
地域 店舗名 郵便番号 住所

ＧＡＬＡＸＹ　ＧＡＴＥ　函館 041-0812 北海道函館市昭和3-31-12

モーリーファンタジー苫小牧店 053-0053 北海道苫小牧市柳町３－１－２０イオン苫小牧店２階

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

モーリーファンタジー登別店 059-0026 北海道登別市若山町４－３３－１イオン登別店２階

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              

ディノスパーク　旭川 070-0010 北海道旭川市大雪通5-496-5  第8山本ﾋﾞﾙ

ＧａｍｅＦｉｅｌｄ旭川駅前店 070-0030 北海道旭川市宮下通7丁目2番5号 ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前4F

ソユーゲームフィールド旭川西店 070-0823 北海道旭川市緑町23-2161-3  ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西3F

Ｒ－ＢＯＸアルヴェ店 010-0002 秋田県秋田市東通仲町4−1 

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

モーリーファンタジー大曲店 014-0033 秋田県大仙市和合字坪立１７７番地イオン大曲店２階

ソユーゲームフィールド 盛岡南店 020-0866 岩手県盛岡市本宮七丁目1番1号　イオンモール盛岡南1F 

チャットタウン北上店 024-0072 岩手県北上市北鬼柳19-71ﾊﾟﾙｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

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二丁目2-1　さくら野百貨店北上店4F

ソユーゲームフィールド釜石 026-0011 岩手県釜石市港町二丁目1-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ釜石内3階

セガ八戸 031-0072 青森県八戸市城下4-25-14

セガ 弘前 036-8085 青森県弘前市大字末広1-3-3

スペースファンタジーインフィニ店 036-8092 青森県弘前市城東北3-10-1さくら野百貨店弘前店4F

ｎａｍｃｏエルムの街ショッピングセンター 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

青森メトロポリス 038-0006 青森県青森市石江三好1-15-8

ユーズランド下田店 039-2112 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田1F

セガ ワールド 福島 960-0103 福島県福島市本内字中井1-2

モーリーファンタジー福島店 960-0112 福島県福島市南矢野目字西荒田５０番地の１７イオン福島店３階

セガ 日和田 963-0534 福島県郡山市日和田町字西中島7-1

ソユーゲームフィールドいわき小名浜店 971-8555 福島県いわき市いわき都市計画事業小名浜港背後地震災復興土地区画ｲｵﾝ3階　

ゲームエプリ 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-7-2

スーパーノバ仙台利府 981-0111 宮城県宮城郡利府町加瀬字新前谷地55-1利府ﾍﾟｱｶﾞｰﾃﾞﾝ内

モーリーファンタジー利府店 981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前２２イオン利府店２階

モーリーファンタジー新名取店 981-1294 宮城県名取市杜せきのした５丁目３番地の１イオン新名取店３階

モーリーファンタジー富谷店 981-3329 宮城県黒川郡富谷町大清水１ー３３－１イオン富谷店１階

アミュージアム富谷店 981-3329 宮城県富谷市大清水一丁目33番地1　イオンモール富谷別棟　109シネマズ富谷1F

ゲームフィールド仙台長町店 982-0011 宮城県仙台市太白区長町7丁目20番3号 ｻﾞ･ﾓｰﾙ仙台長町店3F

セガ 仙台コロナワールド 983-0005 宮城県仙台市宮城野区福室字田中前1-53-1

プラサカプコン　石巻店 986-0861 宮城県石巻市蛇田字新金沼170ｲｵﾝ石巻ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

モーリーファンタジー石巻店 986-0866 宮城県石巻市茜平４－１０４番地イオン石巻店２階

モーリーファンタジー山形北店 990-0810 山形県山形市馬見ケ崎２－１２－１９イオン山形北店２階

モーリーファンタジー米沢店 992-0044 山形県米沢市春日２－１３－４イオン米沢店２階

モーリーファンタジー天童店 994-0067 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内３４街区イオン天童店２階

ソユーゲームフィールド天童 994-0082 山形県天童市芳賀タウン北四丁目1番1号 イオンモール天童2階

ソユーゲームフィールド三川店 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128-1ｲｵﾝﾓｰﾙ三川1F

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

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 オリナス錦糸町店 130-0012 東京都墨田区太平4-1-2ｵﾘﾅｽﾓｰﾙ地下1階

