
8/20発売 ポケモンカードゲーム キッズリパブリックアプリ抽選販売　受取指定可能店舗

都道府県 店舗名 都道府県 店舗名 都道府県 店舗名 都道府県 店舗名

青森県 イオンつがる柏店 埼玉県 イオン入間店 石川県 イオン小松店 京都府 イオン高の原店

青森県 イオン下田店 千葉県 イオン旭店 石川県 イオンスタイル白山 大阪府 イオンスタイル茨木店

青森県 イオン七戸十和田駅前店 千葉県 イオン千葉ニュータウン店 石川県 イオン松任店 大阪府 イオン高槻店

青森県 イオン青森店 千葉県 イオン新浦安店 山梨県 イオンスタイル甲府昭和 大阪府 イオンスタイル堺鉄砲町

青森県 イオン藤崎店 千葉県 イオン鎌ヶ谷店 山梨県 イオン石和店 大阪府 イオン堺北花田店

青森県 イオン八戸田向店 千葉県 イオン鴨川店 長野県 イオン豊科店 大阪府 イオンスタイル四條畷

岩手県 イオン一関店 千葉県 イオン館山店 長野県 イオン佐久平店 大阪府 イオンスタイル大日

岩手県 イオン前沢店 千葉県 イオン臼井店 長野県 イオン南松本店 大阪府 イオン北千里店

岩手県 イオン盛岡店 千葉県 キッズリパブリックユーカリが丘 長野県 イオンスタイル松本 大阪府 イオン吹田店

岩手県 イオン盛岡南店 千葉県 イオン市川妙典店 長野県 イオン箕輪店 大阪府 イオン日根野店

岩手県 イオン江釣子店 千葉県 イオン津田沼店 長野県 イオン上田店 大阪府 イオンりんくう泉南店

宮城県 イオン気仙沼店 千葉県 イオン成田店 長野県 イオン中野店 大阪府 イオン金剛店

宮城県 イオンスタイル新利府 千葉県 イオン稲毛店 長野県 イオン飯田店 大阪府 イオン大阪ドームシティ店

宮城県 イオン船岡店 千葉県 イオンマリンピア店 長野県 イオン飯田アップルロード店 大阪府 イオン鶴見緑地店

宮城県 イオン石巻店 千葉県 キッズリパブリック幕張新都心 岐阜県 イオン各務原店 大阪府 イオン野田阪神店

宮城県 イオン仙台幸町店 千葉県 イオンスタイル鎌取店 岐阜県 イオン関店 大阪府 イオン喜連瓜破駅前店

宮城県 イオンスタイル仙台卸町 千葉県 イオン船橋店 岐阜県 イオン岐阜店 大阪府 イオン鴻池店

宮城県 イオン仙台店 千葉県 イオン大綱白里店 岐阜県 イオン柳津店 大阪府 イオン布施駅前店

宮城県 イオン仙台中山店 千葉県 イオン銚子店 岐阜県 イオン大垣店 大阪府 イオン金剛東店

宮城県 イオン多賀城店 千葉県 イオン柏店 静岡県 イオン焼津店 大阪府 イオン古川橋駅前店

宮城県 イオン古川店 千葉県 イオン八街店 静岡県 イオン清水店 大阪府 イオン和泉府中店

宮城県 イオン富谷店 千葉県 イオン八千代緑が丘店 静岡県 イオン袋井店 兵庫県 イオンスタイル伊丹昆陽

宮城県 イオンスタイル名取 千葉県 イオンスタイル木更津 静岡県 イオン浜松志都呂店 兵庫県 イオンスタイル伊丹

秋田県 イオン横手店 千葉県 イオンノア店 静岡県 イオン浜松西店 兵庫県 イオン加古川店

秋田県 キッズリパブリック御所野 東京都 イオン葛西店 静岡県 イオン浜松市野店 兵庫県 イオン加西北条店

秋田県 イオン土崎港店 東京都 イオン東雲店 静岡県 イオンスタイル富士宮 兵庫県 イオン社店

秋田県 イオン秋田中央店 東京都 イオンスタイル南砂 愛知県 イオン三好店 兵庫県 イオン高砂店

秋田県 イオン中仙店 東京都 イオン日の出店 愛知県 イオン木曽川店 兵庫県 イオン三田ウッディタウン店

秋田県 イオン大曲店 東京都 イオン西新井店 愛知県 イオン岡崎南店 兵庫県 イオン三木店

秋田県 イオン能代店 東京都 イオン東久留米店 愛知県 イオン春日井店 兵庫県 イオン山崎店

山形県 イオン山形南店 東京都 イオンスタイル板橋前野町 愛知県 イオン小牧店 兵庫県 イオン洲本店

山形県 イオン山形北店 東京都 イオン板橋店 愛知県 イオンスタイル常滑 兵庫県 イオン小野店

山形県 イオン酒田南店 東京都 イオンスタイル品川シーサイド 愛知県 イオン瀬戸みずの店 兵庫県 イオンジェームス山店

山形県 イオンスタイル天童 東京都 イオンむさし村山店 愛知県 イオン扶桑店 兵庫県 イオン神戸北店

山形県 イオン東根店 東京都 イオンスタイル碑文谷 愛知県 イオンスタイル東浦 兵庫県 イオン西宮店

山形県 イオン三川店 東京都 イオン練馬店 愛知県 イオンスタイル長久手 兵庫県 イオン赤穂店

山形県 イオン米沢店 神奈川県 イオン久里浜店 愛知県 イオン半田店 兵庫県 イオン猪名川店

福島県 イオンスタイルいわき小名浜 神奈川県 イオン金沢八景店 愛知県 イオン豊橋南店 兵庫県 イオン淡路店

