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運
営
風
景・トリケラトプス　・ティラノサウルス

・ステゴサウルス　・スピノサウルス
・アンキロサウルス

会場に設置された恐竜を巡ってオリジナルブックにスタンプを集めるスタ
ンプラリー( 景品あり)をプラスして王国を更に盛り上げます! 子どもたち
が夢中になること間違いなし！ ※景品は応相談

会場内に設置された恐竜のクイズを巡っ
て、景品をゲットしよう！ こどもも大人も
恐竜博士になろう！ 遊べて学べる、恐竜
好きにはたまらないワクワクの詰まった
イベントです！　※景品は応相談

その他の動く
大型昆虫ロボット
ラインナップ!

【小】
全長1.9m
幅1.4m
高さ1.9m

【大】
全長3.0m
幅2.4m
高さ2.2m

【小】
全長2.55m
幅2.7m
高さ1.4m

【大】
全長5.0m
幅2.5m
高さ3.1m

【小】
全長2.69m
幅1.45m
高さ1.56m

カブトムシ ナナホシテントウ

オオスズメバチ

オオカマキリ

【大】
全長5.0m
幅2.5m
高さ1.8m

【小】
全長2.66m
幅1.12m
高さ0.95m

【大】
全長5.0m
幅1.8m
高さ1.8m

【小】
全長3.1m
幅1.7m
高さ1.9m

【大】
全長5.2m
幅2.3m
高さ2.4m

ヘラクレスオオカブト

アリ
全長0.8m

ミヤマクワガタ

全長2.3m
幅1.9m
高さ0.95m

【動く大型恐竜ロボット】 【動く大型昆虫ロボット】

【昆虫ライド】

【恐竜王国スタンプラリー】 【恐竜王国クイズラリー】

卵の殻 縦型タイプ
高さ：1.5m ／幅：1m

総重量：30kg

ポップアップ恐竜卵
高さ：1.5m ／幅：1m

総重量：50kg

卵の殻 横型タイプ
高さ：1.3m ／幅：1.2m

奥行き：1.5m
総重量：80kg

【ガオガオウオーク】 【恐竜操縦ステーション】【ガオガオライド】

【恐竜の骨格と化石】

大小
【恐竜のジオラマ】

【恐竜のベンチ】

【卵のフォトスペース 】
※縦型・横型タイプのそれぞれに恐竜ロボットが入った恐竜卵が隣に付きます。

・トリケラトプス
・ステゴサウルス
・アンキロサウルス
・ブラキオサウルス

・トリケラトプス
・アンキロサウルス
・カスモサウルス
・スティラコサウルス ・トリケラトプス

・ティラノサウルス
・ステゴサウルス
・スピノサウルス
・アンキロサウルス

サイズ（台含む）
高さ0.93m ／幅0.8m ／奥行き0.8m

※スタンプ見本 ※スタンプブック見本

・アパトサウルス
・ティラノサウルス
・アロサウルス
・モノロフォサウルス
・トリケラトプス

各全長 約4m
各全長 約2m

年齢制限：3〜12歳　体重制限：40kgまで 年齢制限：3〜12歳
体重制限：40kgまで

拡大図

イグアノドン
全長：4m ／高さ：1.4m
幅：1.1m

パキケファロサウルス
全長：4.9m
高さ：2.2m
幅：0.9m

※表示サイズは目安です。

パラサウロロフス
全長：4.3m ※5mタイプあり
高さ：2.2m ／幅：1m

ヴェロキラプトル
全長：3.2m ／高さ：1.2m ／幅：0.5m

アパトサウルス
全長：8.4m
高さ：2.9m 
幅：1.1m

全長：2.7m
高さ：1.1m

（角含む） 
幅：0.85m

アンキロサウルス
全長：4m ※5mタイプあり
高さ：1.2m ／幅：1.1m

カマラサウルス
全長：5.1m
高さ：2.3m ／幅：1m

ステゴサウルス
全長：4m ／高さ：2m ／幅：1m

プテラノドン
大）全長：6.0m（翼を広げた状態）／奥行き：3.3m
小）全長：4.0m（翼を広げた状態）／奥行き：1.6m

【水生甲虫】
・ゲンゴロウ　全長：2.2m ／幅：1.4m　
・タガメ　全長：2.6m ／幅：1.4m
・トンボ　全長：3.2m ／幅：1m

【甲虫】
・カブトムシメス　全長：2.5m ／幅：1.5m　
・クワガタ　全長：3m ／幅：1.3m
・カナブン　全長：1.7m ／幅：0.9m

【羽を持つ昆虫】
・モンキチョウ　全長：1.5m ／幅：1.5m ／高さ：2.4m
・モンシロチョウ　全長：1.5m ／幅：1.5m ／高さ：1.8m
・アゲハチョウ　全長：2m ／幅：2.5m ／高さ：2.8m
・ハチ　全長：2.4m ／幅：2.8m
・セミ　全長：2.8m ／幅：1.35m
・タマムシ　全長：4m ／幅：1.1m
・ゴマダラカミキリ　全長：2.1m ／幅：4m

【土の虫】
・カブト幼虫　全長：1.25m ／幅：1m
・ダンゴムシ　全長：2.25m ／幅：0.85m
・ダンゴムシ(丸) 全長：1m ／幅：1m

【草原の虫】
・トノサマバッタ　全長：3.7m ／幅：1.2m
・スズムシ　全長：2.7m ／幅：2.2m
・カマキリ　全長：5.3m ／幅：2.3m
・テントウムシ　全長：1.25m ／幅：0.8m