セガ ワールド 葛西 134-0084 東京都江戸川区東葛西9-3-3イトーヨーカ堂 3F

東京レジャーランドお台場メディアージュ店 135-0091 東京都港区台場1-7-1ﾒﾃﾞｨｱｰｼﾞｭ4F

アミュージアム豊洲店 135-8614 東京都江東区豊洲2-4-9ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｯｸららぽｰと豊洲3F

ハイテクランド セガ 渋谷 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-14-14東口会館 1F

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ビル１～４階

セガ新宿歌舞伎町 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目21番1号第二東亜会館1F・2F

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指田ビル

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

セガ 神楽坂 162-0825 東京都新宿区神楽坂2-11第二カグラヒルズ 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

セガ 池袋GIGO 170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-1

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

アミュージアムＯＳＣ店 178-0063 東京都練馬区東大泉2-34-1ｵｽﾞ･ｽﾀｼﾞｵ･ｼﾃｨｰ2F

ＡＭランドモナコ調布駅前店 182-0024 東京都調布市布田4-2-22  
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クラブ セガ 立川 190-0023 東京都立川市柴崎町3-2-1サザンビル 1F

モーリーファンタジー日の出店 190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木２７３番３イオン日の出店３階

ユーズランド日の出店 190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出店3F

ＹＡＺワールド　八王子みなみ野店 192-0916 東京都八王子市みなみ野1丁目2−1 ｱｸﾛｽﾓｰﾙ八王子みなみ野 3F

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

アミュージアムモリタウン昭島店 196-0014 東京都昭島市田中町562番地1　モリタウン東館2F

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丘の上パティオ内

セガ イオンモールむさし村山 208-0022 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3-2059

モーリーファンタジーむさし村山店 208-0022 東京都武蔵村山市榎１丁目１番３号イオンむさし村山店３階

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1･2階

プレイランド 川崎店 210-0843 神奈川県川崎市川崎区小田栄二丁目2-1　イトーヨーカドー川崎店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

モーリーファンタジー港北店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３１－１－５０８３モザイクモール港北店５階

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　港北ニュータウン店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1ﾉｰｽﾎﾟｰﾄ･ﾓｰﾙ6F

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

トレジャーＳＰＯＴ野庭店 234-0056 神奈川県横浜市港南区野庭町 610-2-1F                 

ＰＡＬＯ横須賀 238-0041 神奈川県横須賀市本町２－１－１２

プレイランド 大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間一丁目3-1　イトーヨーカドー大和鶴間店3F

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ビナウォーク六番館 2F

セガ 小田原ダイナシティ 250-0872 神奈川県小田原市中里296-1ダイナシティイーストモール3F

ソユーゲームフィールド 湘南店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町四丁目1番1号　湘南モールFILL2F

楽市楽座　湘南藤沢店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目3番5号ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ湘南藤沢ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2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

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 千葉 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ビル

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

セガ アリーナ 蘇我 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町51-1蘇我ハーバーシティフェスティバルウォークｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ棟1F

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

モーリーファンタジー幕張新都心店 261-0024 千葉県千葉市美浜区豊砂１－５イオンモール （ファミリーモール）幕張新都心店２階

ソユープレイランドソピア 幕張店 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目417-25　イトーヨーカドー幕張店2F

モーリーファンタジー千葉ニュータウン店 270-1350 千葉県印西市中央北３丁目１番１イオン千葉ニュータウン店３階

ＰＡＬＯ市川 272-0015 千葉県市川市鬼高１－１－１

タイトーＦステーション市川妙典 272-0111 千葉県市川市妙典4-1-1 ｲｵﾝ市川妙典店2番街 2F

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

マリンガーデンららぽーと船橋店 273-0012 千葉県船橋市浜町2丁目1番1号ららぽｰとTOKYO-BAY 西館3階

スーパービバホーム新習志野店２Ｆゲームコーナー　 275-0024 千葉県習志野市茜浜1-1-2 ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ新習志野店2階

モーリーファンタジー八千代緑が丘店 276-0049 千葉県八千代市緑が丘２丁目１－３イオン八千代緑が丘店４階

宝島　ららぽーと柏の葉店 277-0871 千葉県柏市若柴175 ららぽｰと柏の葉3F

セガ ららぽーと ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ 278-8530 千葉県船橋市浜町2-1-1北館1階　E122区画

