
地域 店舗名 郵便番号 住所

プラボ札幌店 060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2丁目1番地1ｴｽﾀ9階

ｎａｍｃｏサッポロファクトリー店 060-0031 北海道札幌市中央区北1条東4丁目1番地1 札幌ﾌｧｸﾄﾘｰ1条館

プラボ小樽店 047-0008 北海道小樽市築港11番5号 ｳｨﾝｸﾞﾍﾞｲ小樽5番街3階

ディノスパーク　室蘭 050-0083 北海道室蘭市東町4-31-2

アミューズメント　ジョイランド 060-0063 北海道札幌市中央区南三条西3丁目  竹内ﾋﾞﾙ1F

アミューズメントゾーン北上店 024-0094 岩手県北上市本通り2-2-1さくら野百貨店北上店4F

ファミリーゲームフィールド花巻 025-0016 岩手県花巻市高木第16地割68-6  銀河ﾓｰﾙ1F

ソユーゲームフィールド盛岡南 020-0866 岩手県盛岡市本宮7丁目1番1号ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡南1階

セガ　ワールド　佐沼 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江2-5-8

セガ　ワールド　石巻 986-0853 宮城県石巻市大街道東4-1-45

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤＢＡＳＥ７６５ 981-1294 宮城県名取市杜せきのした5-3-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ名取2F

ｎａｍｃｏイオンモール利府店 981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前22 ｲｵﾝﾓｰﾙ利府2F

イトーヨーカドー仙台泉店 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央一丁目五番地一 ｲﾄｰﾖｰｶ堂仙台泉店内

ほのぼの横丁富谷店 981-3311 宮城県黒川郡富谷町大清水1-33-1ｲｵﾝﾓｰﾙ富谷2F

ＡＧスクエア庄内店 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端326-6

セガ　ワールド　米沢 992-0021 山形県米沢市大字花沢字ﾀﾅｺ原177

セガ　ワールド　北山形 990-0821 山形県山形市北町1-3-20

ｎａｍｃｏイオンモール山形南店 990-2453 山形県山形市若宮3-7-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ山形南2F

アピナ鶴岡店 997-0003 山形県鶴岡市文下字広野1-1

ＳＵＰＥＲ　ＮＯＶＡ　ＴＥＮＤＯ 994-0049 山形県天童市南町1丁目5-26

プレイランドソピア御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1  ｲｵﾝ秋田SC2F

セガ　弘前 036-8085 青森県弘前市大字末広1-3-3

ｎａｍｃｏエルムの街ショッピングセンター店 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1 ｴﾙﾑの街SC C棟2F

ｎａｍｃｏイオンタウン郡山店 963-8812 福島県郡山市松木町2-88 ｲｵﾝﾀｳﾝ郡山

ｎａｍｃｏ郡山西部プラザ店 963-8022 福島県郡山市西ﾉ内2丁目11-35 西部ﾌﾟﾗｻﾞ内

セガ　ワールド　日立 319-1416 茨城県日立市田尻町3-26-1

セガ　ワールド　龍ヶ崎 301-0855 茨城県龍ヶ崎市藤ヶ丘4-2-8

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤｉｉａｓつくば 305-0817 茨城県つくば市研究学園C-50街区1 iiasつくば店2F2190

ｎａｍｃｏイオンモールつくば店 305-0071 茨城県つくば市稲岡66-1 ｲｵﾝﾓｰﾙつくば店3F

ファミリーランド高萩 318-0004 茨城県高萩市下手綱字ﾔﾜｺ田1058  ﾍﾞｲｼｱ高萩店内

ｎａｍｃｏけやきウォ－ク前橋店 371-0801 群馬県前橋市文京町2-1-1 けやきｳｫｰｸ前橋2F

群馬レジャーランド太田店 373-0285 群馬県太田市西矢島町162-2

アミューズメントキャロット高崎店 370-0851 群馬県高崎市上中居町121-1ﾕｱｰｽﾞﾋﾞﾙ1F

万代書店　高崎店 370-0851 群馬県高崎市上中居町239-2

アピナ上尾店 362-0015 埼玉県上尾市緑丘3丁目3番11-2号 PAPA上尾　ﾌﾟﾘﾝｾｽ棟1階・2階

ＡＧスクエア埼玉花園店 369-1245 埼玉県深谷市荒川359

ｎａｍｃｏイオンレイクタウン店 343-0826 埼玉県越谷市東町2-8 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝB街区3F3133区画

