
地域 店舗名 郵便番号 住所

北海道 モーリーファンタジー上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜4-44-1ｲｵﾝ上磯店1階

ＡＮ．ＫＩＮ．ＴＡＮ五城目店 018-1732 秋田県南秋田郡 五城目町大川西野字田屋前138 

チーノランド八戸店 031-0042 青森県八戸市十三日町16番地八戸ｽｶｲﾋﾞﾙ6F

ビバ・サーカス船引店　　　　　　　　　　 963-4300 福島県田村市船引町字原田14 船引ﾊﾟｰｸ内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ     

プレビ劇場ＩＳＥＳＡＫＩ　 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方346-3  ｽﾏｰｸ伊勢崎店3Fﾌﾟﾚﾋﾞ劇場ISESAKI  AM

プレイランド　菖蒲店 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1 ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲3F

ＧＡＭＥ　ＳＱＵＡＲＥ　茂原 297-0012 千葉県茂原市六ﾂ野八貫野 2785-1 ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ソユーゲームフィールド　木更津店 　292-0835　 千葉県木更津市築地1番4 ｲｵﾝﾓｰﾙ木更津2F

フロンティア小作店 205-0001 東京都羽村市小作台1丁目6−29 MoneBLDG. 1F

キャッツアイ西葛西 134-0088 東京都江戸川区西葛西4-2-28 ｻﾆｰﾓｰﾙ3F

ＧＡＭＥエムエムランド　　　　　　 155-0031 東京都世田谷区北沢2-3-6  

インターパークプラスワン宇都宮 321-0123 栃木県宇都宮市東谷町字立野885

レインボー宇都宮 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町1865-1ｶﾙﾏｰﾚ宇都宮2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ドリームワン新安城店 446-0007 愛知県安城市東栄町3-1-12 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ内

楽市街道　名古屋店 481-0045 愛知県北名古屋市中之郷神明45番1

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

ＹＡＺワールド　浜松葵店 433-8111 静岡県浜松市中区葵西2丁目27-10

浜北鑑定団 431-3125 静岡県浜松市東区半田山5-36-1ｱﾛﾏ半田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F             

バイパスレジャーランド藤江新館店 920-0346 石川県金沢市藤江南2-105

アピナ塩尻店 399-0702 長野県塩尻市広丘野村1794-1

アピナ長野村山店 381-0011 長野県長野市村山502-1

ゲームスポット２０７ 933-0856 富山県高岡市鐘紡町1655-3

キラキラＡｓｏｂｏｘ津芸濃店 514-2211 三重県津市芸濃町椋本3083

楽市楽座　イオンモール四條畷 575-0001 大阪府四條畷市砂4丁目3番2号

ブック２４５ 639-1115 奈良県大和郡山市横田町75-1

モーリーファンタジー猪名川店 666-0257 兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1ｲｵﾝ猪名川店3階

ユーズランド倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江1番地ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷2F

モーリーファンタジー・ｆ綾川店 761-2304 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1ｲｵﾝSC綾川店3階

アミパラ丸亀店 763-0086 香川県丸亀市飯野町西分字川縁甲584-1  ﾊﾛｰｽﾞ棟内

ＧＲＥＥＮ　ＭＯＮＳＴＥＲ 863-0047 熊本県天草市八幡町2番12号  

ジャングルパーク鹿児島店 890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎1-11-1

パスカラント黒崎店 806-0036 福岡県北九州市八幡西区西曲里町3-1ｲｵﾝﾀｳﾝ黒崎店1F

地域 店舗名 郵便番号 住所

ＴＳＵＴＡＹＡ神居店　　　　　　　　　　 070-8012 北海道旭川市神居二条10丁目1-6                           

ディノスパーク音更店 080-0101 北海道河東郡音更町木野大通西15丁目2番地12 ﾋﾞｯｸﾏｰﾄB棟

ハロータイトー釧路貝塚 085-0816 北海道釧路市貝塚3丁目2-28

タイトーステーション　イオンモール釧路昭和店 084-0902 北海道釧路市昭和中央4-18ｰ1 ｲｵﾝﾓｰﾙ釧路昭和2F

ＴＳＵＴＡＹＡ　恵庭店　アミューズメントコーナー 061-1424 北海道恵庭市大町2丁目1-1

キャッツアイ　新札幌店 004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東5条1丁目1-10

キャッツアイ　手稲店 006-0813 北海道札幌市手稲区前田3条10丁目2-21

タイトーステーション　イオンモール札幌平岡店 004-0873 北海道札幌市清田区平岡3条5-3-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌平岡店2F