セガイオンモール銚子 288-0815 千葉県銚子市三崎町2丁目2660-1イオンモール銚子2F

モーリーファンタジー銚子店 288-0815 千葉県銚子市三崎町２丁目２６６０－１イオン銚子店２階

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

モーリーファンタジー木更津店 292-0835 千葉県木更津市築地１－４イオン木更津店２階

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

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ショッピングセンターパルナ2F

モーリーファンタジー土浦店 300-0811 茨城県土浦市上高津３６７番イオン土浦店３階

楽市楽座　イオンモール土浦店 300-0811 茨城県土浦市上高津367番地ｲｵﾝﾓｰﾙ土浦ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

ソユートイズニューヨーク 守谷店 302-0110 茨城県守谷市百合ヶ丘三丁目249番1　イオンタウン守谷2F

モーリーファンタジー下妻店 304-0033 茨城県下妻市堀籠９７２－１イオン下妻店２階

モーリーファンタジーつくば店 305-0071 茨城県つくば市稲岡６６－１イオンつくば店３階

セガ 水戸 310-0015 茨城県水戸市宮町1-7-44コムボックス310

セガ水戸南 310-0851 茨城県水戸市千波町2017番地1フェドラP&D水戸１F

ユーズランド水戸内原店 319-0305 茨城県水戸市中原町字西135ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原2F

モーリーファンタジー水戸内原店 319-0317 茨城県水戸市内原２丁目１番地イオン水戸内原店３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

セガ ワールド 宇都宮 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7

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

タイトーFステーション VAL小山店 323-0025 栃木県小山市城山町3-3-22小山駅ビル(VAL小山)

モーリーファンタジー佐野新都市店 327-0821 栃木県佐野市高萩町１３２４－１イオン佐野新都市店２階

キャラポート さいたま新都心店 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーン新都心西館1F

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

モーリーファンタジー大宮店 331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－５７４－１イオン大宮店３階

関東



ソユーゲームフィールド 川口店 332-0033 埼玉県川口市並木元町1番79号　アリオ川口3F

宝島　浦和美園店 336-0900 埼玉県さいたま市緑区大門3710ｲｵﾝ浦和美園SC2F

モーリーファンタジー浦和美園店 336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門３７１０イオン浦和美園店３階

セガ 与野 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9イオン与野ショッピングセンター3F

ニコパ草加舎人店 340-0032 埼玉県草加市遊馬町2-1島忠ﾎｰﾑｽﾞ草加舎人店1F

ゲームパニック三郷 341-0052 埼玉県三郷市彦野2-25

モーリーファンタジーレイクタウン店 343-0826 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 ｍｏｒｉレイクタウン店３階

ユーズランド　　越谷店 343-0828 埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ4丁目2番地2 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝKAZE3F

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　ララガーデン春日部　３階 

モーリーファンタジー春日部店 344-0122 埼玉県春日部市下柳４２０－１イオン春日部店３階

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

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　モラージュ菖蒲3F

モーリーファンタジー羽生店 348-0039 埼玉県羽生市川崎２丁目２８１番地３イオン羽生店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

埼玉レジャーランド川越店 350-0043　 埼玉県川越市新富町1-17-4

セガ ららぽーと 富士見 354-8560 埼玉県富士見市山室1-13133階35200区画

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

ソユーゲームフィールド 熊谷店 360-0032 埼玉県熊谷市銀座二丁目245番地　ショッピングセンターニットーモール4F

ＦＥＳＴＡ上尾店 362-0034 埼玉県上尾市愛宕3−1−40

キッズプラザきゃらんど上里店 369-0306 埼玉県児玉郡上里町大字七本木2272-1 ウニクス上里 2階

モーリーファンタジー高崎店 370-3521 群馬県高崎市棟高町１４００番地イオン高崎店３階

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

モーリーファンタジー太田店 373-0808 群馬県太田市石原町８１番地イオン太田店２階

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

楽市楽座　　イオンモール松本店 390-0811 長野県松本市中央4丁目9番51号 ｲｵﾝﾓｰﾙ松本  風庭2階

セガ 松本 390-0841 長野県松本市渚1-7-1渚ライフサイト内

アピナ穂高店 399-8303 長野県安曇野市穂高2450

万代書店　　山梨本店 400-0117 山梨県甲斐市西八幡4415

モーリーファンタジー甲府昭和店 409-3852 山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内１街区イオン甲府昭和店３階

