号　宮交シティ３階

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ日向店 883-0062 宮崎県日向市大字日知屋１４７９８－１　ハイパーモールメルクス日向店内１Ｆ

ｎａｍｃｏゆめタウン光の森店 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目３９番１　ゆめタウン光の森南館３Ｆ

ｎａｍｃｏＷＣ南熊本店 862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺６丁目９番１

ｎａｍｃｏモラージュ佐賀店 840-8551 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島７３０　モラージュ佐賀　南館１Ｆ

ｎａｍｃｏゆめタウン佐賀店 849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北５－１４－１　ゆめタウン佐賀店２Ｆ

ゆめタウン武雄店 843-0022 佐賀県武雄市武雄町武雄４９９２　ゆめタウン武雄２Ｆゆめキッズ

ｎａｍｃｏプラッセだいわ川内店 895-0036 鹿児島県薩摩川内市矢倉町４２１３－１　プラッセ川内店２階

ｎａｍｃｏプラッセだいわ鹿屋店 893-0016 鹿児島県鹿屋市白崎町４－１　プラッセだいわ鹿屋店内

ｎａｍｃｏミスターマックス宇佐店 879-0454 大分県宇佐市大字法鏡寺５００　ＭｒＭＡＸ宇佐店内

トキハインダストリー佐伯店 876-0025 大分県佐伯市大字池田字大エゴ２０６４　トキハインダストリー佐伯店

ｎａｍｃｏトキハわさだタウン店 870-1155 大分県大分市大字玉沢字楠本７５５－１　トキハわさだタウン内２Ｆ

ｎａｍｃｏ明野店 870-0161 大分県大分市明野東１－１－１　トキハインダストリー明野内

ゆめタウン中津店 871-0065 大分県中津市蛭子町３丁目９９番地　ゆめタウン中津店３階ゆめキッズ

ｎａｍｃｏ杉乃井ホテル店 874-0822 大分県別府市観海寺１　スギノイパレス１Ｆ

ｎａｍｃｏゆめタウン宗像店 811-4175 福岡県宗像市田久二丁目１－１　ゆめタウン宗像店２Ｆ

ｎａｍｃｏゆめタウン筑紫野店 818-0081 福岡県筑紫野市針摺東３－３－１

ゆめタウン八女店 834-0064 福岡県八女市大字蒲原９８８－２８

ｎａｍｃｏゆめタウン博多店 812-0055 福岡県福岡市東区東浜１－１－１　ゆめタウン博多店

ｎａｍｃｏ博多バスターミナル店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街２－１　博多バスターミナル７Ｆ

ｎａｍｃｏゆめモール柳川店 832-0827 福岡県柳川市三橋町蒲船津１４０８番地６　ゆめモール柳川内

ｎａｍｃｏイオン具志川店 904-2235 沖縄県うるま市字前原幸崎原３０３番地　イオン具志川ＳＣ２Ｆ

ｎａｍｃｏサンエー浦添西海岸パルコシティ店 901-2123 沖縄県浦添市西洲三丁目１番１　サンエー浦添西海岸パルコシティ３Ｆ

ｎａｍｃｏ那覇メインプレイス店 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち４丁目４番地９号　サンエー那覇メインプレイス内２Ｆ

ｎａｍｃｏイーアス沖縄豊崎店 901-0225 沖縄県豊見城市豊崎３－３５　イーアス沖縄豊崎店３Ｆ
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