
ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン　取り扱い店舗リスト
店名 郵便番号 住所

北海道

札幌桑園 060-0008 北海道札幌市中央区北8条西14-28

札幌藻岩 005-0802 北海道札幌市南区川沿2条2-1-1

札幌元町 065-0031 北海道札幌市東区北31条東15-1-1

札幌平岡 004-0873 北海道札幌市清田区平岡三条5-3-1

札幌発寒 063-0828 北海道札幌市西区発寒8条12丁目1番地

千歳 066-0061 北海道千歳市栄町6-51

旭川西 070-0823 北海道旭川市緑町23丁目2161-3

苫小牧 053-0053 北海道苫小牧市柳町3丁目1番20号

釧路 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木1-1-7

北見 090-0052 北海道北見市北進町1-1-1

小樽 047-0008 北海道小樽市築港11-6

札幌苗穂 007-0802 北海道札幌市東区東苗穂2条3丁目1-1

江別 069-0812 北海道江別市幸町35

新さっぽろ 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5-7-1

青森

藤崎 038-3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田1-7-1

下田 039-2112 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1

秋田

横手 013-0043 秋田県横手市安田字向田147

秋田中央 010-0029 秋田県秋田市楢山川口境5-11

福島

イオンスタイルいわき小名浜 971-8101 福島県いわき市小名浜字辰巳町79番地

いわき 970-8026 福島県いわき市平字三倉68-1

福島 960-0112 福島県福島市南矢野目字西荒田50番地の17

郡山フェスタ 963-0534 福島県郡山市日和田町字小原1

山形

山形南 990-2453 山形県山形市若宮3-7-8

岩手

盛岡 020-0148 岩手県盛岡市前潟4-7-1

前沢 029-4204 岩手県奥州市前沢向田2-85

宮城

イオンスタイル名取 981-1227 宮城県名取市杜せきのした5丁目3番地の1

仙台 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-3-6

石巻 986-0866 宮城県石巻市茜平四丁目104番地

茨城

イオンスタイル水戸内原 319-0317 茨城県水戸市内原2丁目1番地

下妻 304-0033 茨城県下妻市堀籠972-1

笠間 309-1616 茨城県笠間市赤坂8

土浦 300-0811 茨城県土浦市上高津367

古河 306-0012 茨城県古河市旭町1-2-17

栃木・群馬

イオンスタイル高崎 370-3521 群馬県高崎市棟高町1400番地

栃木 328-0075 栃木県栃木市箱森町37-9

小山 323-0806 栃木県小山市中久喜1467-1

今市 321-2414 栃木県日光市豊田79-1

太田 373-0808 群馬県太田市石原町81番地

イオンスタイル佐野新都市 327-0821 栃木県佐野市高萩町1324-1

埼玉

熊谷 360-0815 埼玉県熊谷市本石2-135

イオンスタイル入間 358-0013 埼玉県入間市上藤沢462-1

イオンスタイル北戸田 335-0032 埼玉県戸田市美女木東1-3-1

与野 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9

浦和美園 336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園5丁目50番地1

新座 352-0001 埼玉県新座市東北2-32-12
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大宮 331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-574-1