タイトーステーション　札幌狸小路店 060-0062 北海道札幌市中央区南2条西3丁目5-1

ディノスパーク　札幌中央店 060-0063 北海道札幌市中央区南3条西1-8.1F

タイトーステーション　千歳店 066-0036 北海道千歳市北栄2-12-5

キッズパーク函館店 040-0063 北海道函館市若松町16-8    捧二森屋ｱﾈｯｸｽ館7F    

ディノスパーク　北見店 090-0838 北海道北見市西三輪5丁目1番地16    

モーリーファンタジー上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜4-44-1ｲｵﾝ上磯店1階

ＡＭスペースＢＡＧＩＢＡＧＩ 027-0081 岩手県宮古市新川町3-17

タイトーステーション　盛岡マッハランド店 020-0125 岩手県盛岡市上堂1-2-38 ﾏｯﾊﾗﾝﾄﾞ内

タイトーＦステーション　盛岡南店 020-0837 岩手県盛岡市津志田町2-1-77

ゲームランドプレーゴ加美店 981-4264 宮城県加美郡加美町字赤塚178ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ加美店内

タイトーステーション　仙台名掛丁店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-7-13

ゲームエプリ 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-7-2

タイトーステーション　仙台クリスロード店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-3-25

タイトーステーション　仙台ベガロポリス店 982-0034 宮城県仙台市太白区西多賀5-24-1

ゲームゾーントレジャービッグトレイル　　　　　　　　　　　 996-0000 山形県新庄市金沢沖1068 ZEST新庄店内                 

お宝中古市場山形天童 994-0021 山形県天童市山元1019-1  

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

Ｇ３ポロス横手南店 013-0063 秋田県横手市婦気大堤字中田4-1ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ横手南店内2階

ペニーポット秋田店 010-0001 秋田県秋田市中通2-8-1 ﾌｫﾝﾃ秋田店内 4F

ファミリーランド弘前店　　　　　　　　 036-8002 青森県弘前市駅前町3-2-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ弘前店4F

チーノランド八戸店　　　　　　　　　　　　 031-0042 青森県八戸市十三日町16番地 八戸ｽｶｲﾋﾞﾙCino6F      

スウィーツファクトリーパックン会津店 965-0858 福島県会津若松市 神指町南四合幕内南154ｱﾋﾟﾀ会津若松店2F

Ｇ３ポロス安積店 963-0107 福島県郡山市安積3丁目160

万ＳＡＩ堂　郡山店 963-0111 福島県郡山市安積町荒井字大久保7-7

タイトーＦステーション　郡山アティ店 963-8002 福島県郡山市駅前1-16-7

ビバ・サーカス船引店　　　　　　　　　　 963-4300 福島県田村市船引町字原田14 船引ﾊﾟｰｸ内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ     

Ｇ３ポロス船引店 963-4312 福島県田村市船引町船引川代105

ＳＵＰＥＲ　ＮＯＶＡ　福島店 960-8153 福島県福島市黒岩字中島7番2号 

タイトーステーション　佐原東店 300-0726 茨城県稲敷市西代1495 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾊﾟﾙﾅ2F

フェスタ古河店 306-0021 茨城県古河市松並2-18-10 ﾏｰｹｯﾄｼﾃｨ古河内

宝島　大間々店 376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々40 さくらもｰる 2F

プレビ劇場ＩＳＥＳＡＫＩ　 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方346-3  ｽﾏｰｸ伊勢崎店3Fﾌﾟﾚﾋﾞ劇場ISESAKI  AM

群馬レジャーランド伊勢崎店 372-0812 群馬県伊勢崎市連取町3066-1

群馬レジャラン高崎駅東口店 370-0046 群馬県高崎市江木町333番地1ACTﾋﾞﾙ2階

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

群馬レジャーランド藤岡店 375-0005 群馬県藤岡市中2002-1

タイトーステーション　大宮店 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町一丁目1番地

エブリディ行田店 361-0037 埼玉県行田市下忍644-1

ラクガキ王国三郷店 341-0051 埼玉県三郷市天神2丁目22番地 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ 三郷店2F