トリケラトプス親子
親）全長：4m ／高さ：1.5m ／幅：1m
子）全長：1.4m ／高さ：0.8m ／幅：0.5m

ティラノサウルス
全長：5m ／高さ：2m ／幅：1m

スピノサウルス
全長：4m ※5mタイプあり
高さ：1.6m ／幅：0.8m

ヘラクレスオオカブト
全長：1.78m ／幅：0.7m ／高さ：0.84m

（角まで込み）

クワガタ 
全長：1.7m ／幅：0.7m ／高さ：0.84m

（角まで込み）

カブトムシ 
全長：1.6m ／幅：0.7m ／高さ：0.9m

（角まで込み）

カマキリ 
全長：1.85m ／幅：0.7m ／高さ：1.1m

（触覚とカマまで込み）

ディロフォサウルス
大）全長：5.3m ／高さ：2m ／幅：1.1m
小）全長：4.2m ／高さ：1.7m ／幅：0.9m
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ロケーション・実績一覧
感動空間提供実績
▶百貨店
北海道：さっぽろ東急百貨店／宮城：さくらの百貨店／茨城：水戸京成百貨店／栃木：東武宇都宮
百貨店大田原店　東武百貨店宇都宮店／埼玉：西武所沢店　そごう大宮店　丸広百貨店川越店　
八木橋百貨店本店／千葉：柏高島屋　そごう千葉　東武百貨店船橋店／東京：恵比寿三越　京王
百貨店新宿店　新宿高島屋　西武百貨店池袋本店　高島屋日本橋本店　玉川高島屋　東急百貨店
吉祥寺店　東急百貨店本店　東武百貨店池袋店　日本橋三越本店　松屋銀座　三越伊勢丹新宿店
／神奈川：伊勢丹相模原店　港北東急百貨店　そごう横浜店／京都：大丸百貨店京都店　MOMO
テラス／大阪：京阪百貨店守口店　大丸百貨店心斎橋店／広島：天満屋福山店／山口：井筒屋宇
部店／福岡：井筒屋黒崎店　井筒屋小倉店

▶テーマパーク
北海道：石炭博物館　第二名水亭　ホテルまほろば／岩手：小岩井農場／宮城：アイスリンク仙台
／秋田：秋田ふるさと村／福島：いわき市石炭・化石館・ほるる　スパリゾートハワイアンズ／栃木：
とちのきファミリーランド　那須どうぶつ王国　那須ハイランドパーク／埼玉：西武園ゆうえんち　
西武ドーム前　東武動物公園　ムーミンバレーパーク／千葉：京成バラ園　千葉こどもの国キッズ
ダム内　マザー牧場／東京：浅草浅草寺　NHKスタジオパーク　サマーランド　サンリオピューロ
ランド　J-WORLDTOKYO　TEIEN TOKYO　東京ドームシティ　東武ホテルレバント東京　とし
まえん　ナムコナンジャタウン　メガウェブ　メディアージュ　ルミネ・ザ・よしもと／神奈川：orbi
横浜　くりはま花の国　さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト　等々力競技場　日本郵船氷川丸　
箱根園　パシフィコ横浜　八景島　帆船日本丸　横浜マリンタワー／新潟：新潟県立こども自然王
国／福井：芝政ワールド　スキージャム勝山　レインボーライン／山梨：富士急ハイランド／長野：
佐久スキーガーデンパラダ／静岡：伊豆アニマルキングダム　伊豆の国パノラマパーク　はままつフ
ラワーパーク　富士山樹空の森　三島スカイウォーク／愛知：安城デンパーク　ナゴヤドーム　日本
モンキーパーク　ラグナシア／京都：東映太秦映画村／大阪：ドリーム２１　ひらかたパーク　ボー
トレース住之江　吉本笑店街／兵庫：淡路ファームパークイングランドの丘　東条湖おもちゃ王国　
ニジゲンノモリ／愛媛：えひめこどもの城／福岡：ソラリア西鉄ホテル／佐賀：玄海町次世代エネル
ギーパークあすぴあ　武雄・嬉野市メルヘン村／長崎：ハウステンボス／大分：セントレジャー城島
高原パーク　ハーモニーランド

