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店名 開催日 住所 会場

イオンモール柏 10.1(水) 千葉県柏市豊町2-5-25 2F SHOO・LA・RUE前ビレッジ

イオンモール船橋 10.1(水) 千葉県船橋市山手1-1-8 1F 光の広場

ｲｵﾝ板橋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 10.1(水) 東京都板橋区徳丸2-6-1 5F エスカレーター前

イオンモール猪名川 10.1(水) 兵庫県川辺郡猪名川町白金2－1 フードコート前特設会場

イオンモール新潟南 10.1(水) 新潟県新潟市江南区下早通柳田1-1-1 1F マリンコート

ｲｵﾝ御経塚ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 10.1(水) 石川県石川郡野々市町御経塚2-91 南エントランス　アミューズメント前

イオンモール船橋 10.2(木) 千葉県船橋市山手1-1-8 1F 光の広場

イオンモール三川 10.2(木) 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128-1 1F レーヴルモリタ前

イオンモール綾川 10.3(金) 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1 フラワーコート

イオンモール与野 10.6(月) 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9 1F ローズコート

イオンモール高の原 10.6(月) 京都府木津川市相楽台1-1-1 4F コスモスホール（映画館横の会議室）

イオンモール扶桑 10.6(月) 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚5-1 セントラルコート

ｲｵﾝ松江ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 10.6(月) 島根県松江市東朝日町151 新館1F 吹抜けホール

イオンモール盛岡南 10.6(月) 岩手県盛岡市本宮7-1-1 専門店街 1F センターコート

ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝmori 10.7(火) 埼玉県越谷市東町2-8 2階 3F アクトグリーンルーム

イオンモール四日市北 10.7(火) 三重県四日市市富州原町2番40号 1F エスカレーター前

イオンモール銚子 10.8(水) 千葉県銚子市三崎町2-2660-1 2F フードコート　子供の遊び場

ｲｵﾝ茨木ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 10.8(水) 大阪府大阪市茨木市松ヶ本町8-30-3 1F 中央吹き抜けジョイプラザ

イオンモール大阪ドームシティ 10.8(水) 大阪府大阪市西区千代崎3丁目13番1 4F フードコート

イオンモール奈良登美ヶ丘 10.8(水) 奈良県生駒市鹿畑町3027 2F フードコート

イオンモールナゴヤドーム前 10.8(水) 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3 1Ｆ ノースコート

イオンモール日吉津 10.8(水) 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1 1F チューリップコート

ｲｵﾝ茨木ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 10.9(木) 大阪府大阪市茨木市松ヶ本町8-30-3 1F 中央吹き抜けジョイプラザ

イオンモール新発田 10.10(金) 新潟県新発田市住吉町5-11-5 1F セントラルコート

イオン南千里 10.14(火) 大阪府吹田市千里山西６－５６－１ 5F HOSスポーツクラブ

イオンモール佐野新都市 10.15(水) 栃木県佐野市高萩町1324-1 1F セントラルコート

イオンモール伊丹昆陽 10.15(水) 兵庫県伊丹市池尻4-1-1 光の広場

イオンモール各務原 10.15(水) 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 1F サニーコート

ｲｵﾝ津ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 10.15(水) 三重県津市桜橋3-446 1F セントラルコート

イオンモール津田沼 10.16(木) 千葉県習志野市津田沼1-23-1 1F さくら公園側特設会場

イオンモール各務原 10.16(木) 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 1F サニーコート

イオンモール富士宮 10.16(木) 静岡県富士宮市浅間町1-8 1F さくらコート

イオンモール津田沼 10.17(金) 千葉県習志野市津田沼1-23-1 1F さくら公園側特設会場

イオンモール北戸田 10.20(月) 埼玉県戸田市美女木東1-3-1 1F セントラルコート

イオンモール高松 10.20(月) 香川県高松市香西本町1-1 シーコート

イオンモール浜松市野 10.21(火) 静岡県浜松市東区天王町諏訪1981-3 1F シンフォニーコート

イオンモール八幡東 10.21(火) 福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102 ひまわりの広場

イオンモール大垣 10.22(水) 岐阜県大垣市外野2-100 1F 太陽の広場

イオンモール大日 10.23(木) 大阪府守口市大日東町1-18 サニーコート

ｲｵﾝ秦野ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 10.24(金) 神奈川県秦野市入船町12-1 2F ガーデンコート内キッズスペース

ｲｵﾝ明石ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 10.27(月) 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り3-3-1 2番街　海の広場　特設会場