楽市楽座　イオンモール甲府店 409-3852 山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内1街区ｲｵﾝﾓｰﾙ甲府昭和2011

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

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

モーリーファンタジー富士宮店 418-0032 静岡県富士宮市浅間町１－８イオンモール富士宮店２階

セガ ワールド 静岡 420-0035 静岡県静岡市葵区七間町4番地2号静活プラザビル 1,2F

アップル新北街道店 420-0816 静岡県静岡市葵区沓谷5-13-4

アップルグランリバー大井川店 421-0218 静岡県焼津市下江留1327

アップル島田店 427-0016 静岡県島田市宝来町8-5

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   

楽市楽座　サンストリート浜北店 434-0041 静岡県浜松市浜北区平口2861ｻﾝｽﾄﾘｰﾄ浜北内M-207

セガ 飯村 440-0833 愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121

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

モーリーファンタジー豊川店 442-0048 愛知県豊川市開運通り２－３１イオン豊川店２階

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

ＮＩＣＯＰＡ　岡崎店 444-0201 愛知県岡崎市上和田町南天白5-1岡崎ｴﾙｴﾙﾀｳﾝ2F

にこぱウイングタウン店 444-0813 愛知県岡崎市羽根町小豆坂3番地ｳｲﾝｸﾞﾀｳﾝ岡崎2F

モーリーファンタジー岡崎南店 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字ばら山１－１イオン岡崎南店３階

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

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

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

モーリーファンタジーワンダーシティ店 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町４０イオンワンダーシティ店３階

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

中川メトロポリス 454-0954 愛知県名古屋市中川区江松3-110

モーリーファンタジー名古屋みなと店 455-0055 愛知県名古屋市港区品川町２－１－６イオン名古屋みなと店３階

モーリーファンタジー名古屋茶屋店 455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋２丁目１１イオン名古屋茶屋店３階

楽市楽座　イオンモール名古屋茶屋店 455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11

セガ 金山 456-0001 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

モーリーファンタジー・ｆ新瑞橋店 457-0012 愛知県名古屋市南区菊住１丁目７－１０イオンモール新瑞橋店３階

名古屋レジャーランド　大高 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字忠治山12-1

モーリーファンタジー大高店 459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高２丁目４５０番地イオン大高店３階

ＮＩＣＯＰＡ　新守山店 463-0070 愛知県名古屋市守山区新守山2830番地ｱﾋﾟﾀ新守山店2階

カラフルパーク・にこぱ　千種店 464-0858 愛知県名古屋市千種区千種２丁目１６番１３号イオン千種２Ｆ   

セガプライムツリー赤池 470-0125 愛知県日進市赤池町箕ノ手1（311区画）

ファミリーファーム　赤池店 470-0126 愛知県日進市赤池町箕ノ手1番　PRIMETREE AKAIKE 3F

関東
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モーリーファンタジー三好店 470-0224 愛知県みよし市三好町青木９１番地イオン三好店２階

モーリーファンタジー東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２イオン東浦店１階

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

セガ豊田 471-0841 愛知県豊田市深田町1-65-1

モーリーファンタジー豊田店 471-0864 愛知県豊田市広路町1-1イオンスタイル３階

セガ ワールド 知立 472-0045 愛知県知立市長篠町大山18-1ギャラリエアピタ1Ｆ

半田メトロポリス 475-0838 愛知県半田市旭町3-11-1

アミューズメントファクトリー 479-0882 愛知県常滑市りんくう町2丁目20番3 ｲｵﾝﾓｰﾙ常滑店2F 

楽市楽座　イオン扶桑店 480-0105 愛知県丹羽郡扶桑町南山名字高塚5番地ｲｵﾝﾓｰﾙ扶桑ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

モーリーファンタジー長久手店 480-1100 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地５、１０、１１街区ｲｵﾝﾓｰﾙ長久手店3階

ｎａｍｃｏイオンモール長久手店 480-1100 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内5､10､11街区ｲｵﾝﾓｰﾙ3F