▶大型ショッピングセンター
北海道：アリオ札幌　イオンオール札幌苗穂　イオンモール札幌平岡　イトーヨーカドー屯田店　
千歳アウトレットモール・レラ　東武イーストモール端野店　東武サウスヒルズ中標津店　函館ポー
ルスター　三井アウトレットパーク札幌北広島／青森：イオンモールつがる柏　イトーヨーカドー青
森店　イトーヨーカドー八戸沼館店　ヒロロ／岩手：イオンモール盛岡　イオンモール盛岡南／宮
城：イオンタウン仙台泉大沢　イオンモール石巻　イオンモール富谷　ザ・モール仙台長町　
SELVA　三井アウトレットパーク仙台港／秋田：ALIVE　イオンモール秋田／福島：イオンタウン
郡山　ウィル福島　郡山ユラックス熱海／茨城：アクロスモール守谷　あみプレミアム・アウトレッ
ト　イーアスつくば　イオンタウン守谷　イオンモール下妻　イオンモールつくば　イオンモール土
浦　クイズモール龍ヶ崎　ショッピングプラザ　ラ・ラ・ルー　西友楽市守谷店　たつのこまち龍ヶ
崎モール　つくばウェルネスパーク　つくばクレオスクエア　ファッションクルーズニューポートひた
ちなか　LALAガーデンつくば　竜ケ崎ショッピングセンターサプラ／栃木：アシコタウンあしかが
　イオンモール小山　イオンモール佐野新都心　おやまゆうえんハーヴェストウォーク　スーパービ
バホーム足利堀込店　那須ガーデンアウトレット　ベルモール／群馬：イオンモール太田　高崎サ
ティ(現 イオンモール高崎)　けやきウォーク前橋　SMARK伊勢崎／埼玉：上尾ショーサンプラザ
　アトレ川越　アリオ上尾　アリオ川口　アリオ深谷　アリオ鷲宮　大宮サティ(現 イオン大宮)　カ
ルフール狭山(現 イオン狭山店)　イオンタウン上里　イオンタウン吉川美南　イオンモール浦和美
園　イオンモール川口前川　イオンモール北戸田　イオンモール羽生　イオンモール与野　イオンレ
イクタウンkaze/イオンレイクタウンmori　イトーヨーカドー大宮宮原店　イトーヨーカドー錦町　
イトーヨーカドー三郷店　ウニクス秩父　ウニクス南古谷　桶川マイン　コクーンシティ　スーパー
バリュー上尾愛宕店　スーパービバホーム加須　スーパービバホーム埼玉大井店　スーパービバ
ホームさいたま新都心　スーパービバホーム三郷店　ステラタウン　西武本川越ぺぺ　アウトレット
モールリズム(現 ソヨカふじみ野)　ホーマック上尾店(現 DMCホーマック上尾店)　 ピオニ
―ウォーク東松山　ビバモール加須　マルイファミリー志木　三井アウトレットパーク入間　南越谷
ラクーン　モラージュ菖蒲　ララガーデン春日部　ララガーデン川口　ららぽーと新三郷　ららぽー
と富士見　レイクタウンアウトレット　ワカバウォーク／千葉：アクロスモール新鎌ヶ谷　アトレ松戸
　あびこショッピングプラザ　アリオ市原　アリオ蘇我　イオン市川妙典　稲毛サティ(現 イオン稲
毛店)　イオンタウン館山　イオンタウン成田富里　イオン野田七光台　イオンモール木更津　イオ
ンモール千葉ニュータウン　イオンモール成田　イオンモール富津　カルフール幕張(現 イオンモー
ル幕張新都心)　イオン八千代緑が丘ショッピングセンター (現 イオンモール八千代緑が丘)　 イ
トーヨーカドー東習志野店　イトーヨーカドー八千代店　イトーヨーカドー四街道店　ショッピング
センターサンモール　流山おおたかの森SC　ニッケコルトンプラザ　BIG HOPガーデンモール印西
　ビビット南船橋　フェスティバルウォーク蘇我　プラーレ松戸　フルルガーデン八千代　プレナ幕
張　牧の原モア　MARINPIA　三井アウトレットモール木更津　ミレニティ中山　モラージュ柏　モ
リシア津田沼　ユアエルム千葉店mio　ユアエルム成田店　ユーカリプラザ　ユニモちはら台　ゆみ
～る鎌取ショッピングセンター　ららぽ―と柏の葉　ららぽーとTOKYO-BAY　ワンズモール／東
京：アイテラス落合南長崎　赤羽アピレ　アクアシティお台場　アクロスモール八王子みなみ野　浅
草EKIMISE　浅草ROX　アスタ西東京　有明ガーデン　アリオ葛西　アリオ亀有　アリオ北砂　ア
リオ西新井　アルカキット錦糸町　イオンオールむさし村山　イオンモール多摩平の森　イオンモー
ル東久留米　イオンモール日の出　IKEA立川　イトーヨーカドー木場店　イトーヨーカドー八王子
店　イトーヨーカドー東大和店　イトーヨーカドー南大沢店　イトーヨーカドー武蔵小金井店　イ
トーヨーカドー武蔵境店　ヴィナシス金町　恵比寿ガーデンプレイス　オリナス錦糸町　カルフール
南町田　経堂コルティ　グリナ―ド永山　クロスガーデン調布(現　キテラタウン調布)　ココスクエ
ア調布　ココリア多摩センター　コリーヌ馬事公苑　ザ・モールみずほ16　笹塚ショッピングモー
ル２１　サンシャインシティ　サンストリート亀有　汐留シティセンター　品川インターシティ　品川
オーバルガーデン　品川シーサイドフォレスト　スナモ　成城コルティ　聖蹟桜ヶ丘SC　セブンタウ
ン小豆沢　ダイバーシティ東京プラザ　東急プラザ蒲田　東京イースト２１　東京ソラマチ　東京ベ
イファッションアリーナ　パトリア品川店　晴海トリトンスクエア　パレットタウン　東久留米ショッ
ピングセンタークルネ　光ヶ丘IMA　fab南大沢　深川ギャザリア　二子玉川ライズ　文京グリーン
コート　ポンテポルタ千住　マザアス東久留米　MrMax町田多摩境ショッピングセンター　三井ア
ウトレットパーク多摩南大沢　モリタウン　モリパークアウトドアヴィレッジ　ユアエルム青戸店　
Luz大森　LaLaテラス南千住　ららぽーと立川立飛　ららぽーと豊洲　ルミネ北千住　若葉ケヤキ
モール／神奈川：青葉台東急スクエア　アクロスプラザ東神奈川　あざみ野ガーデンズ　アゼリアア