イオンモール名古屋みなと 10.27(月) 愛知県名古屋市港区品川町2-1-6 1F ワールドコート

イオン新潟青山店 10.27(月) 新潟県新潟市西区青山２－５－１ 2F コミュニティ広場

イオンモール加西北条 10.28(火) 兵庫県加西市北条町北条308-1 樫の木コート

イオンモール八千代緑が丘 10.29(水) 千葉県八千代市緑ヶ丘2-1-3 2F ローズ広場

イオンモール東久留米 10.29(水) 東京都東久留米市南沢5丁目17番62号 イオンホール

イオンモール山形南 10.29(水) 山形県山形市若宮3-7-8 センターコート

イオンモール下妻 10.30(木) 茨城県下妻市堀籠972-1 1F フォレストコート

イオンモール小山 10.30(木) 栃木県小山市中久喜1467-1 専門店街 1F さくらコート

イオンモール熱田 10.30(木) 愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11 1F 正面イベントスペース

イオンモールかほく 10.30(木) 石川県かほく市内日角タ25 2F ダイニングパーク

イオンモールりんくう泉南 10.1(水) 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 イオンホール

イオンモール浜松志都呂 10.1(水) 静岡県浜松市西区志都呂2丁目37番1号 2F 専門店街イオンホール

イオンモール新瑞橋 10.1(水) 愛知県名古屋市南区菊住1-7-10 B1 1F セントラルコート

イオンモール鈴鹿 10.1(水) 三重県鈴鹿市庄野羽山4丁目1-2 1F 中央コート

イオンモール浜松志都呂 10.2(木) 静岡県浜松市西区志都呂2丁目37番1号 2F 専門店街イオンホール

イオンモール新瑞橋 10.2(木) 愛知県名古屋市南区菊住1-7-10 B1 1F セントラルコート

イオンモール広島府中 10.2(木) 広島県安芸郡府中町大須2丁目1-1 1Ｆ スターギャラリー

イオンモール川口前川 10.3(金) 埼玉県川口市前川1丁目１－１1 1F サウスコート

イオンモール伊丹 10.3(金) 兵庫県伊丹市藤ノ木1丁目１－１ 1F エンターテイメントコート

ならファミリー 10.3(金) 奈良県奈良市西大寺東町2丁目4-1 1F らくだ広場

イオンモール名古屋茶屋 10.3(金) 愛知県名古屋市港区茶屋2丁目11 2F イオンホール

イオンモール水戸内原 10.6(月) 茨城県水戸市中原町字西135番地 1F メインコート

イオンモール水戸内原 10.7(火) 茨城県水戸市中原町字西135番地 1F メインコート

イオンモール寝屋川 10.7(火) 大阪府寝屋川市緑町5番8号 コミュニティスペース

神戸ハーバーランドumie 10.7(火) 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目7番2号 ノースモール5F 大垣書店内 キッズスペース

イオンモール橿原 10.7(火) 奈良県橿原市曲川町7丁目20-1 イオンホール

イオンモール高岡 10.7(火) 富山県高岡市下伏間江383番地 1F セントラルコート
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イオンモール甲府昭和 10.7(火) 山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内1街区 1F さくら広場

イオンモール福津 10.7(火) 福岡県福津市日蒔野6丁目16番地の1 2F イオンホール

イオンモール広島祇園 10.7(火) 広島県広島市安佐南区祇園３丁目２-1 1F スマイルコート

イオンモール千葉ニュータウン 10.8(水) 千葉県印西市中央北3-2 3F イオンホール

イオンモール草津 10.8(水) 滋賀県草津市新浜町300番地 1F セントラルコート

イオンモール筑紫野 10.8(水) 福岡県筑紫野市立明寺434-1 2F イオンホール

イオンモール春日部 10.9(木) 埼玉県春日部市下柳420-1 1F 藤の広場

イオンモール筑紫野 10.9(木) 福岡県筑紫野市立明寺434-1 2F イオンホール

イオンモール春日部 10.10(金) 埼玉県春日部市下柳420-1 1F 藤の広場

イオンモール大和郡山 10.10(金) 奈良県大和郡山市下三橋町741 1F 北小路コート

イオンモール和歌山 10.14(火) 和歌山県和歌山市中字楠谷573番地 1F ヒルズコート

イオンモール大牟田 10.14(火) 福岡県大牟田市岬町3番4 ありあけコート

イオンモール高知 10.14(火) 高知県高知市秦南町1丁目4-8 専門店街 1F セントラルコート

イオンモール大和 10.15(水) 神奈川県大和市下鶴間1-2-1 1F ライトコート

イオンモール和歌山 10.15(水) 和歌山県和歌山市中字楠谷573番地 1F ヒルズコート

イオンモール福岡 10.15(水) 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 1F イーストコート

イオンモール大和 10.16(木) 神奈川県大和市下鶴間1-2-1 1F ライトコート

神戸ハーバーランドumie 10.16(木) 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目7番2号 サウスモール5F OSシネマズ フリースペース

イオンモール東浦 10.16(木) 愛知県知多郡東浦町大字緒川字申新田二区67-8 1F セントラルコート

イオンモール宇城 10.16(木) 熊本県宇城市小川町河江1-1 オアシスコート

イオンモール秋田 10.16(木) 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1 1F セントラルコート