ゲームパニック三郷 341-0052 埼玉県三郷市彦野2-25

ユーズランド春日部店 344-0122 埼玉県春日部市下柳420-1ｲｵﾝﾓｰﾙ春日部2F  区画番号2037

タイトーステーション　所沢店 359-1123 埼玉県所沢市日吉町3番7号

フェスタ上尾店 362-0034 埼玉県上尾市愛宕3丁目1-40 ﾊﾞﾘｭｰﾌﾟﾗｻﾞ上尾愛宕店内

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 

ゲームイン　ヒューストン　西川口店 332-0021 埼玉県川口市西川口1-6-3西川口ﾋﾞﾙ1F

スクウェアワン草加店 340-0035 埼玉県草加市西町632-1    

スイーツファンタジー　パックン東松山店 355-0048 埼玉県東松山市あずま町四丁目3番地 ﾋﾟｵﾆｳｫｰｸ東松山店2F

タイトーステーション　和光店 351-0112 埼玉県和光市丸山台1-4-5

タイトーＦステーション　イオン伊勢原店 734-0014 神奈川県伊勢原市白根630-1ｲｵﾝ伊勢原店3F

タイトーステーション　横浜西口五番街店 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-12-97階

タイトーステーション　イトーヨーカドー横浜別所店 232-0064 神奈川県横浜市南区別所1-14-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ横浜別所店 2F

タイトーステーション　海老名ビナウォーク店 243-0432 神奈川県海老名市中央1ｰ18-1 ﾋﾞﾅｳｫｰｸ六番館 2F

タイトーステーション　小田原店 250-0011 神奈川県小田原市栄町1-3-12

タイトーステーション　小田原シティーモール店 256-0813 神奈川県小田原市前川120 ﾌﾚｽﾎﾟ小田原ｼﾃｨｰﾓｰﾙ2F

遊びっこ広場フォルム川崎宮前店 216-0011 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3-9-12ﾏﾙｴﾂ川崎宮前店1F

タイトーステーション　藤沢店 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢21-1

タイトーステーション　旭サンモール店 289-2511 千葉県旭市ｲ-2676-1 ｻﾝﾓｰﾙ3F

アミューズメントパフェパレパレ稲毛長沼店 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町731-17ﾌﾚｽﾎﾟ稲毛

チャリオット六方店 263-0004 千葉県千葉市稲毛区六方町5-2-2

タイトーステーション　アリオ蘇我店 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町52-7 ｱﾘｵ蘇我2F

ラッキー中央店フェリシダ 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見町2-41487

タイトーステーション　船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町1丁目6-1

タイトーＦステーション　柏中央店 277-0872 千葉県柏市十余二249-5

タイトーステーション　セブンパークアリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田950-1

タイトーステーション　柏店 277-0005 千葉県柏市柏2-3-1

タイトーＦステーション　イオン柏店 277-0854 千葉県柏市豊町2-5-25 ｲｵﾝ柏店3F

タイトーＦステーション　ＰＡＺ新柏店 277-0032 千葉県柏市名戸ヶ谷字中久保888-1 PAZ新柏2F

ＧＡＭＥ＆ＧＯ！ＫＩＳＡＲＡＺＵ 292-0044 千葉県木更津市太田2-6-1精文館書店木更津店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ                            

ハロータイトー流山 270-0164 千葉県流山市流山9丁目8002号 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ 流山店3F

こちら葛飾区亀有公園前派出所　こち亀ゲームぱ～く 125-0061 東京都葛飾区亀有3-49-3 ｱﾘｵ亀有ｱﾘｵﾓｰﾙ3F

タイトーＦステーション　西葛西店 134-0088 東京都江戸川区西葛西6-6-10

タイトーＦステーション　国分寺店 185-0012 東京都国分寺市本町3-5-11 Iﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

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 

タイトーステーション　渋谷店 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-12 渋谷東映ﾌﾟﾗｻﾞ

タイトーステーション　ＢＩＧＢＯＸ高田馬場店 169-0075 東京都新宿区高田馬場1-35-3 BIG BOX6F

タイトーステーション　新宿東口店 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-7 指田ﾋﾞﾙ

タイトーステーション　新宿南口ゲームワールド店 160-0022 東京都新宿区新宿3-35-8

タイトーステーション　祖師谷大蔵店 157-0073 東京都世田谷区砧8-10-1 ﾌﾟﾗｯﾂ砧1F

Ｈｅｙ 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-5 広瀬本社ﾋﾞﾙ2F

タイトーステーション　秋葉原店 101-0021 東京都千代田区外神田4-2-2 貴三ﾋﾞﾙ

タイトーステーション　神田店 101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目1番4号

タイトーイン綾瀬 120-0005 東京都足立区綾瀬4ｰ9ｰ29 ﾎｰｷｮﾎﾞﾅｰﾙﾋﾞﾙ

タイトーステーション　多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合1-45-1 丘の上ﾊﾟﾃｨｵ内

