
2017年8月29日
株式会社ツインクル

都道府県 店　舗　名 住　　　所 TEL

ベイシア安達店 福島県安達郡安達町油井字福岡140 0243-62-0255

ツルハドラッグ梁川店 福島県伊達市梁川町字町裏３４－１ 024-527-0268

PartyRico1Ｆ (イベント12月14日～） 福島県いわき市鹿島町米田字日渡5　エブリ２F 0246-46-0582

ライフポートわしおとぴあ店 福島県白河市結城２５ 0248-23-2525

カインズホーム郡山富田店 福島県郡山市富田町字上田向25-7 024-935-3111

カインズホーム前橋みなみモール店 群馬県前橋市新堀町862番地 0270-20-1111

ベイシア西部モール店 群馬県伊勢崎市宮子町3423-15 0270-26-1110

ベイシア伊勢崎店 群馬県伊勢崎市中央町19-1 0270-26-1111

ベイシア赤堀モール店 群馬県伊勢崎市市場町1-1542 0270-63-6111

ベイシア榛名店 群馬県群馬郡榛名町大字中里見字根岸79 027-374-2311

ベイシア吉井店 群馬県高崎市吉井町大字吉井字雑木味627 027-387-6511

カインズホームSC富岡甘楽店 群馬県甘楽郡甘楽町大字福島900 0274-74-7111

ベイシア尾島店 群馬県太田市安養寺15 0276-52-2111

文真堂書店広沢店 群馬県桐生市広沢町間ﾉ島202 0277-54-2638

ベイシア新里店 群馬県桐生市新里村大字小林235-1 0277-74-2411

ベイシア月夜野店 群馬県利根郡月夜野町大字下牧字二反田482 0278-62-0001

ベイシア渋川こもち店 群馬県渋川市吹屋657-30 0279-22-5111

文真堂書店渋川中央店 群馬県渋川市石原13-1 0279-23-5050

ベイシア渋川店 群馬県渋川市行幸田字砂田296 0279-24-8444

カインズホームSC前橋吉岡店 群馬県北群馬郡吉岡町大久保821 0279-55-6111

ベイシア吾妻店 群馬県吾妻郡吾妻町大字原町991-1 0279-68-0022

うさぎやツタヤ城内店 栃木県栃木市城内町2-6-23 0282-21-7351

ベイシア大平モール店 栃木県栃木市大平町下皆川(しもみなかわ）849－1 0282-45-2211

カインズホーム足利大月店 栃木県足利市大月町　3-2 0284-40-2111

文真堂書店足利助戸店 栃木県足利市助戸一丁目670－1 0284-41-4445

かましんもぴあ店 栃木県芳賀郡茂木町茂木178 0285-63-5420

ベイシア益子店 栃木県芳賀郡益子町七井中央10-1 0285-70-1811

ベイシア新真岡店 栃木県真岡市並木町1-3-5 0285-84-1111

かましん大曽店 栃木県宇都宮市大曽3-4-5 028-600-3221

うさぎや宇都宮東簗瀬店 栃木県宇都宮市東簗瀬１丁目41-3 028-610-9701

ビッグワンツタヤ竹林店 栃木県宇都宮市竹林549-1 028-616-1808

うさぎや宇都宮テクノ店 栃木県宇都宮市ゆいの杜4－1－39 028-670-8771

ベイシアさくら氏家店 栃木県さくら市氏家725 028-681-8855

カインズホーム新矢板店 栃木県矢板市矢板90番地 0287-43-2222

ベイシア矢板店 栃木県矢板市末広町25-1 0287-44-3511

ベイシア今市モール店 栃木県今市市芹沼字石神殿1470-1 0288-21-1111

かましん日光森友店 栃木県日光市森友789 0288-30-1131

かましん今市店 栃木県日光市今市456 0288-30-1133

『進撃の巨人』クリアコースター・クリアファイル取扱店舗

【クリアコースター】

福島県

群馬県

栃木県



ギガマート古河店 茨城県古河市旭町1-14-1 0280-30-0456

ベイシア古河総和店 茨城県古河市大堤682 0280-30-1533

買取王鉾田店 茨城県鉾田市新鉾田１丁目５−８ 0291-32-6625

ケーズデンキシーサイドひたちなか店 茨城県ひたちなか市新光町30-1 029-265-1181

セイブ大洗店 茨城県大洗町字見付久保8244-26 029-266-1731
ツルハドラッグ水戸千波西店 茨城県水戸市千波町1742-1 029-305-6268

