
地域 店舗名 郵便番号 住所

アドアーズ札幌狸小路店 060-0063 北海道札幌市中央区南三条西4-12-1 ｱﾙｼｭﾋﾞﾙ 5~6階

アドアーズ札幌北４２条店 007-0842 北海道札幌市東区北42条東7-1-1 嶋ﾋﾞﾙ2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

ｎａｍｃｏ札幌エスタ店 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

東北 ｎａｍｃｏイオンモール名取店 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

ゲームファンタジア春日部店 344-0067 埼玉県春日部市中央1-8-15 春日部ｾﾝﾄﾗﾙ 1~2階

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

ｎａｍｃｏイオンレイクタウン店 343-0828 埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ3丁目1番地1ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝmori3F 3133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

ゲームファンタジア平塚店 254-0043 神奈川県平塚市紅谷町14-21 Tﾏﾘﾝ湘南 1~2階

アドアーズ大和店Ａ館店 242-0017 神奈川県大和市大和東1-4-3 大黒屋ﾋﾞﾙ 1~2階

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

アドアーズ横須賀店 238-0041 神奈川県横須賀市本町3-27 横須賀APT 1階

アドアーズ橋本店 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-3-1 SING橋本 2階

ＰＡＬＯ横須賀 238-0041 神奈川県横須賀市本町2-1-12

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

ｎａｍｃｏ伊勢佐木町店 231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-95

ｎａｍｃｏ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

アドアーズ千葉店 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-4-15 第一東和ﾋﾞﾙ 1~3階

アドアーズ柏店 227-0005 千葉県柏市柏1-3-1 柏長崎屋共同ﾋﾞﾙ 1階

アドアーズアクアライン店 292-0071 千葉県木更津市中島地先 海ほたる 4階

アドアーズ船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町1-31-26 ｾﾌﾞﾝ船橋ﾋﾞﾙ B1F〜4F

ｎａｍｃｏ流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店 270-0121 千葉県流山市西初石六丁目185番2号

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

アドアーズ中野店 164-0001 東京都中野区中野5-52-15 ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ 185

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

アドアーズ立川店 190-0023 東京都立川市柴崎町3-4-3 ｸﾞﾙﾒｰﾄﾀｶｵ B1~3階

アドアーズ八王子店 192-0082 東京都八王子市東町11-3 ｾﾝﾁｭﾘｰｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ B1~4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

アドアーズ池袋東口店 170-0013 東京都豊島区東池袋1-41-4 池袋とうきゅうﾋﾞﾙ 1~2階

アドアーズ亀戸店 136-0071 東京都江東区亀戸5-2-6 ｻﾝｴｰﾋﾞﾙ 1~5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

アドアーズ新小岩店 124-0024 東京都葛飾区新小岩1-44-4 ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾞﾙ B1~3階

アドアーズ蒲田西口店Ｂ館 144-0051 東京都大田区西蒲田7-5-10 蒲田駅西口会館 1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

アドアーズ南砂町SUNAMO店 136-0075 東京都江東区新砂3-4-31 南砂町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰSUNAMO 4階

PROJECT ADORES池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目22番12号 高和ﾋﾞﾙB1~5階

アドアーズ秋葉原店 101-0021 東京都千代田区外神田1-13-1 Akihabara eX ﾋﾞﾙ1~2階

カラーリリー 150-0042 東京都渋谷区宇田川町13-8 渋谷ちとせ会館

ｎａｍｃｏ王子サンスクエア店 114-0002 東京都北区王子1-4-1 ｻﾝｽｸｴｱ2階

アドアーズ一宮店 491-0931 愛知県一宮市大和町馬引三味北1番地

ｎａｍｃｏイオンモール大高店 459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目450 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

ｎａｍｃｏイオンモール熱田店 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イオンモール各務原店 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ各務原店2F

ｎａｍｃｏ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

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

イオンモール佐久平ゲームコーナー 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

アドアーズ高槻店 569-1144 大阪府高槻市大畑町27-6 ｱﾄﾞｱｰｽﾞ高槻ﾋﾞﾙ 1階

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

キャラポップストア近鉄あべのハルカス店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのﾊﾙｶｽ近鉄本店ｳｲﾝｸﾞ館8F

ｎａｍｃｏ梅田店 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町3番3号OSﾋﾞﾙ2F

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

モーリーファンタジー橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町7-20-1ｲｵﾝ橿原店2階

モーリーファンタジー天理店 632-0074 奈良県天理市東井戸堂町381ｻﾞ･ﾋﾞｯｸﾞｴｸｽﾄﾗ天理店1階

モーリーファンタジー大和郡山店 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋741ｲｵﾝ大和郡山店3階

モーリーファンタジー桜井店 633-0061 奈良県桜井市上之庄278-1ｲｵﾝ桜井店2階

ｎａｍｃｏイオンモール姫路リバーシティー 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江2560番地ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ2F

ＰＡＬＯ橋本彩の台 648-0019 和歌山県橋本市あやの台1-50-2

ｎａｍｃｏイオンモール広島府中店 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

ｎａｍｃｏゆめタウン廿日市店 738-0023 広島県廿日市市下平良二丁目2番1号3F

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

モーリーファンタジーホープタウン店 683-0804 鳥取県米子市米原2-1-1ﾎｰﾌﾟﾀｳﾝﾎｰﾌﾟﾀｳﾝ店3階

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ゆめタウン佐賀店 849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1ゆめﾀｳﾝ佐賀店2F

ｎａｍｃｏゆめタウン夢彩都店 850-0035 長崎県長崎市元船町10-1 夢彩都4F

ｎａｍｃｏ那覇メインプレイス店 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4丁目4番地9号 ｻﾝｴｰ那覇ﾒｲﾝﾌﾟﾚｲｽ内2F

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ具志川店 904-2235 沖縄県うるま市字前原幸崎原303番地 ｲｵﾝ具志川SC2F

近畿

中四国

九州

沖縄

『すみっコぐらし きょうりゅうになりきりフィギュアキーチェーン』 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。

北海道

関東

北陸東海