春日部 344-0122 埼玉県春日部市下柳420-1

川口前川 333-0842 埼玉県川口市前川1-1-11

羽生 348-0039 埼玉県羽生市川崎2丁目281番地3

イオンスタイルレイクタウン 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1

千葉

八街 289-1104 千葉県八街市文違301

イオンスタイル成田 286-0029 千葉県成田市ウイング土屋24

千葉ニュータウン 270-1350 千葉県印西市中央北3-1-1

ダブルフォーカスユーカリが丘 285-0850 千葉県佐倉市西ユーカリが丘6丁目12番地の3

八千代緑が丘 276-0049 千葉県八千代市緑が丘2丁目1番3

津田沼 275-0016 千葉県習志野市津田沼1-23-1

ノア 278-0031 千葉県野田市中根36-1

船橋 273-0045 千葉県船橋市山手1-1-8

イオンスタイル幕張新都心 261-0024 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1

鎌ケ谷 273-0107 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2-7-1

稲毛 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台1-4-20

市川妙典 272-0111 千葉県市川市妙典5丁目3番1号

イオンスタイル新浦安 279-0012 千葉県浦安市入船1-4-1

東京

イオンスタイル板橋 175-0083 東京都板橋区徳丸2丁目6-1

イオンスタイル南砂 136-0076 東京都江東区南砂6-7-15

葛西 134-0088 東京都江戸川区西葛西3-9-19

イオンスタイル碑文谷 152-0003 東京都目黒区碑文谷4-1-1

練馬 179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1

日の出 190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井237番地3

東久留米 203-0023 東京都東久留米市南沢5-17-62

むさし村山 208-0022 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3

神奈川

久里浜 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜5丁目13-1

金沢シーサイド 236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木2-13-1

イオンスタイル東神奈川 221-0821 神奈川県横浜市神奈川区富家町1

本牧 231-0821 神奈川県横浜市中区本牧原7-1

橋本 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本6-2-1

大和鶴間 242-0001 神奈川県大和市下鶴間1-2-1

茅ヶ崎中央 253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16

大和 242-0023 神奈川県大和市渋谷六丁目6番地1

相模原 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵2-10-1

秦野 257-0041 神奈川県秦野市入船町12-1

海老名 243-0432 神奈川県海老名市中央2-4-1

イオンスタイル湘南茅ヶ崎 253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-7-71

新潟

新潟西 950-2028 新潟県新潟市西区小新南2丁目1番10号

イオンスタイル新潟南 950-0150 新潟県新潟市江南区下早通柳田1-1-1

新発田 957-0061 新潟県新発田市住吉町5丁目11番5号

新潟東 950-0813 新潟県新潟市東区大形本町3-1-2

十日町 948-0000 新潟県十日町市字川端丑784-1

上越 943-0173 新潟県上越市富岡3457

小千谷 947-0042 新潟県小千谷市大字平沢新田字荒田339

県央 959-1232 新潟県燕市井土巻3丁目65番

長野

イオンスタイル上田 386-0018 長野県上田市常田2-12-18

箕輪 399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪9025

南松本 390-0833 長野県松本市双葉5-20

飯田 395-0002 長野県飯田市上郷飯沼1575
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佐久平 385-0029 長野県佐久市佐久平駅南11-10

中野 383-0012 長野県中野市大字一本木252-1

豊科 399-8205 長野県安曇野市豊科4272-10

飯田アップルロード 395-0805 長野県飯田市鼎一色456

北陸

イオンスタイル高岡南 933-0813 富山県高岡市下伏間江383番地

イオンスタイルかほく 929-1126 石川県かほく市 内日角 タ 25番

松任 924-0841 石川県白山市平松町102-1

加賀の里 922-0013 石川県加賀市上河崎町47-1

イオンスタイル新小松 923-0862 石川県小松市清六町315番地

イオンスタイルとなみ 939-1344 富山県砺波市中神一丁目174

金沢 920-3126 石川県金沢市福久2丁目58番地

岐阜

関 501-3936 岐阜県関市倉知516

各務原 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町3-8

大垣 503-0933 岐阜県大垣市外野2丁目100番地

柳津 501-6104 岐阜県岐阜市柳津町本郷4-1-1

静岡

清水 424-0871 静岡県静岡市清水区上原1丁目6番16号

袋井 437-0125 静岡県袋井市上山梨4丁目1番地の1

浜松市野 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3

焼津 425-0045 静岡県焼津市祢宜島555番地

イオンスタイル富士宮 418-0032 静岡県富士宮市浅間町1-8

愛知

三好 470-0224 愛知県みよし市三好町青木91

田原 441-3421 愛知県田原市田原町南新地76-1

高橋 471-0014 愛知県豊田市東山町1-5-1

半田 475-0837 愛知県半田市有楽町8-7

岡崎南 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字ばら山1-1

豊橋南 441-8124 愛知県豊橋市野依町字落合1-12

小牧 485-0831 愛知県小牧市東1-126

扶桑 480-0105 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚5-1

イオンスタイル常滑 479-0882 愛知県常滑市りんくう町 2丁目20番3

瀬戸みずの 489-0909 愛知県瀬戸市みずの坂2丁目253番地

イオンスタイル東浦 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2

イオンスタイル長久手 480-1100 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内5・10・11街区

イオンスタイル豊田 471-0864 愛知県豊田市広路町1-1

豊川 442-0048 愛知県豊川市開運通2-31

春日井 486-0927 愛知県春日井市柏井町4-17

大高 459-8001 愛知県名古屋市緑区南大高2丁目450番地

守山 463-0812 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根3丁目1228番地

南陽 455-0873 愛知県名古屋市港区春田野1-330

イオンスタイル名古屋茶屋 455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11

ナゴヤドーム前 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3

新瑞橋 457-0012 愛知県名古屋市南区菊住1丁目7-10

イオンスタイルワンダーシティ 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40

三重・和歌山

大安 511-0272 三重県いなべ市大安町高柳1945

東員 511-0255 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510番地1

明和 515-0348 三重県多気郡明和町中村1223番地

四日市尾平 512-0921 三重県四日市市尾平町字天王川原1805

久居 514-1101 三重県津市久居明神町風早2660

伊賀上野 518-0838 三重県伊賀市上野茅町2519

名張 518-0725 三重県名張市元町376

鈴鹿 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2
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伊勢 516-0014 三重県伊勢市楠部町乙160-2