ｎａｍｃｏイオンモール北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東1-3-1ｲｵﾝﾓｰﾙ北戸田

ｎａｍｃｏステラタウン店 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目854-1 ｽﾃﾗﾓｰﾙ3F

アドアーズ和光店 351-0114 埼玉県和光市本町3-5 MillionAnnex和光 1~3階

エブリディ行田店 361-0037 埼玉県行田市下忍644-1

ゲームファクトリーマグマ草加店 340-0034 埼玉県草加市氷川町2125-1

ソユーゴールドフィッシュ川口店 332-0033 埼玉県川口市並木元町1-79ｱﾘｵ川口店3F

プレイランド菖蒲店 346-0195 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲3階

ゲームシティプラス川越店 350-0026 埼玉県川越市泉町1-1ｳﾆｸｽ南古谷ｼﾈﾏ棟1F

ｎａｍｃｏラゾーナ川崎店 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1LAZONA川崎ﾌﾟﾗｻﾞ4階

横浜ワールドポーターズ店 231-0001 神奈川県横浜市中区新港二丁目2番1号 横浜ﾜｰﾙﾄﾞﾎﾟｰﾀｰｽﾞ5F

ｎａｍｃｏららぽーと横浜店 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1-2階 23050

ｎａｍｃｏＯＳＣ湘南シティ店 254-0807 神奈川県平塚市代官町33番地1 OSC湘南ｼﾃｨ内

ｎａｍｃｏイオン相模原店 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵2丁目10番1

ｎａｍｃｏ港北ＴＯＫＹＵ　Ｓ．Ｃ．店 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ｹ崎中央5-1 港北TOKYU S.C.

アドアーズ鶴見店Ｂ館 230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-4 ﾏﾂﾊﾞﾗﾋﾞﾙ 1~2階

マーズ 231-0033 神奈川県横浜市中区長者町6-106

プラサカプコン　横須賀店 238-0007 神奈川県横須賀市若松町2丁目30番地  ﾓｱｰｽﾞｼﾃｨ4Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

プレイランド川崎店 210-0843 神奈川県川崎市川崎区小田栄2-41306ｲﾄｰﾖｶﾄﾞｰ川崎店3F

プレイランド大和鶴間 242-0001 神奈川県大和市下鶴間1-3-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大和鶴間店3F

ＳＯＹＵ　ゲームフィールド湘南 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1湘南ﾓｰﾙFILL 2F

小田原メトロポリス 256-0813 神奈川県小田原市前川219-4

セガ　ワールド　旭 289-2504 千葉県旭市二3150-1

セガ　幕張 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-8ﾒｯｾｱﾐｭｰｽﾞﾓｰﾙ 1F

ＮＬドンドコフェスタ店 270-0121 千葉県流山市西初石六丁目185番2号

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤアクアサーカス店 276-0049 千葉県八千代市緑ヶ丘2-1-3 ｲｵﾝﾓｰﾙ八千代緑ヶ丘4F

ｎａｍｃｏイオンモール船橋店 273-0045 千葉県船橋市山手1丁目1番8号

あびこショッピングプラザＮＬ 270-1166 千葉県我孫子市我孫子4丁目11番1号

ＥＧＧＳ　ＰＯＲＴ船橋店 273-0012 千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽｰとTOKYO-BAY北館1階

セガ　ワールド　ドリームファクトリー 208-0022 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3-2059

