
■ベイビーシャーク 取り扱い店舗リスト

　※2021年6月1日現在の情報です。

　※お取り扱い商品は店舗によって異なります。

　※詳しくは各店舗へお問い合わせください。

店舗名

北海道

トイザらス　札幌平岡店

トイザらス　旭川店

トイザらス　釧路店

トイザらス　帯広音更店

トイザらス　苫小牧店

トイザらス・ベビーザらス　札幌店

トイザらス・ベビーザらス　函館店

MEGAドン・キホーテ旭川店

MEGAドン・キホーテ西帯広店

MEGAドン・キホーテ室蘭中島店

MEGAドン・キホーテ苫小牧店

MEGAドン・キホーテ新川店

ドン・キホーテ平岡店

MEGAドン・キホーテ札幌狸小路本店

ヨドバシカメラ　マルチメディア札幌

青森県

イオン　下田店

トイザらス　青森店

トイザらス・ベビーザらス　八戸店

ドン・キホーテ八戸店

岩手県

イオン　一関店

イオン　盛岡店

トイザらス　北上店

トイザらス・ベビーザらス　盛岡南店

宮城県

イオン　気仙沼店

イオン　仙台中山店

イオン　多賀城店

イオンスタイル新利府店

キッズリパブリック仙台卸町店

トイザらス　石巻矢本店

トイザらス　仙台長町店

トイザらス・ベビーザらス　仙台泉大沢店

トイザらス・ベビーザらス　名取りんくうタウン店

MEGAドン・キホーテ仙台台原店

MEGAドン・キホーテ仙台富谷店

ヨドバシカメラ　マルチメディア仙台

秋田県

キッズリパブリック御所野店

トイザらス・ベビーザらス　秋田店

山形県

イオン　酒田南店

イオン　三川店



イオン　東根店

トイザらス・ベビーザらス　山形店

ドン・キホーテ山形嶋南店

福島県

イオン　白河西郷店

イオン　郡山フェスタ店

キッズリパブリックいわき小名浜店

トイザらス　いわき店

トイザらス・ベビーザらス　郡山店

トイザらス・ベビーザらス　福島店

MEGAドン・キホーテUNY会津若松店

ヨドバシカメラ　郡山駅前店

茨城県

イオン　つくば店

イオンスタイル水戸内原店

ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋南店

ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋宮中店

トイザらス　ひたちなか店

トイザらス　龍ケ崎店

トイザらス・ベビーザらス　つくば店

トイザらス・ベビーザらス　水戸店

MEGAドン・キホーテUNY佐原東店

MEGAドン・キホーテ上水戸店

ドン・キホーテ勝田店

栃木県

イオン　小山店

キッズリパブリック佐野新都市店

トイザらス・ベビーザらス　宇都宮店

トイザらス・ベビーザらス　小山店

ベビーザらス　宇都宮店

ドン・キホーテアピタ宇都宮店

MEGAドン・キホーテ黒磯店

福田屋百貨店　インターパーク店　玩具売り場

福田屋百貨店　宇都宮店　玩具売り場

群馬県

イオン　高崎店

トイザらス・ベビーザらス　伊勢崎店

トイザらス・ベビーザらス　前橋店

トイザらス・ベビーザらス　太田店

MEGAドン・キホーテ桐生店

MEGAドン・キホーテUNY伊勢崎東店

ドン・キホーテUNY藤岡店

モントイズ太田店

LABI 1 LIFE SELECT　高崎

埼玉県

イオン　羽生店

イオン　浦和美園店

イオン　春日部店

イオン　与野店

イオンスタイルふじみ野店



イオンスタイルレイクタウン店

イオンスタイル北戸田店

キッズリパブリック上尾店

トイザらス　富士見店

トイザらス　岩槻店

トイザらス　熊谷店

トイザらス・ベビーザらス　久喜菖蒲店

トイザらス・ベビーザらス　所沢店

トイザらス・ベビーザらス　新座店

トイザらス・ベビーザらス　川越店

トイザらス・ベビーザらス　草加店

トイザらス・ベビーザらス　蕨店

ドン・キホーテ大宮店

ドン・キホーテ川口新井宿店

ドン・キホーテ蕨店

ドン・キホーテ与野店

MEGAドン・キホーテ春日部店