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

小牧メトロポリス 485-0015 愛知県小牧市間々片山181-1

セガ 東名ボール 489-0972 愛知県瀬戸市西原町2丁目114

セガ イオンモール 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ダイヤモンドシティ・キリオ3階

モーリーファンタジー木曽川店 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池２５－１イオン木曽川店２階

ＡＳＣＨ津島シネコン店 496-0027 愛知県津島市津島北新開351ﾖｼﾂﾞﾔ東宝ｼﾈﾏ館2F

セガマーゴ関 501-3936 岐阜県関市倉知516番地

モーリーファンタジー関店 501-3936 岐阜県関市倉知５１６サンサンシティ・マーゴイオン関店１階

セガ ワールド アクアウォーク大垣 503-0015 岐阜県大垣市林町6-80-21アクアウォーク大垣2F

大垣メトロポリス 503-0808 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

モーリーファンタジー各務原店 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３階

セガ ワールド 多治見 507-0015 岐阜県多治見市住吉町1-1-1

楽市楽座　イオンモール東員店 511-0255 三重県員弁郡東員町長深510−1

モーリーファンタジー桑名店 511-0863 三重県桑名市新西方１丁目２２番地イオン桑名店３階

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

アピナ鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4丁目20番1号ｲｵﾝﾀｳﾝ鈴鹿2階

NICOPA　イオン津店 514-0003 三重県津市桜橋３－４４６イオン津店２Ｆにこぱ       

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

モーリーファンタジー鯖江店 916-0038 福井県鯖江市下河端１６字下町１６－１アル・プラザ鯖江店２階

セガ イオンタウン金沢示野 920-0069 石川県金沢市戸坂西2丁目1

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

モーリーファンタジー・ｆ御経塚店 921-8801 石川県野々市市御経塚２丁目９１番地イオン御経塚店１階

モーリーファンタジー新小松店 923-8565 石川県小松市沖周辺土地区画整理事業区域内20街区 イオンモール新小松店 3F

楽市楽座　イオンモール新小松店 923-8565 石川県小松市 沖周辺土地区画整理事業区域内20街区

モーリーファンタジーかほく店 929-1198 石川県かほく市内日角地内タ２５番イオンかほく店２階

モーリーファンタジー高岡南店 933-0813 富山県高岡市下伏間江３８３イオン高岡南店２階

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

タイトーステーション上越店 943-0173 新潟県上越市富岡3524J-MAXｼｱﾀｰ内

モーリーファンタジー上越店 943-0187 新潟県上越市富岡３４５８番地アコーレ２階アコーレ上越店２階

モーリーファンタジー・ｆ新潟南店 950-0145 新潟県新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号イオンモール新潟南店２階

モーリーファンタジー新潟南店 950-0145 新潟県新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号イオンモール新潟南店３階

DeKKY401ファミリーパーク 950-0973 新潟県新潟市中央区上近江4-12-20 Dekky401　2F

モーリーファンタジー県央店 959-1232 新潟県燕市井土巻３－６５イオン県央店２階

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　大津店  520-0806 滋賀県大津市打出浜14-30 Oh!Me大津ﾃﾗｽ6F

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

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    

セガ ワールド 草津 525-0025 滋賀県草津市西渋川1-23-23ＡーＳＱＵＡＲＥ ＳＡＲＡ新棟2F

モーリーファンタジー草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町３００イオン草津店３階

ゲームランド草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町300番地ｲｵﾝﾓｰﾙ草津ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

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

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

セガ ワールド アポロ 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31アポロビル 3F

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あべのマーケットパークキューズモール区画番号332

レジャランあべのアポロ 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番31号  4階

楽市楽座　イオンモール大阪ドーム店 550-0023 大阪府大阪市西区千代崎3丁目13-1

セガ 新三国 アルゴ７ 561-0823 大阪府豊中市神州町1-15アルゴセブンビル2階

モーリーファンタジー・ｆ茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町８－３０－５イオンＳＣ茨木店４階

モーリーファンタジー茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町８－３０－６イオンＳＣ茨木店３階

モーリーファンタジー大日店 570-0016 大阪府守口市大日東町１番１８号イオン大日店２階

セガ　ビバモール　寝屋川 572-0855 大阪府寝屋川市寝屋南2-22-2ビバモール寝屋川　モール棟2F

モーリーファンタジー四條畷店 575-0001 大阪府四條畷市砂四丁目３番２号イオンスタイル四條畷店３階

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

近畿
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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