福島県 イオンいわき店 神奈川県 イオン金沢シーサイド店 愛知県 イオン豊川店 兵庫県 イオン和田山店

福島県 イオン郡山フェスタ店 神奈川県 キッズリパブリック東戸塚 愛知県 イオンスタイル豊田 兵庫県 イオン南淡路店

福島県 イオン白河西郷店 神奈川県 イオン横浜新吉田店 愛知県 イオン高橋店 兵庫県 イオン姫路リバーシティー店

福島県 イオン相馬店 神奈川県 イオンスタイル東神奈川 愛知県 イオン南陽店 兵庫県 イオン姫路店

福島県 イオン福島店 神奈川県 イオン本牧店 愛知県 イオンスタイル名古屋茶屋 兵庫県 イオン姫路大津店

茨城県 イオンつくば店 神奈川県 イオン駒岡店 愛知県 イオン守山店 兵庫県 イオン明石店

茨城県 イオン下妻店 神奈川県 キッズリパブリックノースポートモール 愛知県 イオンスタイルワンダーシティ 奈良県 イオンスタイル橿原

茨城県 イオン笠間店 神奈川県 イオン海老名店 愛知県 イオンナゴヤドーム前店 奈良県 イオン五條店

茨城県 イオン古河店 神奈川県 イオンスタイル湘南茅ヶ崎 愛知県 イオン新瑞橋店 奈良県 イオン桜井店

茨城県 イオン高萩店 神奈川県 イオン茅ヶ崎中央店 愛知県 イオン熱田店 奈良県 イオン登美ヶ丘店

茨城県 イオン鹿嶋店 神奈川県 イオン厚木店 愛知県 イオン名古屋東店 奈良県 モントイズ大和郡山

茨城県 イオン常陸大宮店 神奈川県 イオンスタイル座間 愛知県 イオン大高店 和歌山県 イオン新宮店

茨城県 イオンスタイル水戸内原 神奈川県 イオン秦野店 三重県 イオン大安店 和歌山県 イオンスタイル和歌山

茨城県 イオン土浦店 神奈川県 イオンスタイル新百合ヶ丘 三重県 イオン伊賀上野店 鳥取県 イオン日吉津店

茨城県 イオン東海店 神奈川県 イオン相模原店 三重県 イオン伊勢店 鳥取県 イオン鳥取店

茨城県 イオン那珂町店 神奈川県 イオン橋本店 三重県 イオン東員店 鳥取県 イオン鳥取北店

栃木県 キッズリパブリック佐野新都市 神奈川県 イオン大和店 三重県 イオン桑名店 島根県 イオン益田店

栃木県 イオン小山店 神奈川県 イオン大和鶴間店 三重県 イオン日永店 島根県 キッズリパブリック出雲

栃木県 イオン栃木店 新潟県 イオン県央店 三重県 キッズリパブリック四日市泊 島根県 イオン松江店

栃木県 イオン今市店 新潟県 イオン三条店 三重県 イオン四日市尾平店 島根県 イオン大田店

群馬県 イオンスタイル高崎 新潟県 イオン十日町店 三重県 イオン四日市北店 岡山県 イオンスタイル岡山

群馬県 モントイズ太田 新潟県 イオン小千谷店 三重県 イオン阿児店 岡山県 キッズリパブリック倉敷

埼玉県 イオンスタイル川口 新潟県 イオン上越店 三重県 イオン松阪店 岡山県 イオン津山店

埼玉県 イオン北浦和店 新潟県 イオンスタイル新潟南 三重県 イオン明和店 広島県 キッズリパブリック広島府中

埼玉県 イオン大宮西店 新潟県 イオン新潟西店 三重県 イオン久居店 広島県 イオン広店

埼玉県 イオン与野店 新潟県 イオン新潟青山店 三重県 イオンスタイル津南 広島県 イオン広島祇園店

埼玉県 イオン大宮店 新潟県 イオン新潟東店 三重県 イオン津店 広島県 イオン宇品店

埼玉県 イオン浦和美園店 新潟県 イオン白根店 三重県 イオン尾鷲店 広島県 イオン三原店

埼玉県 イオン大井店 新潟県 イオン新発田店 三重県 イオン名張店 山口県 イオン光店

埼玉県 イオンスタイルふじみ野 新潟県 イオン村上東店 三重県 イオン鈴鹿店 山口県 イオン防府店

埼玉県 イオン羽生店 新潟県 イオン長岡店 滋賀県 イオン近江八幡店 徳島県 キッズリパブリック徳島

埼玉県 イオンスタイルレイクタウン 新潟県 イオン六日町店 滋賀県 イオンスタイル草津 香川県 イオン綾川店

埼玉県 イオン東鷲宮店 富山県 イオン高岡南店 滋賀県 イオンスタイル大津京 香川県 イオン高松店

埼玉県 イオン狭山店 富山県 イオン高岡店 滋賀県 イオン長浜店 香川県 イオン高松東店

埼玉県 イオン熊谷店 富山県 キッズリパブリックとなみ 京都府 イオン亀岡店 愛媛県 キッズリパブリック今治新都市

埼玉県 イオンスタイル北戸田 石川県 イオンスタイルかほく 京都府 イオン久御山店 愛媛県 イオンスタイル松山

埼玉県 イオン春日部店 石川県 イオン加賀の里店 京都府 イオン京都五条店 愛媛県 イオン新居浜店

埼玉県 キッズリパブリック上尾 石川県 イオンもりの里店 京都府 イオン洛南店 高知県 イオン高知旭町店

埼玉県 イオン新座店 石川県 イオン金沢店 京都府 イオンスタイル京都桂川 高知県 イオン高知店

埼玉県 イオン川口前川店 石川県 イオンスタイル新小松 京都府 イオン福知山店