MEGAドン・キホーテ草加店

ドン・キホーテ大宮東口店

ドン・キホーテ越谷店

千葉県

イオン　新浦安店

イオン　千葉ニュータウン店

イオン　船橋店

イオン　銚子店

イオン　津田沼店

イオン　八千代緑ヶ丘店

イオンスタイル成田店

キッズリパブリックユーカリが丘店

キッズリパブリック幕張新都心店

トイザらス　柏の葉店

トイザらス　野田店

トイザらス・ベビーザらス　千葉ニュータウン店

トイザらス・ベビーザらス　船橋店

トイザらス・ベビーザらス　幕張新都心店

トイザらス・ベビーザらス　市川店

トイザらス・ベビーザらス　松戸店

トイザらス・ベビーザらス　新浦安店

トイザらス・ベビーザらス　成田店

トイザらス・ベビーザらス　蘇我店

MEGAドン・キホーテUNY市原店

東京都

イトーヨーカドー　アリオ葛西店

イトーヨーカドー　アリオ亀有店

イトーヨーカドー　アリオ西新井店

キッズリパブリック板橋店

キッズリパブリック品川シーサイド店

トイザらス　錦糸町店

トイザらス　スナモ店

トイザらス　立川立飛店



トイザらス　豊洲店

トイザらス　昭島店

トイザらス・ベビーザらス　お台場店

トイザらス・ベビーザらス　高尾店

トイザらス・ベビーザらス　池袋サンシャインシティ店

トイザらス・ベビーザらス　町田多摩境店

トイザらス・ベビーザらス　武蔵村山店

ベビーザらス　府中店

MEGAドン・キホーテ立川店

MEGAドン・キホーテ大森山王店

ドン・キホーテ八王子駅前店

ドン・キホーテ葛西店

ドン・キホーテ青戸店

ヤマシロヤ

ヤマダ電機　テックランド　練馬本店

ヨドバシカメラ　マルチメディア吉祥寺

ヨドバシカメラ　マルチメディア錦糸町

ヨドバシカメラ　マルチメディア上野

ヨドバシカメラ　マルチメディア新宿東口

ヨドバシカメラ　マルチメディア町田店

ヨドバシカメラ　新宿西口本店

博品館TOY PARK銀座本店

博品館TOYS CONCEPT

LABI 1　日本総本店池袋

LABI LIFE SELECT　立川

LABI　渋谷

LABI　新宿西口館

LABI 東京八重洲

LABI　品川大井町

YAMADA web.com 江東新砂店

YAMADA web.com　武蔵村山店

神奈川県

イオン　茅ヶ崎中央店

イオン　大和鶴間店

イオンスタイル湘南茅ヶ崎店

イトーヨーカドー　グランツリ－武蔵小杉店

キッズリパブリックノースポートモール店

キッズリパブリック東戸塚店

トイザらス　湘南平塚店

トイザらス　厚木店

トイザらス・ベビーザらス　トレッサ横浜店

トイザらス・ベビーザらス　みなとみらい店

トイザらス・ベビーザらス　横須賀店

トイザらス・ベビーザらス　横浜いずみ店

トイザらス・ベビーザらス　磯子店

トイザらス・ベビーザらス　港北ニュータウン店

トイザらス・ベビーザらス　小田原店

トイザらス・ベビーザらス　川崎高津店

トイザらス・ベビーザらス　相模原店

トイザらス・ベビーザらス　藤沢店

MEGAドン・キホーテ綾瀬店



ドン・キホーテ溝ノ口駅前店

ドン・キホーテ二俣川店

ドン・キホーテ小田原店

MEGAドン・キホーテ東名川崎店

MEGAドン・キホーテUNY横浜大口店

MEGAドン・キホーテ港山下総本店

MEGAドン・キホーテ秦野店

MEGAドン・キホーテ上鶴間店

MEGAドン・キホーテ　狩場インター店

MEGAドン・キホーテ青葉台店

ドン・キホーテ藤沢駅南口店

ドン・キホーテ日野インター店

ヨドバシカメラ　マルチメディア横浜

ヨドバシカメラ　マルチメディア京急上大岡

ヨドバシカメラ　マルチメディア川崎ルフロン

家電住まいる館　YAMADA港北センター店

LABI　上大岡

LABI大船

新潟県

イオン県央店

イオン新潟南店

トイザらス　長岡店

トイザらス・ベビーザらス　新潟店

ヨドバシカメラ　マルチメディア新潟駅前店

富山県

キッズリパブリックとなみ店