津 514-0003 三重県津市桜橋3丁目446

四日市北 510-8016 三重県四日市市富州原町2番40号

和歌山

新宮 647-0052 和歌山県新宮市橋本2-14-23

イオンスタイル和歌山 640-8451 和歌山県和歌山市中字楠谷573番地

京都・滋賀

長浜 526-0847 滋賀県長浜市山階町271-1

久御山 613-0024 京都府久世郡久御山町森南大内156-1

近江八幡 523-0898 滋賀県近江八幡市鷹飼町南3丁目7番

イオンスタイル京都五条 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町25-1

イオンスタイル京都桂川 601-8211 京都府京都市 南区久世高田町376番1

高の原 619-0223 京都府木津川市相楽台1丁目1番1

亀岡 621-0815 京都府亀岡市古世町西内坪101

奈良

桜井 633-0061 奈良県桜井市上之庄278-1

五條 637-0004 奈良県五條市今井2-150

大和郡山 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町741

北大阪

高槻 569-0093 大阪府高槻市萩之庄3-47-2

イオンスタイル四条畷 575-0001 大阪府四條畷市砂4丁目3番2号

イオンスタイル大日 570-0016 大阪府守口市大日東町1番18号

鴻池 578-0972 大阪府東大阪市鴻池町1-1-72

イオンスタイル茨木 567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町8番30号-3

鶴見緑地 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目17-1

大阪ドームシティ 550-0023 大阪府大阪市西区千代崎3丁目13番1

古川橋駅前 571-0030 大阪府門真市末広町41-2

喜連瓜破駅前 547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破2丁目1番13号

日根野 598-0021 大阪府泉佐野市日根野2496-1

堺北花田 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町4丁1-12

りんくう泉南 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3番12

和泉府中 594-0076 大阪府和泉市肥子町2-2-1

長吉 547-0015 大阪府大阪市平野区長吉長原西1-1-10

兵庫

三田ウッディタウン 669-1321 兵庫県三田市けやき台1丁目6番地2

イオンスタイル洲本 656-0021 兵庫県洲本市塩屋1-1-8

南淡路 656-0511 兵庫県南あわじ市賀集八幡北378-1

イオンスタイル伊丹昆陽 664-0027 兵庫県伊丹市池尻4丁目1番地1

神戸北 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台8丁目1番1号

西宮 663-8014 兵庫県西宮市林田町2-24

和田山 669-5215 兵庫県朝来市和田山町枚田岡774

小野 675-1378 兵庫県小野市王子町868-1

加古川 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家615-1

明石 674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り3丁目3-1

姫路 670-0807 兵庫県姫路市増位本町2-12-10

赤穂 678-0232 兵庫県赤穂市中広字別所55-3

三木 673-0404 兵庫県三木市大村字砂163

姫路リバーシティ 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江2560番地

社 673-1431 兵庫県加東市社1126-1

高砂 676-0019 兵庫県高砂市緑丘2-1-40

加西北条 675-2312 兵庫県加西市北条町北条308-1

山陽

倉敷 710-0802 岡山県倉敷市水江1

宇品 734-0003 広島県広島市南区宇品東6丁目1番15号

津山 708-0842 岡山県津山市河辺1000-1



ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン　取り扱い店舗リスト
店名 郵便番号 住所

イオンスタイル広島府中 735-0021 広島県安芸郡府中町大須2丁目1-1

広 737-0125 広島県呉市広本町2-17-1

広島祇園 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園3丁目2-1

防府 747-0802 山口県防府市中央町1-3

イオンスタイル岡山 700-0907 岡山県岡山市北区下石井1丁目2番1号

山陰

鳥取北 680-0904 鳥取県鳥取市晩稲348番地

大田 694-0044 島根県大田市長久町土江97

日吉津 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1

ダブルフォーカス　出雲 693-0004 島根県出雲市渡橋町1066

四国

イオンスタイル高知 780-0026 高知県高知市秦南町1-4-8

新居浜 792-0007 愛媛県新居浜市前田町8番8号

イオンスタイル徳島 770-0865 徳島県徳島市南末広町4番1号

イオンスタイル今治新都市 794-0068 愛媛県今治市にぎわい広場1番地1

高松 761-8012 香川県高松市香西本町1番1

綾川 761-2304 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1

福岡

福岡伊都 819-0379 福岡県福岡市西区北原1-2-1

八幡東 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田3丁目2-102

福岡 811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1

直方 822-0008 福岡県直方市湯野原2丁目1-1

長崎

大村 856-0836 長崎県大村市幸町25-200

大塔 857-1161 長崎県佐世保市大塔町14-2

大分

高城 870-0154 大分県大分市高城西町28-1

熊本

天草 863-0046 熊本県天草市亀場町食場後山下740

熊本 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232

宮崎

宮崎 880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1

鹿児

鹿児島 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町7

沖縄

那覇 901-0155 那覇市金城 5-10-2

北谷 904-0115 中頭郡北谷町字美浜 8番地の3

具志川 904-2235 うるま市字前原幸崎原303

名護 905-0012 名護市字名護見取川原４４７２

南風原 901-1104 島尻郡南風原町字宮平２６４

ライカム 901-2306 中頭郡北中城村字ライカム1番地