タイトーステーション　上野アメ横店 110-0005 東京都台東区上野4-10-17

タイトーステーション　浅草店 111-0032 東京都台東区浅草1-27-5 ROX DOME 1F

ＡＭ　ＰＩＡ　大森 143-0023 東京都大田区山王2-2-15

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

タイトーステーション　町田店 194-0013 東京都町田市原町田6-21-23 松山ﾋﾞﾙ1階

タイトーステーション　南大沢店 192-0364 東京都八王子市南大沢2-3 FAB南大沢 2F

モーリーファンタジー板橋店 175-0083 東京都板橋区徳丸2丁目6番地1ｲｵﾝ板橋店3階

タイトーＦステーション　ダイエー武蔵村山店 208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-36-1 ﾀﾞｲｴｰ武蔵村山店2階

プレイロットジョイ 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-23 河田ﾋﾞﾙ1F

タイトーステーション　池袋西口店 171-0021 東京都豊島区西池袋1-15-9

タイトーステーション　池袋ロサ店 171-0021 東京都豊島区西池袋1-37-12 ﾛｻ会館1F

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

タイトーステーション　錦糸町楽天地店 130-0022 東京都墨田区江東橋4-27-14 楽天地ﾋﾞﾙ地下1階

タイトーステーション　立川北口店 190-0012 東京都立川市曙町2-4-5 ｸﾘｻｽ立川

トーホーレジャープラザ 179-0082 東京都練馬区錦2-19-1ﾄ-ﾎｰﾌﾟﾗｻﾞ5F

タイトーＦステーション　ララスクエア宇都宮店 321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 ﾗﾗｽｸｴｱ宇都宮B1階

インターパークプラスワン宇都宮 321-0123 栃木県宇都宮市東谷町字立野885

タイトーステーション　宇都宮ベルモール店 321-0904 栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1

タイトーステーション　イオンモール佐野新都市店 327-0821 栃木県佐野市高萩町1324-1

テクモピア　鹿沼店 322-0039 栃木県鹿沼市東末広町1073

タイトーＦステーション　小山店 323-0014 栃木県小山市喜沢1475番地

ドラマ　足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町244-1

ユーズランド東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町緒川申新田二区67-8ｲｵﾝﾓｰﾙ東浦2F

わいわいランド知多店 478-0065 愛知県知多市新知東町1ｰ10ｰ1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ知多店内2F

タイトーステーション　豊橋店 441-8061 愛知県豊橋市藤沢町141-4 1F

タイトーステーション　大須店 460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-20-7

タイトーステーション　弥富店 498-0014 愛知県弥富市五明蒲原1371-4

タイトーＦステーション　アル・プラザ鶴見店 503-0805 岐阜県大垣市鶴見町字上渡瀬641-2 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ鶴見店2F

タイトーＦステーション　ラザウォーク甲斐双葉店 400-0107 山梨県甲斐市志田字柿木616-1

タイトーＦステーション　イオン燕三条店 959-1232 新潟県燕市井土巻3-150 ｲｵﾝ県央店 ｱﾒﾆﾃｨ棟1F

アピナ上越インター店 942-0063 新潟県上越市下門前1661

タイトーＦステーション　イオン新潟西店 950-2028 新潟県新潟市西区小新南2丁目1番10号

タイトーステーション　ウェルディ長泉店 411-0934 静岡県駿東郡長泉町下長窪字城山 1076-1ｳｪﾙﾃﾞｨ長泉2F

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ沼津店 410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-5

タイトーＦステーション　静岡店 420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町二丁目5番地4ふしみや第2ﾋﾞﾙ

ＳＵＰＥＲ　ＷＡＶＥ静岡店 422-8001 静岡県静岡市駿河区中吉田15-8ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾟｱ2F

ポート２４浜松店 431-0202 静岡県浜松市西区坪井町4183

タイトーステーション　新浜松ザザシティ店 430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町15番地 ｻﾞｻﾞｼﾃｨ西館2F

タイトーＦステーション　イオンモール浜松市野店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松市野店2F

タイトーＦステーション　イオン富士宮店 418-0032 静岡県富士宮市浅間町1番8号

タイトーステーション　金沢店 920-0981 石川県金沢市片町2-1-7 宇都宮片町ﾋﾞﾙ 1F

手取フィッシュランド 923-1101 石川県能美市粟生町ﾂ58 手取ﾌｨｯｼｭﾗﾝﾄﾞ内1Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