トイザらス・ベビーザらス　高岡店

トイザらス・ベビーザらス　富山店

MEGAドン・キホーテUNY砺波店

石川県

イオン御経塚店

イオンスタイルかほく店

イオンスタイル新小松店

トイザらス・ベビーザらス　松任店

福井県

トイザらス・ベビーザらス　福井店

MEGAドン・キホーテUNY福井店

山梨県

キッズリパブリック甲府昭和店

長野県

イオン中野店

キッズリパブリック松本店

トイザらス　佐久店

トイザらス・ベビーザらス　松本店

トイザらス・ベビーザらス　長野店

MEGAドン・キホーテUNY高森店

岐阜県

エディオン　高山店

トイザらス・ベビーザらス　各務原店

トイザらス・ベビーザらス　岐阜店



静岡県

イオン清水店

イオンスタイル富士宮店

イオン浜松市野店

イオン浜松志都呂店

エディオン　クロスガーデン富士中央店

エディオン　サントムーン柿田川店

トイザらス　沼津店

トイザらス・ベビーザらス　静岡店

トイザらス・ベビーザらス　長泉店

MEGAドン・キホーテUNY掛川店

MEGAドン・キホーテ浜松可美店

MEGAドン・キホーテUNY中里店

MEGAドン・キホーテ袋井店

MEGAドン・キホーテ浜松三方原店

ドン・キホーテ藤枝店

MEGAドン・キホーテ伊東店

ドン・キホーテUNY富士中央店

MEGAドン・キホーテUNY浜松泉町店

愛知県

イオン　守山店

イオン　春日井店

イオン　大高店

イオン　扶桑店

イオン　豊橋南店

イオンスタイルワンダーシティ店

イオンスタイル長久手店

イオンスタイル豊田店

エディオン　豊川店 

エディオンららぽーと愛知東郷店

キッズリパブリック東浦店

トイザらス　名古屋みなとアクルス店

トイザらス　高蔵寺ニュータウン店

トイザらス　西春日井店

トイザらス　名古屋みなと店

トイザらス　名古屋中川店

トイザらス・ベビーザらス　大高店

トイザらス・ベビーザらス　三好店

トイザらス・ベビーザらス　岡崎店

トイザらス・ベビーザらス　東浦店

トイザらス・ベビーザらス　木曽川店　※2021年4月29日OPEN

ベビーザらス　豊中店

ベビーザらス　名西店

MEGAドン・キホーテUNY稲沢東店

MEGAドン・キホーテUNY小牧店

MEGAドン・キホーテUNY大口店

MEGAドン・キホーテ豊橋店

MEGAドン・キホーテUNY豊田元町店

MEGAドン・キホーテUNY国府店

MEGAドン・キホーテUNY東海通店



MEGAドン・キホーテUNY一宮大和店

MEGAドン・キホーテ名四丹後通り店

MEGAドン・キホーテ新安城店

ドン・キホーテ半田店

ドン・キホーテ緑店

ドン・キホーテ豊田店

MEGAドン・キホーテ豊田本店

MEGAドン・キホーテ クラスポ蒲郡店

ヨドバシカメラ　マルチメディア名古屋松坂屋店

LABI　名古屋

三重県

イオン　桑名店

イオン　四日市尾平店

イオン　東員店

イオン　明和店

イオン　鈴鹿店

キッズリパブリック津南店

キッズリパブリック四日市泊店

トイザらス　津店

滋賀県

トイザらス　彦根店

トイザらス・ベビーザらス　草津店

京都府

イオン　久御山店

エディオン京都四条河原町店　　※2021年4月29日OPEN

トイザらス・ベビーザらス　京都駅前店

MEGAドン・キホーテUNY精華台店

ヨドバシカメラ　マルチメディア京都

大阪府

イオン　高槻店

イオンスタイル四条畷店

イオンスタイル大日店

エディオン　なんば本店

エディオン　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店

エディオン　豊中店

トイザらス　枚方店

トイザらス　堺鉄砲町店

トイザらス　藤井寺店

トイザらス・ベビーザらス　くずは店

トイザらス・ベビーザらス　なんばパークス店

トイザらス・ベビーザらス　貝塚店

トイザらス・ベビーザらス　阪急山田店

トイザらス・ベビーザらス　住之江公園店