イオンモールKYOTO 10.17(金) 京都府京都市南区西九条鳥居口町1番地 1F センターコート

イオンモール宮崎 10.17(金) 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 2F イオンホール

イオンモールつがる柏 10.17(金) 青森県つがる市柏稲盛幾世41 センターモール1Fシャコちゃんコート

イオンモール太田 10.20(月) 群馬県太田市石原町81番地 1F セントラルコート

イオンモール熊本 10.20(月) 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232 2F イオンホール

イオンモール倉敷 10.20(月) 岡山県倉敷市水江1番地 1F 第２イオンホール

イオンモール下田 10.20(月) 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 専門店街 1F 西コート

イオンモール名取 10.20(月) 宮城県名取市杜せきのした５丁目３番地の１ ウエストウィング

イオンモールつくば 10.21(火) 茨城県つくば市稲岡６６－１ イオンホール

イオンモールむさし村山 10.21(火) 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3 1F サウスコート

イオンモール熊本 10.21(火) 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232 2F イオンホール

イオンモール倉敷 10.21(火) 岡山県倉敷市水江1番地 1F 第２イオンホール

イオンモールつくば 10.22(水) 茨城県つくば市稲岡６６－１ イオンホール

イオンモール川口 10.22(水) 埼玉県川口市安行領根岸3180 1F セントラルコート

イオンモール京都五条 10.22(水) 京都府京都市右京区西院追分町25－1 イオンホール

ｲｵﾝ津南ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ　ｻﾝﾊﾞﾚｰ 10.22(水) 三重県津市高茶屋小森町145 1F サンバレーホール

イオンモール三光 10.22(水) 大分県中津市三光佐知1032 イオンホール

イオンモール都城駅前 10.22(水) 宮崎県都城市栄町４６７２番５ 2F イオンホール

mozoワンダーシティ 10.23(木) 愛知県名古屋市西区二方町40番 1F イーストコート

イオンモール岡崎 10.23(木) 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 セントラルコート

イオンモール東員 10.23(木) 三重県員弁郡東員町大字長深字築田５１０番地１ 1F　カブキコート

イオンモール羽生 10.24(金) 埼玉県羽生市川崎2-281-3 1F 西コート

mozoワンダーシティ 10.24(金) 愛知県名古屋市西区二方町40番 1F イーストコート

イオンモール高崎 10.27(月) 群馬県高崎市棟高町1400番地 専門店街 1F セントラルコート

イオンモール新居浜 10.27(月) 愛媛県新居浜市前田町8-8 サウスコート

イオンモール成田 10.28(火) 千葉県成田市ウイング土屋24 2F イオンホール

イオンモール堺北花田 10.28(火) 大阪府堺市北区東浅香山町4－1-12 センターコート

イオンモール神戸北 10.28(火) 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 1F さざんかコート

イオンモール木曽川 10.28(火) 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1 ノ－スコ－ト

イオンモール盛岡 10.28(火) 岩手県盛岡市前潟四丁目7番1号 専門店街 1F セントラルコート

イオンモール天童 10.28(火) 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内34街区 グリーンコート

イオンモール鶴見緑地 10.29(水) 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 サンシャインコート

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀーｿﾖｶふじみ野 10.30(木) 埼玉県ふじみ野市うれし野2-10-87 地下1F クイーンズ伊勢丹前

イオンモール日の出 10.30(木) 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237番 2F イオンホール

イオンモール鶴見緑地 10.30(木) 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 サンシャインコート

イオンモール幕張新都心 10.31(金) 千葉県千葉市美浜区豊砂１－１ ファミリーモール 1F ファミリーコート

イオンタウン仙台泉大沢 10.21(火) 宮城県仙台市泉区大沢1-5-1 1F セントラルコート

イオンタウン千種 10.22(水) 愛知県名古屋市千種区千種2-16-13 専門店街 1F セントラルコート

イオンタウン富士南 10.23(木) 静岡県富士市鮫島118-10 1F セントラルコート

イオンタウン千種 10.23(木) 愛知県名古屋市千種区千種2-16-13 専門店街 1F セントラルコート

イオンタウンおゆみ野 10.30(木) 千葉県千葉市緑区おゆみ野南5-37-1 1F 中央エスカレーター前広場

イオンモール札幌苗穂 10.9(木) 北海道札幌市東区東苗穂２条３丁目１－１ 1F モール側エスカレーター横

イオンモール旭川西 10.10(金) 北海道旭川市緑町23丁目2161-3 1F　グリーンコート

イオンモール札幌平岡 10.21(火) 北海道札幌市清田区平岡三条5丁目3-1 センターコート

イオンモール香椎浜 10.2(木) 福岡県福岡市香椎浜3丁目12番1 2F パブリックスペース

イオンモール佐賀大和 10.20(月) 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535番 イオンホール

イオンモール鹿児島 10.30(木) 鹿児島県鹿児島市東開町7 イオンホール