アピナ塩尻店 399-0702 長野県塩尻市広丘野村1794-1

ワコーズ茅野店 391-0002 長野県茅野市塚原1-17ｵｷﾞﾉ茅野ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

リトルファンタジー松本 390-0834 長野県松本市高宮中1-20 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ南松本店3F

タイトーステーション　アリオ松本店 390-0815 長野県松本市深志1-2-30 ｱﾘｵ松本4階

タイトーステーション松本店 399-0014 長野県松本市平田東1-27-1

ＹＡＺ長野店 381-0000 長野県長野市 南石堂町1418-2

アピナ長野川中島店 381-2221 長野県長野市川中島町御厨967-1

アピナ長野村山店 381-0011 長野県長野市村山502-1

タイトーステーション　アイシティ２１松本店 390-1301 長野県東筑摩郡山形村7977 ｱｲｼﾃｨ21内

アピナ飯田店 395-0001 長野県飯田市座光寺3728-1

ゲームスポット２０７ 933-0856 富山県高岡市鐘紡町1655-3

クァトロブーム小杉店 939-0341 富山県射水市三ｹ2602

ユーズランドとなみ店 939-1344 富山県砺波市中神土地区画事業31街区1 ｲｵﾝﾓｰﾙとなみ2F

タイトーステーション　ファボーレ婦中店 939-2716 富山県富山市婦中町下轡田165-1 ﾌｭｰﾁｬｰｼﾃｨ ﾌｧﾎﾞｰﾚ2F

タイトーＦステーション　アルプラザ鯖江店 916-0038 福井県鯖江市下河端町16-6-1 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ鯖江ｱﾐｭｰｽﾞ棟内

ジョイランド敦賀店 914-0814 福井県敦賀市木崎40号土三田12番

Ｌｅｔ’ｓＷａｋｕ２ベル店 918-8015 福井県福井市花堂南2-16-1

レッツワクワクジョイランドエルパ店 910-0802 福井県福井市大和田町32-23

浪漫遊　福井店 918-8025 福井市江守中町6-10-1

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ京都二条店 604-8415 京都府京都市中京区西ﾉ京栂尾町107番地

ＹＡＺ　ＷＯＲＬＤ　四日市店 510-0883 三重県四日市市泊小柳町4-34

タイトーステーション　イオンモール明和店 515-0348 三重県多気郡明和町中村1223 ｲｵﾝﾓｰﾙ明和2F

万代書店　鈴鹿店 513-0808 三重県鈴鹿市西条町500-1  

タイトーＦステーション　アクア近江八幡店 523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町179ﾏｲｶﾙﾀｳﾝ2番街 ｱｸｱ21-1階

タイトーＦステーション　イオン近江八幡店 523-0898 滋賀県近江八幡市鷹飼町南3丁目7番地ｲｵﾝ近江八幡 2番街 1階

プレイランド守山店 524-0012 滋賀県守山市播磨田町185-1 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ守山店2F    

宝島　八日市店 527-0011 滋賀県東近江市八日市浜野町3−1 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ ｱﾋﾟｱ

楽市楽座　イオンモール四條畷 575-0001 大阪府四條畷市砂4丁目3番2号

ＭＥＣＨＡ天保山店 552-0022 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10 天保山ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ内

アクス 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1-1-3

タイトーステーション　難波店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波千日前15-12

ゲームショップあらし 547-0027 大阪府大阪市平野区喜連4-8-53                          

タイトーステーション　梅三小路店 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目2-136 大阪ｽﾃｰｼｮﾝｼﾃｨ

タイトーステーション　大阪日本橋店 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-14

タイトーＦステーション　住道店 574-0046 大阪府大東市赤井1丁目4番3号

タイトーステーション　アリオ八尾店 581-0803 大阪府八尾市光町2-3 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰｱﾘｵ八尾3F

ＡＭ　ＣＵＥ　奈良大和高田 635-0065 奈良県大和高田市東中2-11-16

お宝市番館　　加古川店 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福71−2

タイトーＦステーション　イオン加古川店 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家615-1 ｲｵﾝ加古川店3F

タイトーＦステーション　ＨＡＴ神戸店 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-2 ﾌﾞﾙﾒｰﾙHAT神戸2F

ＶＩＶＯ氷上店 669-3467 兵庫県丹波市氷上町本郷300番地  ゆめﾀｳﾝ2F

タイトーステーション　尼崎つかしん店 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1 SCつかしん内東町北館3階