セガ　秋葉原　１号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-9

セガ　秋葉原 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-95F

クラブ　セガ　立川 190-0023 東京都立川市柴崎町3-2-1ｻｻﾞﾝﾋﾞﾙ 1F

新宿スポーツランド本館 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-121F

クラブ　セガ　新宿西口 160-0023 東京都新宿区西新宿1-12-5

クラブ　セガ　自由ヶ丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-10-9

セガ　ワールド　大森 143-0023 東京都大田区山王2-1-5大森駅ﾗﾗﾋﾞﾙ2F

クラブ　セガ　新宿西口 160-0023 東京都新宿区西新宿1-12-5

ｎａｍｃｏイトーヨーカドー木場店 135-0042 東京都江東区木場1-5-30 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ木場店2･3F

アドアーズ渋谷店 150-0042 東京都渋谷区宇田川町13-11  KN渋谷1ﾋﾞﾙ1~4階 

アドアーズサンシャイン店 170-0013 東京都豊島区東池袋1-14-4  ｼﾈﾏｻﾝｼｬｲﾝ 1~3階

アドアーズ町田店 194-0013 東京都町田市原町田6-21-25  大正堂第2ﾋﾞﾙ 1~4階

アドアーズ仙川店 182-0002 東京都調布市仙川町2-21-12  VICﾋﾞﾙ7 1~3階

アドアーズ浅草店 111-0032 東京都台東区浅草1-42-4 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺｰﾄ浅草 B1~1階

アドアーズ錦糸町店 130-0012 東京都墨田区太平4-1-2 ｵﾘﾅｽﾓｰﾙ B1階

アドアーズ大山南口店 173-0023 東京都板橋区大山町32-27 日正ﾋﾞﾙ 1~2階

アドアーズ上野アメ横店 110-0005 東京都台東区上野4-9-14 上野K･Kﾋﾞﾙ B1~4階

ＺＡＵＲＵＳ　ＷＯＲＬＤ　大森店 143-0016 東京都大田区大森北2-13-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大森店3F

チャップル・コーポレーション中野 164-0001 東京都中野区中野5-52-15

チャップルコーポラジオ会館店 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-4ﾗｼﾞｵ会館1号館2F

チャップル・コーポ中央通り 101-0021 東京都千代田区外神田3-14-9  北澤第一ﾋﾞﾙ2F

アドアーズ下北沢店 155-0031 東京都世田谷区北沢2-12-7

ゲームゴールデン中野店 164-0001 東京都中野区中野5-56-6

セガ　ワールド　上小田井　ｍｏｚｏワンダーシティ 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番地mozoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ4F

クラブ　セガ　金山 456-0001 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

セガ　東名ボール 489-0972 愛知県瀬戸市西原町2丁目114

セガ　イオンタウン　刈谷 448-0007 愛知県刈谷市東境町京和1

セガイオンタウン　名西 451-0015 愛知県名古屋市西区香呑町六丁目49-1

ＡＧスクエア豊川店 442-0019 愛知県豊川市東名町2-101

セガ　ワールド　セガおもしろ遊技御殿木曽川 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田南字八ﾂヶ池25-1ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ･ｷﾘｵ3階

ＮＬヒーローズキャンプ名古屋店 480-0200 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先1番地8

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤイオンモール大高店 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字奥平子1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ大高3F

ｎａｍｃｏイオンモールナゴヤドーム前店 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3ｲｵﾝﾓｰﾙﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前3F

プラボ熱田店 456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11 ｲｵﾝﾓｰﾙ熱田4F

ｎａｍｃｏアピタ稲沢店 492-8275 愛知県稲沢市天池五反田町1番地ｱﾋﾟﾀ稲沢店

アズパークファミリータウン 454-0972 愛知県名古屋市中川区新家1丁目2421番地 ｱｽﾞﾊﾟｰｸSC2F

ＢＲＥＭＥＮ　ＴＯＷＮ　　鳴海店 458-0844 愛知県名古屋市緑区鳴海町伝治山3-9  ｱﾋﾟﾀ鳴海店2F

小牧メトロポリス 485-0015 愛知県小牧市間々片山181-1

豊川メトロポリス 442-0824 愛知県豊川市下長山町上ｱﾗｲ41288

中川メトロポリス 454-0954 愛知県名古屋市中川区江松3-110

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

セガ　ワールド　ソニックタウン関 501-3936 岐阜県関市倉知516番地

ｎａｍｃｏカラフルタウン岐阜店 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野三丁目3番6 ｶﾗﾌﾙﾀｳﾝ岐阜内