ピタ長津田　綾瀬タウンヒルズショッピングセンター　アリオ橋本　橋本サティ(現 イオン橋本)　イ
オン秦野ショッピングセンター　イトーヨーカドー川崎　イトーヨーカドー古淵店　イトーヨーカ
ドー湘南台店　イトーヨーカドー能見台店　イトーヨーカドー本牧店　イトーヨーカドー横浜別所店
　ウィング上大岡　OSC湘南シティ　オーロラモール　小田原シティーモール　小田原ダイナシ
ティ　川崎モアーズ　川崎ルフロン　クイーンズスクエア横浜　グランツリー武蔵小杉　クロスガー
デン川崎　クロスゲート桜木町　港南台バーズ　港北TOKYU S.C　相模大野ステーションスクエ
ア　サクラス戸塚　湘南モールフィル　新百合ヶ丘エルミロード　スーパービバホーム長津田　相鉄
ライフ三ツ境　たまプラーザテラス　東急百貨店たまプラーザ店　トレアージュ白旗　トレッサ横浜
　ノースポートモール　ノクティプラザ　ビナウォーク　藤沢オーパ　ボーノ相模大野　マーケット
スクエア川崎イースト　マルイファミリー海老名　マルイファミリー溝口　MｒMAX湘南藤沢ショッ
ピングセンター　三井アウトレットパーク横浜ベイサイド　みなとみらいグランドセントラルテラス　
ミューザ川崎　モザイクモール港北都筑阪急　横須賀モアーズシティ　横浜四季の森フォレオ横浜
　横浜ベイクウォーター　ラ　チッタデッラ　ラゾーナ川崎　ららぽーと海老名　ららぽーと湘南平
塚　ららぽ―と横浜　リーフみなとみらい／新潟：アコーレ上越　アピタ新潟亀田　アピタ新潟西　
インモール新発田　バロー上越モール　リージョンプラザ上越／富山：アピタ富山店　フューチャー
シティ・ファボーレ／福井：アピタ敦賀店　パリオシティ　ワイプラザ鯖江(現 パワーシティワイプラ
ザ鯖江) ／山梨：イオンタウン山梨中央　イオンモール甲府昭和　イトーヨーカドー甲府昭和店　ラ
ザウォーク甲斐双葉　／長野：アリオ上田　ジャスコ佐久平(現 イオンモール佐久平)　 イオンモー
ル松本／岐阜：イオンモール大垣　イオンモール各務原　カラフルタウン岐阜　マーゴ　マーサ２１
　モレラ岐阜　リオワールド　リバーサイドモール　ロックシティ大垣(現 イオンタウン大垣) ／静
岡：アピタ大仁店　アピタ富士吉原　イオンスタイル富士宮　イオンタウン富士南　イオンモール浜
松志都呂　イトーヨーカドー三島店　ウェルディ長泉　サンストリート浜北　浜松プラザフレスポ　
BiVi藤枝　MARK IS静岡　ららぽーと磐田　ららぽーと沼津／愛知：アイ・モール三好　アナスル
金山　イオンタウン有松　イオンタウン千種　イオンモール熱田　イオンモール新瑞橋　イオンモー
ル大高　イオンモール岡崎　イオンモール木曽川　イオンモール名古屋みなと　イオンモール東浦　
イオンモールナゴヤドーム前　ヴェルサウォーク西尾　オアシス21　名古屋ベイシティ　なるぱーく
　メグリア本店　メッツ大曽根　mozoワンダーシティ　ヨシヅヤ　太平通り店／三重：イオンタウ
ン菰野　イオンタウン鈴鹿　イオンタウン津城山　イオンモール鈴鹿　イオンモール津南店　イオン
モール東員　三井アウトレットパークジャスドリーム長島／滋賀：イオン近江八幡ショッピングセン
ター　イオンモール草津　A・SQUARE　大津パルコ(現 大津テラス)　ピエリ守山　ビバシティ彦
根　フォレオ大津一里山　BRANCH大津京　三井アウトレットパーク滋賀竜王　モリ―ブ／京都：
アルプラザ城陽　イオンモールKYOTO　イオンモール京都桂川　イオンモール京都五条　イオン
モール久御山　イオンモール高の原　イオン洛南ショッピングセンター　ショッピグセンターマイン　
ラクセーヌ／大阪：あべちか　あべのキューズモール　あべのハルカス　アリオ鳳　アリオ八尾　イ
オン東大阪　イオンモール茨木　イオンモール堺鉄砲町　イオンモール大日　イオンモール鶴見緑地
　イオンモールりんくう泉南　泉ヶ丘ひろば専門店街　ATC　エコール・ロゼ　大阪ステーションシ
ティ　カナートモール和泉府中　岸和田カンカンベイサイドモール　京橋コムズガーデン　くずは
モール　コムボックス光明池　吹田グリーンプレス　千里セルシー　ガーデンモール南千里(現 トナ
リエ南千里)　 西梅田スクエア　ニトリモール東大阪　ニトリモール枚方　パンジョ　フレスポしん
かな　ポップタウン住道オペラパーク　みのおキューズモール　もりのみやキューズモールBASE　
ゆめニティまつばら　りんくうプレジャータウンシークル　ルクア大阪／兵庫：ACTA西宮　アステ
川西　アスピア明石　尼崎ama＊do　あまがさきキューズモール　イオン明石ショッピングセン
ター　イオンモール伊丹　イオンモール加西北条　イオンモール神戸北　イオン社　インモール伊丹
昆陽　神戸ハーバーランドumie　サンシャインワーフ神戸　須磨パティオ　ソリオ宝塚　丹波の森
ショッピングタウン　塚口さんさんタウン　つかしん　デュオこうべ　ニッケパークタウン　パピオス
明石　フェスタ姫路　BRANCH神戸学園都市　ブルメール舞多聞　プレンティ　三井アウトレット
パークマリンピア神戸　ゆめタウン氷上(現 ゆめタウン丹波) ／奈良：イオンモール橿原　イオンモー
ル奈良登美ヶ丘　イトーヨーカドー奈良店　エコール・マミ　ミ・ナーラ／鳥取：イオンモール鳥取
北　イオンモール日吉津／島根：ゆめタウン出雲／岡山：アリオ倉敷　イオンモール岡山　クレド岡
山　BRANCH岡山北長瀬／広島：アルパーク　イオン宇品ショッピングセンター　イオンモール広
島府中　イトーヨーカドー福山店　エディオン広島本店　ゆめタウン廿日市　ゆめタウン広島　
RiM-ｆ／山口：ロックシティ防府(現 イオンタウン防府)　 おのだサンパーク　サンリブ下松店　
シーモール下関　徳島：アスティとくしま　ゆめタウン徳島／香川：イオンモール高松　丸亀町グリー
ン／愛媛：イオンモール今治新都市　イオンモール新居浜　今治ワールドプラザ　エミフル
MASAKI　クールスモールアウトレット／高知：イオンモール高知／福岡：イオン小郡ショッピング
センター　イオン乙金ショッピングセンター　イオンスーパーセンター大木店　イオンスーパーセン
ター岡垣店　イオンスタイル笹丘　イオン戸畑ショッピングセンター　イオン福岡東ショッピングセン
ター　イオン穂波ショッピングセンター　イオンモール香椎浜　イオンモール筑紫野　イオンモール
直方　イオンモール福岡ルクル(現 イオンモール福岡)　 イオン福岡伊都(現 イオンモール福岡伊
都)　 イオンモール福津　イオンモール八幡東　イオン大野城ショッピングセンター　IKEA福岡新
宮店　キャナルシティ博多　木の葉モール橋本　サニーサイドモール小倉　サンリブ古賀　サンリブ
シティ小倉　サンリブシティ宗像　チャチャタウン小倉　トリアス久山　福岡アイランドシティ　福島
駅西口パワーシティピボット　ブランチ博多パピヨンガーデン　ブランチ福岡下原　ベイサイドプレ
イス博多　ホークスタウン　マリノアシティ福岡　ゆめタウン久留米　リバーウォーク北九州／佐賀：
イオン唐津ショッピングセンター　イオンスーパーセンター佐賀店(現 イオン佐賀店)　イオンモール
佐賀大和　フレスポ鳥栖　モラージュ佐賀　ゆめタウン佐賀／長崎：イオン有家店　イオン大塔
ショッピングセンター　イオン時津ショッピングセンター　ココウォーク　MrMAX時津ショッピング
センター／熊本：イオンモール宇城　イオンモール熊本　イオン八代　ゆめタウンサンピアン　ゆめ
タウンはません　ゆめタウン光の森　ゆめタウン八代／大分：イオンモール三光　トキハわさだタウ
ン　パークプレイス大分／宮崎：イオン延岡ショッピングセンター　イオン都城　イオンモール都城
駅前　インモール宮崎　宮交シティ／鹿児島：イオン鹿児島鴨池店　イオンタウン姶良　イオン狭間
ショッピングセンター　イオン隼人国分ショッピングセンター　イオンモール鹿児島／沖縄：ジャス
コ具志川店(現 イオン具志川店)　ジャスコ名護店(現 イオン名護店)　ジャスコ那覇ショッピングセ
ンター (現 イオン那覇店)　ジャスコ南風原店(現 イオン南風原店)