ゲームアイビス太子店 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田2149

タイトーＦステーション　ロマンシティオークワ御坊店 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部181番地

タイトーＦステーション　オークワ南紀店 647-0071 和歌山県新宮市佐野3-11-19

タイトーＦステーション　セントラルシティ和歌山店 641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀805-1 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾃｨ和歌山店1階

タイトーＦステーション　今治ワールドプラザ店 799-1506 愛媛県今治市東村1-14-2今治ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ内

タイトーステーション　衣山店 791-8025 愛媛県松山市衣山1丁目188 ﾊﾟﾙﾃｨ･ﾌｼﾞ衣山内

タイトーＦステーション　マルナカ新倉敷店 713-8102 岡山県倉敷市玉島爪先981-1

キッズプラザきゃらんど倉敷店 710-0813 岡山県倉敷市寿町12-2 ｱﾘｵ倉敷2F

ユーズランド倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江1番地ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷2F

アミパラ津山店 708-0842 岡山県津山市河辺1000-1ｲｵﾝ津山ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内2F

ピノッキースパティオ呉店 737-0029 広島県呉市宝町5-10ゆめﾀｳﾝ呉  3F

タイトーステーション　フジグラン緑井店 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井1-5-2 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ緑井3F

タイトーステーション　広島紙屋町店 730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-2-21

プリフェスタ　　サンモール店 730-0031 広島県広島市中区紙屋町2丁目2-18  ｻﾝﾓｰﾙ3F

タイトーステーション　広島本通店 730-0035 広島県広島市中区本通3-5 せらかぐ本通ﾋﾞﾙ

タイトーＦステーション　ゆめタウンみゆき店 734-0014 広島県広島市南区宇品西6丁目7番14号 ゆめﾀｳﾝみゆき2F

タイトーＦステーション　ゆめタウン東広島店 739-0003 広島県東広島市西条町土与丸1丁目5-7

タイトーステーション　フジグラン神辺店 720-2107 広島県福山市神辺町大字新道上字 2-10-26 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ神辺店 3F

モーリーファンタジー・ｆ綾川店 761-2304 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1ｲｵﾝSC綾川店3階

タイトーステーション　丸亀店 763-0092 香川県丸亀市川西町南1280番地1 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ丸亀 ﾊﾞｯﾊ棟2F

ゆめタウン三豊　ＢＩＧ　ＷＡＶＥ 769-1506 香川県三豊市豊中町本山甲22

タイトーＦステーション　野市店 781-5232 高知県香南市野市町西野2007-1 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ野市店内

モーリーファンタジー光店 743-0046 山口県光市浅江字木園1756-1ｲｵﾝ光店2階

タイトーＦステーション　山口メルクス店 753-0851 山口県山口市大字黒川82-1ﾊｲﾊﾟｰﾓｰﾙﾒﾙｸｽ内

アミパラ日吉津店 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津1160-1ｲｵﾝﾓｰﾙ日吉津西館

Ｇ−Ｐａｌａ　出雲店 693-0004 島根県出雲市渡橋町784

ハッピーランド松江店 690-0876 島根県松江市黒田町下の原427ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾄﾞ松江店  ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

アミューズメントパフェパレパレ 770-0004 徳島県徳島市南田宮2-2-46

タイトーステーション　フジグラン北島店 771-0204 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ﾉ須174

楽市楽座　イオンモール都城駅前店 885-0023 宮崎県都城市栄町4672−5

タイトーステーション　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33番地1ゆめﾀｳﾝ光の森2F

スポラ菊陽 869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼駄飼代2617-2                  

タイトーステーション　ゆめタウン八代店 866-0045 熊本県八代市建馬町3-1 ゆめﾀｳﾝ八代2F

ダイエープラザ大島店３Ｆゲームコーナー 894-0006 鹿児島県奄美市名瀬小浜町23-1

タイトーステーション　アミュプラザ鹿児島店 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町1-1 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島6F

タイトーステーション　アミュプラザおおいた店 870-0831 大分県大分市要町1-14 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞおおいた4F

タイトーステーション　アミュプラザ長崎店 850-0058 長崎県長崎市尾上町1-1 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ長崎4F

Ａｓｏｂｉ　Ｄｏｕｒａｋｕ新合川店 839-0865 福岡県久留米市新合川1丁目6−7

楽市街道　くるめ店 839-0865 福岡県久留米市新合川2-7-10久留米ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾋﾞﾙ内