ベイシア高萩店 茨城県高萩市下手網字ヤワコ田1058 0293-23-7111

セイミヤ馬渡店 茨城県ひたちなか市馬渡2563 029-354-1761

ベイシア日立店 茨城県日立市留町字前川1270-2 0294-27-1110

トライアル筑西店 茨城県筑西市玉戸1086-5 0296-26-7001

笠間エスシー協同組合 茨城県笠間市赤坂8 0296-70-1234

ハローズ竜ヶ崎店 茨城県竜ヶ崎市小柴5-1-2 0297-60-2586

リボンとりで 茨城県取手市新町1-9-1 0297-71-3501

ブックエースLALAガーデンつくば店 茨城県つくば市小野崎字千駄苅278-1 029-861-1811

スポーツランド石岡 茨城県石岡市杉並4-5-40 0299-24-5111

ベイシア玉造店 茨城県行方市玉造町甲642-1 0299-55-4477

セイミヤモール麻生店 茨城県行方市麻生3288-50 0299-72-3001

ベイシア神栖店 茨城県神栖市大野４丁目8-67 0299-93-5111

ヨークマート下板橋店 東京都板橋区板橋2-1-1 03-3964-3128

ツタヤセブンタウン小豆沢店 東京都板橋区小豆沢３丁目９－５ 03-5914-1355

ベイシア八街店 千葉県八街市八街字初番杭は20-1 043-440-6888

ベイシア市原八幡店 千葉県市原市八幡海岸2381-1 0436-40-7100

カインズホーム市原店 千葉県市原市更級3-1-1 0436-63-5000

USシネマ(旧ｼﾈﾏｯｸｽちはら台) 千葉県市原市ちはら台西３丁目4 0436-76-9000

カインズホーム富津店 千葉県富津市青木1-1-1 0439-88-6111

カインズホーム館山店 千葉県館山市大字高井字上畑作1771 0470-25-7111

三洋堂岬店 千葉県いすみ市岬町大字江場土字関内１８６３ 0470-80-3134

ベイシア野田桜の里店 千葉県野田市桜の里2-1 04-7126-1000

ハローズSAかしわ沼南店 千葉県柏市風早1-3-13 04-7192-4000

ギガマート五香店 千葉県松戸市五香8－44－6 047-394-0031

ヨークマート東道野辺店 千葉県鎌ヶ谷市東道野辺5-16-38 047-442-7877

ベイシア茂原店 千葉県茂原市腰当7 0475-27-1105

ベイシア長生店 千葉県長生郡長生村大字金田3237 0475-30-0188

ベイシア富里店 千葉県富里市七栄532 0476-90-3377

セイミヤ佐原玉造店 千葉県香取市玉造2-1-3 0478-52-5311

カインズホーム香取小見川店 千葉県香取市野田４５０ 0478-83-7000

カインズホームSC八日市場店 千葉県匝瑳市八日市場ロ横田118 0479-79-6111

ベイシアひだかモール店 埼玉県日高市大字森戸新田字藤久保88-5 042-985-3000

ギガマート上安松店 埼玉県所沢市上安松1034-1 042-991-1010

ベイシア栗橋店 埼玉県北葛飾郡栗橋町東6-15-1 0480-55-0700

カインズホーム大利根店 埼玉県加須市琴寄　70 0480-78-2111

ベイシア大利根店 埼玉県加須市琴寄144 0480-78-2220

ヨークマート芝前川店 埼玉県川口市芝下3－37－28 048-261-4821

ヨークマート柳崎店 埼玉県川口市柳崎5－1－35 048-268-6166

ヨークマート下前店 埼玉県戸田市霜前2－1－12 048-447-4441

カインズホーム蓮田店 埼玉県蓮田市閏戸4109-1 048-767-2000

ヨークマート下日出谷店 埼玉県桶川市下日出谷西1-33-1 048-787-1818

ギガマート上日出谷店 埼玉県桶川市大字上日出谷1173ｰ1 048-787-8555

ヨークマート東岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪5-1-1 048-794-3133

カインズホーム浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区寺山字下145 048-878-2111

ヨークマート越谷赤山 埼玉県越谷市赤山5-8-39 048-963-3363

ベイシア鶴ヶ島店 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町2-5-15 049-272-4111

カインズホーム鶴ヶ島店 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町1-1-3 049-286-6111

ベイシア川島インター店 埼玉県比企郡川島町上伊草1175-1 049-299-2288

ベイシアなめがわ森林モール店 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾 2780 0493-57-1112

カインズホーム嵐山店 埼玉県比企郡嵐山町大字平澤字遠道800-1 0493-63-1111

カインズホーム本庄早稲田店 埼玉県本庄市早稲田の杜二丁目１番１ 0495-23-5000

カインズホーム上里本庄店 埼玉県児玉郡上里町大字神保原字北稲塚1845 0495-35-1111

埼玉県

茨城県

東京都

千葉県



都道府県 店　舗　名 住　　　所 TEL

福島県 みどり書房桑野店 福島県郡山市下亀田16-16 024-939-0047

WG境Ｆｉｓｓ店 茨城県猿島郡境町1156-1 0280-81-1622

ブックエース日立鮎川店 茨城県日立市鮎川町5-1-1 0294-28-5300

三洋堂書店石岡店 茨城県石岡市東光台３丁目１－８ 0299-28-2334

ベイシア神栖店 茨城県神栖市大野４丁目8-67 0299-93-5111

うさぎや宇都宮東簗瀬店 栃木県宇都宮市東簗瀬１丁目41-3 028-610-9701

うさぎや宇都宮テクノ店 栃木県宇都宮市ゆいの杜4－1－39 028-670-8771

埼玉県 ベイシアひだかモール店 埼玉県日高市大字森戸新田字藤久保88-5 042-985-3000

USシネマ(旧ｼﾈﾏｯｸｽちはら台) 千葉県市原市ちはら台西３丁目4 0436-76-9000

WG旭店 千葉県旭市二字五郎作5888-1 0479-60-3140

サンモール旭 千葉県旭市イー2685番地 0479-63-8388

ベイシア栗橋（イベント10月5日～） 埼玉県北葛飾郡栗橋町東6-15-1 0480-55-0700

カインズホーム鶴ヶ島店 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町1-1-3 049-286-6111

文真堂書店秩父黒谷店 埼玉県秩父市黒谷１１９８－１ 0494-25-5088

カインズホーム本庄早稲田店 埼玉県本庄市早稲田の杜二丁目１番１ 0495-23-5000

茨城県

栃木県

千葉県

埼玉県

【クリアファイル】