▶商店街
茨城：坂東市岩井商店街／埼玉：上福岡駅前名店街　芝園団地商店会／東京：梶原銀座商店街　「元
気な街」南大沢協力の会　自由ヶ丘商店街　新小岩ルミエール商店街　仙川商店街　玉川上水駅前
商店街　東豊名店街　長原商店街　西放射線通り商店街　練馬区栄町本通り商店街　早稲田通り
商店街／神奈川：川崎銀座街　橋本七夕まつり　平間銀座商店街　三ツ境駅前商店街　大和銀座
商店街／大阪：東淡路商店街／兵庫：ハートフルみなとがわ／福岡：北九州市柴川マイタウンの会

▶学校・公園・企業・公共イベント
北海道：釧路市観光国際交流センター　札幌グランドホテル　函館競馬場　函館朝市ひろば　ＨＡ
ＮＡＺＯＮＯアクティビティセンター　ゆにガーデン／青森：青森県営スケート場　六ケ所原燃ＰＲ
センター／岩手：岩手エッグデリカ　えさし藤原の郷／宮城：石巻市立貞山小学校　パレットおおさ

き　ベガロポリス仙台南　南三陸町ベイサイドアリーナ　夢メッセみやぎ　楽天生命パーク宮城／秋
田：秋田県自然科学学習館／山形：上杉雪灯籠まつり　真室川町役場／福島：いわき市21世紀の
森公園　環境創造センター　郡山市ふれあい科学館「スペースパーク」　郡山市民文化センター　
子どもの夢を育む施設　コミュタン福島　東京電力福島第二原子力発電所エネルギー館　パナソニッ
クIS社郡山事業所内　福島第一原子力発電所　二ツ沼総合公園　ホテルリステル猪苗代／茨城：ア
クアワールド茨城県大洗水族館　阿見町総合保健福祉会館　茨城県日立市大甕駅前　牛久駅前　
大みか祭り　笠松運動公園　カシマスポーツセンターメインアリーナ　神栖中央公園　国営ひたち海
浜公園　高砂香料工業株式会社鹿島工場　つくば中央公園　坂東レンゲまつり　日立製作所大みか
工場　マツシタホーム　ショールーム家知館／栃木：井頭公園　大江戸温泉物語日光霧降　栃木住
宅公園　栃木文化会館　とちぎわんぱく公園　那須野が原公園　日光だいや川公園　芳賀ファーム
　みかも山公園　道の駅どまんなかたぬま／群馬：ぐんまこどもの国児童会館　つつじが岡公園　
ホテルグリーンプラザ軽井沢／埼玉：エルミこうのすアネックスビル　おうぎの森保育園　大宮競輪
場　桶川市農業センター農村広場　川口市立科学館　けやきひろば　コロンビアインターナショナル
スクール　埼玉県朝霞市産業文化センター　埼玉県県民活動総合センター　さいたま市立常盤北小
学校　さいたま新都心夏祭り　さいたまスーパーアリーナ　埼玉スタジアム2002　幸手市市民まつ
り　狭山モータースクール　シナネン松伏フェア　西武園競輪場　東京セキスイハイム㈱埼玉県蓮
田市内工場　戸田競艇場(戸田ボートレース)　中川水再生センター　並木観音通り商店会さくら祭
り　日本鋳鉄管株式会社　パサール三芳　三芳町文化会館コピスみよし　吉川市立美南小学校／千
葉：市川市農業協同組合本店駐車場　市原サービスエリア　いんざいふるさとまつり　柏市立逆井
小学校　サテライト成田　JR京葉線新浦安駅前広場　シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホ
テル　新京成電鉄くぬぎ山車両基地　千葉県香取郡東庄町　千葉市動物公園内　東京電力カフュ
エル＆パワー五井火力発電所　東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート　東京メトロ浦安駅前　豊砂公
園　流山おおたかの森駅　成田市保健福祉館　日産カレスト幕張店　Ｐａｓａｒ幕張　ふるさと田中
みこし祭り2011　文理開成高等学校　幕張メッセ　松戸競輪場　流鉄流山駅／東京：相原中央公
園　秋留台公園　アクエリウムお台場　アクティブキッズフェスタ　味の素スタジアム　有明イース
トプロムナード　井の頭恩賜公園　エスアールエル富士レビオ八王子事業所内　江東区大島6丁目
団地中庭　NHK放送センター　大井競馬場　大田区立大森ふるさとの浜辺公園　葛西臨海公園　
学校法人聖ドミニコ学園　歌舞伎町シネシティ広場　株式会社メガスポーツ　蒲田東口商店街　木
場公園　銀座博品館　クオリスキッズくがはら保育園　グランドハイアット東京　小金井公園　国営
昭和記念公園　小菅水再生センター　五反田文化センター　コニカミノルタサイエンスドーム(八王
子市こども科学館)　駒沢オリンピック公園総合運動場　坂下一丁目南町会　サマーソニック　シー
ピーエンジニアリング株式会社内　JNC株式会社　ＪＲＡ中山競馬場　汐入公園　汐留西公園　塩
浜ニュートンプレイス　しながわ運河花火まつり　しながわ中央公園　品川プリンスホテル　篠崎公
園　自由が丘スイーツフォレスト　私立トキワ松学園小学校　新宿中央公園　新武蔵野クリーンセ
ンター　水素情報館　東京スイソミル　杉並まつり　墨田区立横川小学校　聖路加ガーデン　タイ
ドーム明石　調布市立国領小学校　TBS放送センター　テレビ朝日スタジオ内　天王洲運河まつり
　京王閣競輪場(現 東京オーヴァル京王閣)　東京キネマ倶楽部　東京総合車両センター　東京朝
鮮第四初中級学校　東京電力ホールディングス株式会社　東京都障害者総合スポーツセンター　東