スペースタイム２５　宗像店 811-3400 福岡県宗像市くりえいと1-5-1ｻﾝﾘﾌﾞ宗像店2F

タイトーＦステーション　大牟田店 836-0807 福岡県大牟田市旭町2-28-1

タイトーステーション　マリノア店 819-0001 福岡県福岡市西区小戸2-12-30 ﾏﾘﾉｱｼﾃｨ福岡 ﾏﾘﾅｻｲﾄﾞ棟 2F

モーリーファンタジー福岡伊都店 819-0379 福岡県福岡市西区北原1丁目2番1号ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡伊都店3階

タイトーステーション　福岡天神店 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-6-35 ｻｻﾞﾝｸﾛｽﾋﾞﾙ

タイトーステーション　キャナルシティ博多店 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多4F

タイトーステーション　博多パピヨンプラザ店 812-0044 福岡県福岡市博多区千代1-2-17

タイトーＦステーション　ヨドバシ博多店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12 ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ4F

タイトーステーション　サニーサイドモール小倉店 800-0221 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10-1

ＴＡＣ北方店 802-0841 福岡県北九州市小倉南区北方4丁目1−11

タイトーステーション　リバーウォーク店 803-0812 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1 ﾘﾊﾞｰｳｫｰｸ北九州4F 5409

地域 店舗名 郵便番号 住所

キャッツアイ清田店 004-0841 北海道札幌市清田区清田一条1丁目20-1

ディノスパーク　苫小牧店 053-0053 北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝﾓｰﾙ苫小牧2F

ちびっこ遊園地ジョイランド　イオン静内店 056-0026 北海道日高郡新ひだか町静内末広町2-1-1ｲｵﾝ静内店2階

ディノスパーク上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜7丁目14番1号ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ上磯店内

パルケデ・アミーゴ山形店 990-0885 山形県山形市嶋北1丁目3番1号

ファミリーランド弘前店　　　　　　　　 036-8002 青森県弘前市駅前町3-2-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ弘前店4F

嶺宝スポーツセンター 971-8124 福島県いわき市小名浜住吉折返2-2                          

Ｇ３ポロス安積店 963-0107 福島県郡山市安積3丁目160

ピンクパンサーつくばみらい店　　 300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台1-14-1

ピンクパンサー友部店 309-1716 茨城県笠間市住吉1364−1

ピンクパンサー結城店 307-0001 茨城県結城市結城10520−1

ピンクパンサー水戸赤塚店　　　　　　 311-4152 茨城県水戸市河和田1-1  常磐線赤塚駅南口駅前    

ピンクパンサー　水戸けやき台店 310-0841 茨城県水戸市酒門町3276-1

ピンクパンサー日立店　　　　　　 316-0004 茨城県日立市東多賀町5丁目10-10  

プレビ劇場ＩＳＥＳＡＫＩ　 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方346-3  ｽﾏｰｸ伊勢崎店3Fﾌﾟﾚﾋﾞ劇場ISESAKI  AM

ファンタジーランド・ガルー館林 374-0004 群馬県館林市棚町3648-1ｱﾋﾟﾀ館林店2F

ユーズランド高崎店 370-3521 群馬県高崎市棟高町1400番地ｲｵﾝﾓｰﾙ高崎2F

ユーズランド太田店 373-0808 群馬県太田市石原町81番地ｲｵﾝﾓｰﾙ太田2F

キャロムプランニング大宮店 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-17大東ﾋﾞﾙ1F/B1F

エブリディ行田店 361-0037 埼玉県行田市下忍644-1

クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ　ブリブリ　シネマスタジオ 344-0064 埼玉県春日部市南1丁目1-1 ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ春日部 3階 

フェスタ上尾店 362-0034 埼玉県上尾市愛宕3丁目1-40 ﾊﾞﾘｭｰﾌﾟﾗｻﾞ上尾愛宕店内

ＡＭモナコ川越１号店 350-0043 埼玉県川越市新富町2-4-1関口池田ﾋﾞﾙ1F

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

アミューズメントベネクス川越 350-0032 埼玉県川越市大仙波340-1    

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　フレスポ八潮店 340-0822 埼玉県八潮市大瀬一丁目1-3ﾌﾚｽﾎﾟ八潮3F

カーニバルハウス 236-0006 神奈川県横浜市金沢区八景島 横浜･八景島ｼｰﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ

キッズプラザきゃらんど立場店 245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西1-1-15 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ 立場店3F

ＡＭ　ＰＩＡ　川崎モアーズ 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町7番地 岡田屋ﾓｱｰｽﾞ内1･2階

