
イオンたまフォトスポット設置店舗

店舗名 都道府県 市町村

1 イオン下田店 青森県 おいらせ町

2 イオン仙台中山店 宮城県 仙台市

3 イオン古川店 宮城県 大崎市

4 イオン利府店 宮城県 利府町

5 イオン名取店 宮城県 名取市

6 イオン郡山フェスタ店 福島県 郡山市

7 イオン東根店 山形県 東根市

8 イオン白河西郷店 福島県 西郷村

9 イオン三川店 山形県 三川町

10 イオンスタイル水戸内原 茨城県 水戸市

11 イオン下妻店 茨城県 下妻市

12 イオン土浦店 茨城県 土浦市

13 イオンつくば店 茨城県 つくば市

14 モントイズ太田店 群馬県 太田市

15 イオン高崎店 群馬県 高崎市

16 イオン川口前川店 埼玉県 川口市

17 イオンスタイル北戸田 埼玉県 戸田市

18 イオン与野店 埼玉県 さいたま市

19 イオン浦和美園店 埼玉県 さいたま市

20 イオンスタイルレイクタウン 埼玉県 越谷市

21 イオン羽生店 埼玉県 羽生市

22 イオン大井店 埼玉県 ふじみ野市

23 イオン春日部店 埼玉県 春日部市

24 イオン銚子店 千葉県 銚子市

25 イオンスタイル木更津 千葉県 木更津市

26 イオン成田店 千葉県 成田市

27 イオン八千代緑が丘店 千葉県 八千代市

28 イオン船橋店 千葉県 船橋市

29 イオン津田沼店 千葉県 習志野市

30 キッズリパブリック幕張新都心店 千葉県 千葉市

31 イオンスタイル甲府昭和 山梨県 昭和町

32 イオンスタイル品川シーサイド 東京都 品川区

33 イオンむさし村山店 東京都 武蔵村山市



34 イオン板橋店 東京都 板橋区

35 イオン日の出店 東京都 日の出町

36 イオン東久留米店 東京都 東久留米市

37 イオン大和鶴間店 神奈川県 大和市

38 イオン新潟南店 新潟県 新潟市

39 キッズリパブリックとなみ店 富山県 砺波市

40 イオン各務原店 岐阜県 各務原市

41 イオン熱田店 愛知県 名古屋市

42 イオンスタイル名古屋茶屋 愛知県 名古屋市

43 イオンナゴヤドーム前店 愛知県 名古屋市

44 イオンスタイルワンダーシティ 愛知県 名古屋市

45 イオン大高店 愛知県 名古屋市

46 イオン岡崎南店 愛知県 岡崎市

47 イオンスタイル東浦 愛知県 東浦町

48 イオン豊橋南店 愛知県 豊橋市

49 イオン鈴鹿店 三重県 鈴鹿市

50 イオン浜松志都呂店 静岡県 浜松市

51 イオン浜松市野店 静岡県 浜松市

52 イオンスタイル富士宮 静岡県 富士宮市

53 イオン久御山店 京都府 久御山町

54 イオン京都五条店 京都府 京都市

55 イオンスタイル京都桂川 京都府 京都市

56 イオンスタイル草津 滋賀県 草津市

57 イオン高槻店 大阪府 高槻市

58 イオン大日店 大阪府 守口市

59 イオンスタイル茨木 大阪府 茨木市

60 イオン大阪ドームシティ店 大阪府 大阪市

61 イオンスタイル伊丹昆陽 兵庫県 伊丹市

62 イオンスタイル岡山 岡山県 岡山市

63 キッズリパブリック倉敷店 岡山県 倉敷市

64 イオン綾川店 香川県 綾川町

65 イオン日吉津店 鳥取県 日吉津村

66 イオン松江店 島根県 松江市

67 キッズリパブリック広島府中店 広島県 府中町

68 イオン広島祇園店 広島県 広島市



69 イオン桑名店 三重県 桑名市

70 キッズリパブリックユーカリが丘店 千葉県 佐倉市

71 キッズリパブリック東戸塚店 神奈川県 横浜市

72 イオンスタイル四條畷 大阪府 四條畷市

73 キッズリパブリック出雲店 島根県 出雲市

74 イオンスタイル東浦 愛知県 東浦町

75 イオンスタイルかほく 石川県 かほく市

76 キッズリパブリック徳島店 徳島県 徳島市

77 イオン上越店 新潟県 上越市

78 イオンスタイル松本 長野県 松本市

79 キッズリパブリック今治新都市店 愛媛県 今治市

80 イオン高の原店 京都府 木津川市

81 イオン防府店 山口県 防府市

82 イオン春日井店 愛知県 春日井市

83 イオン大垣店 岐阜県 大垣市

84 イオンスタイル新百合ヶ丘 神奈川県 川崎市

85 イオン豊川店 愛知県 豊川市

86 イオン海老名店 神奈川県 海老名市

87 イオンスタイル豊田 愛知県 豊田市

88 キッズリパブリック佐野新都市店 栃木県 佐野市

89 キッズリパブリックノースポートモール店 神奈川県 横浜市

90 モントイズ大和郡山店 奈良県 大和郡山市