トイザらス・ベビーザらス　泉北ニュータウン店

トイザらス・ベビーザらス　大阪鶴見店

MEGAドン・キホーテ新世界店

MEGAドン・キホーテ松原店

MEGAドン・キホーテ和泉中央店

ベビーザらス　東大阪店

ヨドバシカメラ　マルチメディア梅田



LABI 1　なんば

LABI LIFE SELECT　千里

兵庫県

イオン　神戸北店

エディオン　伊丹店

エディオン　垂水店

トイザらス　明石店

トイザらス・ベビーザらス　加古川店

トイザらス・ベビーザらス　姫路店

トイザらス・ベビーザらス　伊丹店

トイザらス・ベビーザらス　神戸ハーバーランド店

ベビーザらス　阪急宝塚店

MEGAドン・キホーテ姫路広畑店

YAMADA web.com 神戸北店

奈良県

トイザらス　奈良店

トイザらス・ベビーザらス　奈良橿原店

MEGAドン・キホーテ桜井店

モントイズ大和郡山店

和歌山県

イオン新宮店

トイザらス・ベビーザらス　和歌山店

MEGAドン・キホーテ紀の川店

MEGAドン・キホーテ和歌山次郎丸店

鳥取県

イオン　日吉津店

イオン鳥取北店

エディオン　米子店

トイザらス　鳥取店

ドン・キホーテ鳥取本店

島根県

イオン　松江店

キッズリパブリック出雲店

MEGAドン・キホーテ出雲店

100満ボルト　松江本店

岡山県

イオン　津山店

イオンスタイル岡山店

エディオン　倉敷本店 

キッズリパブリック倉敷店

トイザらス・ベビーザらス　岡山店

トイザらス・ベビーザらス　倉敷店

ドン・キホーテ倉敷店

ドン・キホーテ岡山下中野店

ヤマダ電機　テックランド　東岡山店

広島県

イオン　広島祇園店

イオン　三原店

エディオン　アルパーク南店

エディオン　広島本店



エディオン　蔦屋家電

エディオン　東広島本店 

エディオン　廿日市店 

エディオン　福山本店

キッズリパブリック広島府中店

トイザらス　広島西風新都店

トイザらス　広島宇品店

トイザらス・ベビーザらス　広島府中店

トイザらス・ベビーザらス　福山店

LABI広島

山口県

イオン　光店

イオン　防府店

家電住まいる館YAMADA　web.com 新南陽店

トイザらス　下関店

トイザらス　山口店

徳島県

キッズリパブリック徳島店

トイザらス・ベビーザらス　徳島店

MEGAドン・キホーテ徳島店

香川県

イオン　綾川店

トイザらス　高松店

トイザらス・ベビーザらス　丸亀店

ドン・キホーテPAW高松店

愛媛県

イオン　新居浜店

イオンスタイル松山店

キッズリパブリック今治新都市店

トイザらス・ベビーザらス　新居浜店

トイザらス・ベビーザらス　松山店

高知県

イオン　高知店

トイザらス・ベビーザらス　高知店

福岡県

イオン　直方店

トイザらス　大牟田店

トイザらス・ベビーザらス　小倉店

トイザらス・ベビーザらス　福岡ももち店

トイザらス・ベビーザらス　福津店

トイザらス・ベビーザらス　マリノアシティ福岡店

トイザらス・ベビーザらス　久留米店

トイザらス・ベビーザらス　筑紫野店

トイザらス・ベビーザらス　八幡店

トイザらス・ベビーザらス　福岡かすや店

トイザらス・ベビーザらス　福岡香椎店

MEGAドン・キホーテ福重店

ヨドバシカメラ　マルチメディア博多

佐賀県

トイザらス・ベビーザらス　佐賀店



長崎県

イオン　大村店

トイザらス・ベビーザらス　佐世保店

熊本県

トイザらス　熊本桜町店

トイザらス　熊本店

トイザらス・ベビーザらス　熊本南店

大分県

イオン　パークプレイス大分店

トイザらス・ベビーザらス　大分店

宮崎県

イオン　宮崎店

トイザらス・ベビーザらス　宮崎店

鹿児島県

イオン　鹿児島店

トイザらス・ベビーザらス　鹿児島店

沖縄県

トイザらス・ベビーザらス　沖縄ライカム店

トイザらス・ベビーザらス　那覇新都心店

YAMADA web.com 那覇本店