えぎらバッティングセンター 501-6236 岐阜県羽島市江吉良町347

大垣メトロポリス 503-0808 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

ナムコランドイオン長岡店 940-2106 新潟県長岡市古正寺1丁目249番1 ｲｵﾝ長岡店内

メジャーロード２４ 954-0111 新潟県見附市今町4-20-568-1

カプコサーカス　新潟東店 950-0813 新潟県新潟市東区大形本町3-1-2ｲｵﾝ新潟東内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ソユーゲームフィールド新発田 957-0061 新潟県新発田市住吉町5-11-5  ｲｵﾝﾓｰﾙ新発田2F

セガ　ワールド　サントムーン 411-0902 静岡県駿東郡清水町玉川61-2ｻﾝﾄﾑｰﾝ柿田川2F

ＡＧスクエア掛川店 436-0048 静岡県掛川市細田248

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤららぽーと磐田店 438-0801 静岡県磐田市高見丘1200番地ららぽｰと磐田店2F店番21210

ソユー竜宮タウン静岡店 422-8042 静岡県静岡市駿河区石田1-5-1ｱﾋﾟﾀ静岡SC内

ｎａｍｃｏイオンモールかほく店 929-1126 石川県かほく市内日角ﾀ25 ｲｵﾝﾓｰﾙかほく内

アピタ松任店ゲームコーナー 924-0817 石川県白山市幸明町280番地 ｱﾋﾟﾀ松任店2F

ｎａｍｃｏアルプラザ鹿島店 929-1721 石川県鹿島郡中能登町井田と1-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ鹿島店2F

金沢メトロポリス 920-0333 石川県金沢市無量寺第2土地区画整理事業地内B-20街区金沢ｺﾛﾅﾜｰﾙﾄﾞ1F

セガ　ワールド　上田 386-0001 長野県上田市大字上田1847-1

セガ　ワールド　豊科 399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高1115

セガ　松本 390-0841 長野県松本市渚1-7-1

ｎａｍｃｏイオンモール佐久平店 385-0029 長野県佐久市佐久平駅南11-10ｲｵﾝﾓｰﾙ佐久平2F

ｎａｍｃｏアリオ上田店 386-0025 長野県上田市天神3-5-1 ｱﾘｵ上田1F 店番1-21

アピナ長野村山店 381-0011 長野県長野市村山502-1

ｎａｍｃｏアピタ富山東店 930-0835 富山県富山市上冨居3-8-38ｱﾋﾟﾀ富山東店2F

アピタ黒部店ゲームコーナー 938-0806 富山県黒部市前沢字北1017番地4 ｱﾋﾟﾀ黒部店2F

アピナ富山南店 939-8072 富山県富山市堀川町355-3ﾏｲﾌﾟﾗｻﾞ内

セガ　福井 910-0835 福井県福井市丸山1-410

ｎａｍｃｏフェアモール福井大和田店 910-0802 福井県福井市大和田2-1230ｱﾋﾟﾀ福井大和田店2F

ｎａｍｃｏアピタ敦賀店 914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目5番5号ｱﾋﾟﾀ敦賀店2階

ｎａｍｃｏイオンモール京都店 601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町1番地ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO14060

ナムコランドらぽーる店 625-0057 京都府舞鶴市南浜町27-5 らぽｰる3F

アルプラザ城陽店 610-0111 京都府城陽市富野荒見田112番地ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ城陽4階

