
地域 店舗名 郵便番号 住所

ＰＡＬＯ滝川店 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
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釧路店 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂⽊１－１－７
モーリーファンタジー旭川⻄店 070-0823 北海道旭川市緑町２３－２１６１－３イオン旭川⻄店２階
ＰＡＬＯ網⾛店 093-0033 北海道網⾛市駒場北５丁⽬８３番地
ＰＡＬＯ苫⼩牧店 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札幌発寒店 063-0828 北海道札幌市⻄区発寒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⼗和⽥店 034-0041 ⻘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久慈店 028-0041 岩⼿県久慈市⻑内町第３０地割３２－２
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⻄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
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
モーリーファンタジー⽩河⻄郷店 961-8061 福島県⻄⽩河郡⻄郷村⼤字⼩⽥倉字岩下１１－１イオン⽩河⻄郷店２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⽔⼾内原店 319-0317 茨城県⽔⼾市内原２丁⽬１番地イオン⽔⼾内原店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
ＰＡＬＯ⽯橋店 329-0502 栃⽊県下野市下古⼭３３６２－１
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北⼾⽥店 335-0032 埼⽟県⼾⽥市美⼥⽊東１－３－１イオン北⼾⽥店２階
ＰＡＬＯ埼⽟⼤井店 356-0044 埼⽟県ふじみ野市⻄鶴ケ岡１丁⽬３番１５号
モーリーファンタジー川⼝店 332-0012 埼⽟県川⼝市本町２－７－２５ミエルかわぐち川⼝店３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
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
ＰＡＬＯ市川店 272-0015 千葉県市川市⻤⾼１－１－１
モーリーファンタジー千葉⻑沼店 263-0005 千葉県千葉市稲⽑区⻑沼町３３０－５０イオン千葉⻑沼店１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
ＰＡＬＯ聖蹟桜ヶ丘 206-0011 東京都多摩市関⼾４－７２
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
ＰＡＬＯ成増店 175-0094 東京都板橋区成増２－２１－２
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
ＰＡＬＯ横須賀店 238-0041 神奈川県横須賀市本町２－１－１２
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・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・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
ＰＡＬＯ諏訪店 392-0013 ⻑野県諏訪市沖⽥町５－１８
モーリーファンタジー上⽥店 386-0018 ⻑野県上⽥市常⽥２－１２－１８イオン上⽥店２階
モーリーファンタジー・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・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浜松志都呂店 432-8066 静岡県浜松市⻄区志都呂町⼆丁⽬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三好店 470-0224 愛知県みよし市三好町⻘⽊９１番地イオン三好店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桑名店 511-0863 三重県桑名市新⻄⽅１丁⽬２２番地イオン桑名店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
ＮＯSＩＣＡ桑名店 511-0863 三重県桑名市新⻄⽅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・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
ＰＡＬＯ京橋店 534-0025 ⼤阪府⼤阪市都島区⽚町２－３－５１
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・f加⻄北条店 675-2312 兵庫県加⻄市北条町北条３０８－１イオン加⻄北条店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尼崎店 661－0965 兵庫県尼崎市次屋３－１３－１８イオン尼崎店２階
ＰＡＬＯ甲⼦園店 663-8166 兵庫県⻄宮市甲⼦園⾼潮町３－３
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⽇吉津店 689-3553 ⿃取県⻄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・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・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
ＰＡＬＯ⼩松島店 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・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
PALO博多店 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２２
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⼤塔店 857-1161 ⻑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
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
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！モーリーファンタジー・PALO限定！
『あらいぐまセイちゃん　マスコットキーチェーン』

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。
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