京都立芝商業高等学校　東京ビックサイト　東京放送芸術＆映画・俳優専門学校　東京臨海広域防
災公園　東宝スタジオ　舎人公園　戸山公園　中野セントラルパーク　中野水再生センター　西東
京市立けやき小学校　日テレプラザ　日本大学商学部　日本テレビ　狛江第一中学校体育館　バス
タ新宿　八芳園　パナソニックセンター東京　羽田空港　東品川海上公園　東大和市立第八小学校
　東大和南公園　日比谷公園　フジテレビＳＭＡＰ×ＳＭＡＰ　船の科学館　ボートレース平和島　
本所吾妻橋　三鷹市立南浦小学校　水元公園　港区立赤羽小学校　武蔵野短期大学　目白大学　
元麻布ヒルズ　ヤクルト本社1階ロビー　有楽町駅前広場　横田基地　代々木公園　六本木ヒルズ
アリーナ　ロハスフェスタ／神奈川：あーすぷらざ　青山学院大学相模原キャンパス　赤レンガ倉庫
　旭区民文化センター　味の素ファインテクノ株式会社　ヴェルニー公園　海老名運動公園　海老
名おもいで祭り　開国博Y150　神奈川県立伊勢原養護学校　神奈川県立小田原養護学校　神奈川
県立秦野戸川公園　神奈川県立秦野養護学校　神奈川県立平塚養護学校　神奈川県立藤沢養護学
校　株式会社アバコ撮影スタジオ　川崎競馬場　川崎競輪場　川崎国際生田緑地ゴルフ場　川崎市
立久本小学校　川崎フロンパーク等々力競技場内　小菅ヶ谷幼稚園　こども自然公園　JR桜木町駅
駅前　社家取水管理事務所　湘南台文化センター　逗子市第一運動公園　スタジオパドック　高津
区民祭　玉縄幼稚園　Thinkテクノハブイノベーション川崎内特設会場　日産カレスト座間店　日産
スタジアム　東田公園　フォルム株式会社　藤沢市民まつりBlue　Sky　Intermational　ふれー
ゆ　プレス工業㈱藤沢工場　平安会館さいわい　三菱ふそうトラック・バス株式会社　ミューザ川
崎　山田富士公園　大和引地台公園　横浜アリーナ　横浜市金沢動物園　よこはま動物園ズーラシ
ア　横浜ワールドポーターズ　リビエラ逗子マリーナ／新潟：魚沼市小出郷文化会館　JR新潟駅南
口広場　東北電力ビッグスワンスタジアム会場トキめき広場　朱鷺メッセ　新潟県新発田市立東小
学校　ハイブ長岡／富山：株式会社丸八本社　高岡商工会議所　富山産業展示館テクノホール／石
川：石川県産業展示館／福井：エンゼルランドふくい福井県児童科学館　恐竜エキスポふくい　原
子力の科学館あっとほうむ　サンドーム福井　ハピテラス　福井県こども家族館　福井県立恐竜博物
館　福井テレビ／山梨：カーコンビニ倶楽部　日本航空高等学校　山中湖　山梨県愛宕山こどもの
国　山梨県立科学館／長野：長野灯明まつり／岐阜：大垣ガス　大垣市情報工房　ぎふ清流里山
公園　武田テバファーマ株式会社高山工場　飛騨・世界生活文化センター　瑞浪市民体育館第1競
技場／静岡：青葉イベント広場(葵スクエア)　熱海後楽園ホテル　伊豆の国市市役所　御殿場市立
印野小学校　静岡競輪場　静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」　静岡市小鹿三菱
電機静岡工場　ジャトコフェスタ2018　中部電力浜岡原子力館　ツインメッセ静岡　浜名湖ガーデ
ンパーク　浜松市総合産業展示館　浜名湖競艇場(現 ボートレース浜名湖)　ホンダカーズ駿河掛
川東公園／愛知：愛知県岡崎中央総合公園内武道館　エムスマートシティ花咲台　株式会社クレイ
ン工芸社　JRA中京競馬場　スカイホール豊田　トヨタすまいるライフ株式会社　豊橋市こども未
来館 ここにこ　名古屋医健スポーツ専門学校　名古屋港ガーデンふ頭　名古屋市北区上飯田北町
　名古屋市中小企業振興会館吹上ホール　ネクステージ大高店　半田運動公園　ボーイング・ジャ
パン株式会社　ポートメッセなごや　ヤマザキマザック株式会社敷地内　夢と学びの科学体験館／
三重：アサヒグローバル株式会社本社　ヒルホテルサンピア伊賀　本田技研工業株式会社鈴鹿製作
所　三重県立盲学校　四日市ドーム／滋賀：滋賀県希望ヶ丘文化公園　滋賀県東近江市　トヨタカ
ローラ滋賀株式会社草津店　夏原工業株式会社彦根事業所　びわ湖バレイ／京都：学校法人北野
萬松学園北野幼稚園　株式会社岩瀬運輸機工京都支店敷地内　京都市南部クリーンセンター第二
工場　京都府舞鶴市　さがの温泉天山の湯　さくら保育園　JRA京都競馬場　みやこめっせ　淀川
河川公園背割堤地区／大阪：アルゴセブン　インテックス大阪　大阪狭山市文化会館(SAYAKAホー
ル)　大阪府立大阪北視覚支援学校　オーク200(現 大阪ベイタワー)　 関西国際空港　京セラドー
ム大阪　交通科学博物館 　Jグリーン堺　豊中自動車教習所　花博記念公園鶴見緑地内ハナミズキ
ホール　べんてんひろば　ホテル　ヒューイット甲子園　万代ドリームワールド大恐竜帝国2013　
ビックアイ　ぷらっと前広場　ホテル・アゴーラリージェンシー堺　みさき公園　リーガロイヤルホ
テル大阪　陸上自衛隊信太山駐屯地／兵庫：淡路ハイウェイオアシス　大阪国際空港　南ターミナ
ル屋上展望デッキ　加東市市役所前芝生公園　神戸市立北須磨文化センター神戸市立市民福祉ス
ポーツセンター　国営明石海峡公園神戸地区あいな里山公園　こべっこランド　三田市役所前風の