ゲームＡ－ＣＨＯ 604-8043 京都府京都市中京区寺町通り四条上る東大文字町302-303A-breakﾋﾞﾙ2F

ナムコランドイオンモール鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2ｲｵﾝﾓｰﾙ鈴鹿2F

ｎａｍｃｏイオン桑名ショッピングセンター店 511-0863 三重県桑名市新西方1-43 ｲｵﾝ桑名SC内

ｎａｍｃｏビバシティ彦根店 522-0044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43-1 ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ彦根2F

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤアルプラザ水口店 528-0035 滋賀県甲賀市水口町名坂419-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ水口店新館2F

セガ　ワールド　布施 577-0056 大阪府東大阪市長堂1-1-1ﾛﾝﾓｰﾙ布施内

セガ　ワールド　今福 536-0002 大阪府大阪市城東区今福東1-9-34

セガ　あべの　キューズモール 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1あべのﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸ ｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ行 区画番号332 ｾｶﾞあべのｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ

ＡＧスクエア東大阪店 577-0004 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64

ｎａｍｃｏイオンモール大日店 570-0016 大阪府守口市大日東町1-18 ｲｵﾝﾓｰﾙ大日4F

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ鳳店 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12 ｱﾘｵ鳳ｱﾘｵﾓｰﾙ3F3280

ｎａｍｃｏイオンモール鶴見緑地店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1-421 ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴見緑地4F

ｎａｍｃｏくずはモール店 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町10-85KUZUHAMALL南館2階

ｎａｍｃｏなんばパークス店 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10番70号 なんばﾊﾟｰｸｽ6F

イオン茨木どこでもタウン 567-0033 大阪府茨木市松ｹ本町8番30号-3 ｲｵﾝ茨木SC3F

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ箕面店 562-0034 大阪府箕面市西宿1-17-22ヴｨｿﾗEAST1-3F

ｎａｍｃｏりんくうシークル店 598-0047 大阪府泉佐野市りんくう往来南3番地

ｎａｍｃｏイオンモール日根野店 598-0021 大阪府泉佐野市日根野2496-1ｲｵﾝﾓｰﾙ日根野2F

ソユーロケットドライブ泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3-12  ｲｵﾝりんくう泉南SC2F

ソユーウエスタンシティＵＣＷ店 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋6-2-61  ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨｳｫｰｸTM3F

ゲームパニック堺 590-0901 大阪府堺市堺区築港八幡町1番地1 堺浜えんため館

ＳＯＹＵミクロガーデン橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町7-20-1ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F

セガ　ワールド　ながさわ 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2464-1ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ長沢ﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞ

プリッズ姫路店 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江520 ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ2F

イオン赤穂ファミリーランド 678-0232 兵庫県赤穂市中広字別所55-3ｲｵﾝ赤穂店2F

パームシティ和歌山ナムコランド 640-8535 和歌山県和歌山市中野31-1ﾊﾟｰﾑｼﾃｨ和歌山店2F

プリッズ田辺店 646-0051 和歌山県田辺市稲成町新江原3165ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝｼﾃｨ田辺店C館2F

セガ　松山 790-0962 愛媛県松山市枝松5-7-32

ｎａｍｃｏフジグラン今治店 794-0033 愛媛県今治市東門町5-13-1ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ今治2階

ｎａｍｃｏフジグラン松山店 790-0065 愛媛県松山市宮西1-2-1 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ松山店4F

プリッズ宇和島店 798-0022 愛媛県宇和島市伊吹町字ﾀｶﾋ甲912ﾌｼﾞ 北宇和島店別棟

ナムコランド西条店 793-0001 愛媛県西条市玉津564番1

ＦｏｒｅｓｔＨｕｎｔｅｒ松前店 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850ｴﾐﾌﾙMASAKIAM棟1階

セガ　ワールド　倉敷 710-0833 岡山県倉敷市西中新田535-2

パルド　スパティオ　ゆめタウン倉敷店 710-0834 岡山県倉敷市笹沖1274-1ゆめﾀｳﾝ倉敷店3F

セガ　ワールド　福山 720-0838 広島県福山市瀬戸町山北300

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ広島店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須2-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中3F