キッズトレインなっつべりぃ　 210-0807 神奈川県川崎市川崎区港町12-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ2F

ジョイプラザ印西店 270-1335 千葉県印西市原1-2 ﾋﾞｯｸﾞﾎｯﾌﾟｶﾞｰﾃﾞﾝﾓｰﾙ印西2F

こちら葛飾区亀有公園前派出所　こち亀ゲームぱ～く 125-0061 東京都葛飾区亀有3-49-3 ｱﾘｵ亀有ｱﾘｵﾓｰﾙ3F

ＧＡＭＥエムエムランド　　　　　　 155-0031 東京都世田谷区北沢2-3-6  

あそんじゃ王国アリオ西新井店　　　　　　　　　　　 123-0843 東京都足立区西新井栄町1-20-1ｱﾘｵ西新井店3F

プレイランド仲宿店 173-0005 東京都板橋区仲宿39-8

テクモピアパルテロン宇都宮店 321-0962 栃木県宇都宮市今泉町237福田屋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ宇都宮店2F

お宝市番館　　尾張小牧 485-0046 愛知県小牧市堀の内3-24

レジャーランド　ささしま 453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-14 ﾏｰｹｯﾄｽｸｴｱささしま1F

アピナ上越インター店 942-0063 新潟県上越市下門前1661

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

ゲームパラダイス 920-0849 石川県金沢市堀川新町5−1

キラキラＡｓｏｂｏｘイオン茅野店 391-0216 長野県茅野市大字米沢303 ｲｵﾝﾀｳﾝ茅野店内

アピナ長野大橋店 380-0928 長野県長野市若里7-9-12

アピナ飯田店 395-0001 長野県飯田市座光寺3728-1

ユーズランド高岡店 933-0813 富山県高岡市下伏間江383ｲｵﾝ高岡SC2F

ユーズランドとなみ店 939-1344 富山県砺波市中神土地区画事業31街区1 ｲｵﾝﾓｰﾙとなみ2F

ゲームパニック京都 604-8035 京都府京都市中京区新京極三条下る桜之町415  MOVIX京都別館

アミパラ　　鈴鹿店 513-0808 三重県鈴鹿市西條町430-1

買取倉庫　甲西店 520-3223 滋賀県湖南市夏見163−1

プレイランド守山店 524-0012 滋賀県守山市播磨田町185-1 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ守山店2F    

ＭＥＣＨＡ天保山店 552-0022 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10 天保山ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ内

ふぇすたらんど東大阪店 578-0947 大阪府東大阪市西岩田3-2-3 山陽ﾏﾙﾅｶ東大阪店内

ピノッキーランド井原店 715-0022 岡山県井原市下出部町2-11-2 ゆめﾀｳﾝ井原3F

アミパラ岡山店 700-0941 岡山県岡山市北区青江1-13-8

キッズプラザきゃらんど倉敷店 710-0813 岡山県倉敷市寿町12-2 ｱﾘｵ倉敷2F

ピノッキースパティオ呉店 737-0029 広島県呉市宝町5-10ゆめﾀｳﾝ呉  3F

ファンタジア　　　　　　　　 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井6-21-1 7F

ピノッキースパティオ大竹本館 739-0622 広島県大竹市晴海1-6-1  ゆめﾀｳﾝ大竹店2F

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薗宇6120

わいわいランド福山店 720-8524 広島県福山市入船町3-1-60 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ福山店内 2F

ピノッキースパティオ南岩国店 740-0034 山口県岩国市南岩国1-20-30 ゆめﾀｳﾝ南岩国店2F

アミパラ日吉津店 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津1160-1ｲｵﾝﾓｰﾙ日吉津西館

アミューズメントパフェパレパレ 770-0004 徳島県徳島市南田宮2-2-46

ファンタジーランド 888-0001 宮崎県串間市大字西方5590N's Cityﾆｼﾑﾀ2F

パスカワールド宇土店 869-0400 熊本県宇土市善導寺町綾織95番地  宇土ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ内

アミパラ佐世保店 857-1161 長崎県佐世保市大塔町18-15

中四国

九州

※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

東北

関東

北陸東海

近畿

関東

北陸東海

近畿

中四国

九州

『まめゴマ もっちりぬいぐるみXL』 導入店一覧

中四国

九州

『MONOKURO BOO　ぬいぐるみXLプレミアム』 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

東北

『アフロ犬 ぬいぐるみBIG RETURN』 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。

東北

関東

北陸東海

近畿