広場　末広中央公園　宝塚サマーフェスタ　雲雀丘学園幼稚園　姫路科学館　マルシェ・ド・ウエ
スト／奈良：県営馬見丘陵公園　奈良市立椿井小学校　三宅幼稚園／和歌山：那智勝浦町役場前
　みなべ町北道歩行者天国／鳥取：鳥取県立鳥取産業体育館／岡山：オカネツ工業株式会社敷地
内　岡山シティミュージアム　コンベックス岡山　ライフパーク倉敷科学センター／広島：ＮＨＫ広
島放送局　広島空港　福山コロナワールド／山口：下関市緑化祭　ときわ公園　防府青少年科学館
／徳島：あすたむらんど徳島／香川：今治造船株式会社丸亀事業本部　さぬきこどもの国／愛媛：
愛媛県歴史文化博物館／福岡：アイ工務店　岡垣サンリーアイ　北九州空港　北九州市小倉けいり
ん　北九州市内　北九州博覧祭　久留米百年公園　警固公園　国営海の中道海浜公園　TNC放送
会館　トヨタ自動車九州株式会社宮田工場　博多駅　久山温泉　ファンタスティックイルムネーショ
ンin小倉　福井県遠賀郡水巻町　福岡銀行古賀グラウンド　福岡県営東公園　福岡県青少年科学
館　福岡国際センター　福岡市植物園　福岡市南区　ボートレース若松　ホンダカーズ福岡　舞鶴
公園　三井ハイテック夏祭り　宮地嶽神社　ヤフオクドーム／佐賀：唐津競艇場/ボートレースから
つ　虹の松原／長崎：佐世保駅みとな口広場／熊本：花畑広場　八代市立郡築小学校／大分：豊
後高田市昭和の町中央公園　パトリア日田／鹿児島：鹿児島空港　鹿児島県鴨池公園　鹿児島県
薩摩川内市下甑町長浜　航空自衛隊下甑島分屯基地　天文館公園／沖縄：沖縄松下ライフエレクト
ロニクス株式会社主催『心地よいくらし展』