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ東広島店 739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇4405番地

ｎａｍｃｏゆめタウン広島店 734-0007 広島県広島市南区皆実町2丁目8番17号 ゆめﾀｳﾝ広島店342

ｎａｍｃｏフジグラン三原店 723-0015 広島県三原市円一町1-1-7 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ三原店内

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ広島アルパーク店 733-0834 広島県広島市西区草津新町2-26-1 ｱﾙﾊﾟｰｸ東棟4F

アズロ　スパティオ　ゆめタウン呉店 737-0029 広島県呉市宝町5-10ゆめﾀｳﾝ呉  3F

ブラックジャック東広島店 739-0000 広島県東広島市西条町御蘭宇6120

福山メトロポリス 721-0953 広島県福山市一文字町24-1

トスク本店４階ゲームコーナー 680-0824 鳥取県鳥取市行徳1-103ﾄｽｸ本店 ﾄｽｸ4階ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

セガ　丸亀 763-0062 香川県丸亀市蓬莱町56-1

セガ　高松 761-8058 香川県高松市勅使町535

ゆめタウン高松店 761-8072 香川県高松市三条町中所608-1ゆめﾀｳﾝ高松店2Fゆめﾗﾝﾄﾞ

ＳＯＹＵ　ゲームフィールド高松 761-8012 香川県高松市香西本町1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ高松2F

サニーアクシス南国アクシスキッズ 783-0005 高知県南国市大そね乙1009 ｻﾆｰｱｸｼｽ南国店

ＡＧスクエア小郡店 754-0023 山口県山口市小郡前田町3-6

ｎａｍｃｏフジグラン宇部店 755-0008 山口県宇部市明神町三丁目1番1号ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ宇部店2F

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤおのだサンパーク店 756-0806 山口県山陽小野田市中川6丁目4番1号おのだｻﾝﾊﾟｰｸｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ2F

アミューズメントＫ’ｓ 740-0018 山口県岩国市麻里布町2-5-17

ファミリーゲームフィールド防府 747-0823 山口県防府市鐘紡町7-1ｲｵﾝﾀｳﾝ防府 1F

ｎａｍｃｏゆめタウン徳島店 771-1202 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88番地の1 ゆめﾀｳﾝ徳島2階

ｎａｍｃｏフジグラン石井店 779-3223 徳島県名西郡石井町高川原字天神544番地1 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ石井店内2F

セガ　延岡　 882-0866 宮崎県延岡市平原町5丁目1492-8

ｎａｍｃｏゆめタウン光の森店 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森7丁目39番1 ゆめﾀｳﾝ光の森南館3F

ｎａｍｃｏイオンモール宇城店 869-0606 熊本県宇城市小川町河江1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ宇城2F

サンピアン　ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ 861-8010 熊本県熊本市東区上南部二丁目2番2号ゆめﾀｳﾝｻﾝﾋﾟｱﾝ3F

ＡＧスクエア佐賀武雄店 843-0024 佐賀県武雄市武雄町大字富岡12517-1

ｎａｍｃｏゆめタウン佐賀店 849-0915 佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1ゆめﾀｳﾝ佐賀店2F

ゆめタウン武雄店 843-0022 佐賀県武雄市武雄町武雄4992ゆめﾀｳﾝ武雄2Fゆめｷｯｽﾞ

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤわさだ店 870-1155 大分県大分市大字玉沢字楠本755-1 ﾄｷﾊわさだﾀｳﾝ内2F

ハイテク　セガ　もみの木村 854-0053 長崎県諫早市小川町90-1

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ長崎店 850-0035 長崎県長崎市元船町10-1 夢彩都4F

プラボ久留米店 839-0865 福岡県久留米市新合川1丁目2番1号ゆめﾀｳﾝ久留米2階

小倉メトロポリス 803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町41421

『コップのフチ子 ３ フレッシュ』 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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