▶住宅展示場
北海道：ＳＴＶハウジングプラザ北24条会場　ＳＴＶハウジングプラザ平岡会場　ＳＴＶハウジング
プラザ宮の沢会場／宮城：エコライフ住宅ガーデンイオン仙台中山ちえこ　KHBマイホームセレク
ション石巻蛇田総合住宅展示場　利府ハウジングギャラリー／秋田：あらや総合展示場／山形：庄
内みかわ総合住宅展示場　TUY次世代住宅展示場シマカラ／福島：郡山北総合住宅公園／茨城：
ABCハウジング土浦住宅公園　鹿島住宅公園　古河住宅公園　つくばハウジングパーク　つくばハ
ウジングパークANNEX　ひたちなか住宅分譲地　日立ハウジングステーション　日立ハウジングス
テーション　水戸赤塚住宅公園　守谷住宅公園／栃木：宇都宮西川田総合住宅展示場フェアリィ・
スクエア　小山住宅公園　CRTハウジング宇都宮西会場　CRTハウジング佐野総合住宅展示場　
TBSハウジング宇都宮インターパーク会場／群馬：e住まいるぐんま　県央前橋会場住宅展示場　
上毛新聞e住まいるプラザ前橋みなみ上毛新聞マイホームプラザMIRAISTYLE　上毛新聞マイホー
ムプラザ太田住宅公園　上毛新聞マイホームプラザ新太田会場　上毛新聞マイホームプラザ高崎駅
東会場　上毛新聞マイホームプラザ高崎会場　上毛新聞マイホームプラザ高崎住宅公園　上毛新聞
マイホームプラザTAKASAKI HOUSE COLLECTION　上毛新聞マイホームプラザFunLab　上毛
新聞マイホームプラザ前橋大島会場　上毛新聞マイホームプラザ前橋北会場　TBSハウジングイオ
ンモール太田会場　TBSハウジング伊勢崎会場　TBSハウジング桐生展示場　TBSハウジング新
高崎展示場／埼玉：浦和住宅公園　川口・鳩ケ谷住宅公園　川越住宅公園　川越ハウジングギャラ
リー　さいたまハウジングパーク　新熊谷ハウジングセンター　TBSハウジング東松山会場　ハウ
スフォーラムふじみ野／千葉：旭住宅公園　朝日新聞総合住宅展示場ハウジングプラザ千葉・青葉
の森　朝日新聞総合住宅展示場ハウジングプラザ松戸　市原住宅公園　浦安住宅公園　ABCハウ
ジング市川住宅公園　かしわ沼南住宅公園　木更津住宅公園　茂原住宅公園　千葉ニュータウン住
宅公園　流山おおたかの森住宅公園　習志野住宅展示場　成田住宅公園　ハウジングプラザ松戸北
　ハウジングプラザ松戸南　パレットコート七光台　ブランドステージちはら台東Ⅵ　幕張ハウジン
グパーク　松戸二十世紀が丘公園　我孫子住宅公園／東京：池袋住宅公園　馬込ハウジングギャラ
リー　ABCハウジング成城住宅公園　ABCハウジング八王子住宅公園　ABCハウジングワールド
立川　江戸川ハウジングギャラリー　王子住宅公園　大森ハウジングセンター　葛飾・金町ハウジ
ングギャラリー　環七・加平ハウジングギャラリー　環八蒲田住宅公園　コモンスクエア南大沢サナ
レアの丘　品川シーサイド住宅展示場　石神井住宅公園　スマートハウジング豊洲まちなみ公園　
世田谷通り　オークラランド住宅公園　仙川駅前住宅公園　TBSハウジング渋谷東京ホームズコレ
クション　デザインスタジアム葛西住宅公園　西新井住宅公園　西東京・小平住宅公園　練馬ICハ
ウジングギャラリー　ハウジングプラザ瀬田　ハウジングプラザ成増　ハウジングプラザ三鷹　ハウ
ジングプラザ三鷹第2会場　ハウジングワールド立川　八王子住宅公園　八王子みなみ野シティ　
浜田山住宅公園　府中住宅公園　リライズガーデン西新井／神奈川：厚木住宅公園　ABC湘南・
藤沢鎌倉住宅公園　ABCハウジング新・川崎住宅公園　ABCハウジング西湘・小田原住宅公園　
ABCハウジング戸塚住宅公園　ABCハウジング横浜・町田住宅公園　海老名ハウジングギャラリー
　海老名ハウジングセンター　相模原・上鶴間住宅公園　相模原・古淵ハウジングステージ　相模
原住宅公園　サンサタウン横須賀　湘南台住宅公園　新百合ヶ丘ハウジングギャラリー　SUUMO
住宅展示場武蔵小杉　茅ヶ崎住宅公園　tvkハウジングプラザ大船　tvkハウジングプラザ平塚　
tvkハウジングプラザ藤沢　tvkハウジングプラザ横浜　ハウジング横須賀　ハウスクエア横浜　秦
野住宅公園　日吉・加瀬ハウジングガーデン　横須賀ハウジングセンター　横浜ホームコレクション
／石川：金沢ハウジングセンター県庁東展示場／山梨：昭和住宅公園／長野：SBC上田ハウジン
グパーク　SBC長野南ハウジングパーク／静岡：SBSマイホームセンター御殿場展示場　SBSマイ
ホームセンター静岡展示場　SBSマイホームセンター静岡東展示場　SBSマイホームセンター榛南
展示場　SBSマイホームセンター浜松展示場　SBSマイホームセンター浜松富塚展示場　SBSマイ
ホームセンター袋井展示場　SBSマイホームセンター藤枝展示場　SBSマイホームセンター富士展
示場　SBSマイホームセンター三島展示場　清水住宅公園　藤枝住宅公園／愛知：岡崎中日ハウジ
ングセンター　CBCハウジング蟹江インター住まいの公園　CBCハウジング長久手住まいの公園　
CBCハウジング名駅北　神宮東中日ハウジングセンター　ナゴヤハウジングセンター日進梅森会場
　ナゴヤハウジングセンター半田会場　ハウスプラザ岡崎　八事ハウジング／三重：ABCハウジン
グ名張住宅公園／滋賀： ABCハウジング草津住宅公園　ノーブルタウングランド・レイク大津京北
敷地内　ハウスセレクション彦根　彦根ベルロード住宅博　びわ湖大津プリンスホテル住宅博／京
都：ABCハウジング京都・久御山住宅公園　KTVハウジング京都五条住宅展示場　桃山六地蔵住
宅博／大阪：ABCハウジング和泉・第二阪和住宅公園　ABCハウジング泉佐野住宅公園　ABCハ
ウジング千里住宅公園　ABCハウジングトリヴェール和泉住宅公園　ABCハウジング中百舌鳥住
宅公園　ABCハウジング美原住宅公園　大阪府大阪市住之江区柴谷住宅分譲地　堺泉北住宅博　
住宅情報ギャラリー東大阪　なんば住宅博　花博記念公園ハウジングガーデン／兵庫： ABCハウジ
ング明石・海岸通り住宅公園　ABCハウジング伊丹・昆陽の里住宅公園　ABCハウジング姫路・
書写住宅公園　ABCハウジング加古川住宅公園　ABCハウジング神戸駅前住宅公園　株式会社勝
美住宅加古川店　神戸新聞ハウジングセンター加古川会場　神戸新聞ハウジングセンター姫路会場
　西神中央総合住宅公園　西宮北口ハウジングギャラリー　ハウジングデザインセンター神戸／奈
良：ABCハウジング橿原住宅公園　ABCハウジング奈良・登美ヶ丘住宅公園　MBSハウジング香
芝住宅展示場　毎日ハウジング奈良住宅展示場／和歌山：MBSハウジング和歌山インター住宅展
示場　KTVハウジングわかやま岩出住宅展示場　KTVハウジング和歌山総合住宅展示場　テレビ
和歌山住宅公園／岡山：RSKハウジングプラザ／広島：牛田住宅情報スクエアアスタ　こころ住宅
展示場／山口：TYSハウジングプラザ宇部　TYSハウジングプラザ山口サエラ／香川：高松総合住
宅展示場シエスタ21 ／愛媛：RNB住宅展MASAKI　DECK ／福岡：大野城住宅展示場　小倉南
展示場　KBCマイホーム展久留米会場　KBCマイホーム展福津会場　hit住宅展示場4 ヶ所(マリ
ナ通り・大野城・香椎浜・久留米) ／熊本：KKT総合住宅展示場エコラス