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

レインボーランド若江岩田店 578-0946 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目10番52号 ｲｽﾞﾐﾔ若江岩田店4F

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イトーヨーカドーアリオ八尾3F

レインボーランド八尾店 581-0036 大阪府八尾市沼1丁目1番地 イズミヤ1F

モーリーファンタジー金剛店 589-0011 大阪府大阪狭山市半田１－３５－１イオン金剛店３階

にこぱ原山台店 590-0132 大阪府堺市南区原山台5-9-8ｸﾛｽﾓｰﾙA館1F

ソユーゲームフィールド 泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3番地の12　イオンモールりんくう泉南2階

モーリーファンタジーりんくう泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜３－１イオンりんくう泉南店２階

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

モーリーファンタジー堺北花田店 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町４－１－１２イオン堺北花田店２階

レインボーランド泉北店 599-8276 大阪府堺市中区小坂270番地 イズミヤ2F

モーリーファンタジー京都桂川店 601-8211 京都府京都市南区久世高田町３７６番１イオン京都桂川店３階

楽市楽座　イオンモール京都桂川店 601-8211 京都府京都市 南区久世高田町376−1

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

モーリーファンタジー久御山店 613-0024 京都府久世郡久御山町森南大内１５６－１イオン久御山店２階

モーリーファンタジー高の原店 619-0223 京都府木津川市相楽台１－１－１イオンＳＣ高の原店４階

楽市楽座　イオンモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 奈良県生駒市鹿畑町3027番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ奈良登美ヶ丘店 専門店街3階

ｷｯｽﾞｻｰｶｽ奈良柏木店 630-8031 奈良県奈良市柏木町４５６－１

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

ソユーゲームフィールド 奈良橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町7-20-1ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F

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

楽市楽座　イオンモール大和郡山店 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町741-333ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山店3F

レインボーランド和歌山店 640-8325 和歌山県和歌山市新生町7-20 イズミヤ和歌山店２Ｆ

にこぱ　ガーデンパーク和歌山店 640-8421 和歌山県和歌山市松江字向鵜ﾉ島1469番地-1ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰｸ和歌山 2F

モーリーファンタジー和歌山店 640-8451 和歌山県和歌山市中字楠谷５７３番地イオン和歌山店３階

ユーズランド和歌山店 640-8451 和歌山県和歌山市中字楠谷573番地

レインボーランド紀伊川辺店 649-6312 和歌山県和歌山市川辺220 イズミヤ1F

ドナリアコット　岩出店 649-6215 和歌山県岩出市中迫塚本147ﾐﾚﾆｱｼﾃｨ岩出店2Fﾄﾞﾅﾘｱｺｯﾄ岩出店

セガ 神戸ｕｍｉｅサウスモール 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎1-7-2　A-408

楽市楽座  イオンモール神戸北店 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1  ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北3階

レインボーランド神戸玉津店 651-2132 兵庫県神戸市西区森友3-7-3ｲｽﾞﾐﾔ神戸玉津店2F

メガパレス 651-2143 兵庫県神戸市西区丸塚2-9-18

セガ つかしん 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1つかしん内

セガ あまがさきキューズモール 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-3-1ココエあまがさき内4F

セガコロワ甲子園 663-8166 兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3コロワ甲子園

セガ ららぽーと甲子園 663-8178 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100ららぽーと甲子園2050ソニックタウン

テクモピアフォーレ伊丹店 664-0000 兵庫県伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹3F

カリヨンパーク伊丹店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻4丁目1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店4F

モーリーファンタジー伊丹店 664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木１－１－１イオン伊丹店３階

クラブ セガ 姫路ＯＳ 670-0927 兵庫県姫路市駅前町254姫路OSビル B1F

モーリーファンタジー明石店 674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り３－３－１イオン明石 ３番街明石店３階

メガコート 675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田３５１ ２Ｆ ゲームコーナー

モーリーファンタジー・f松江店 690-0001 島根県松江市東朝日町１５１イオンＳＣ松江店３階

ｙｏｕｍｅ　ＣＩＲＣＵＳ 693-0063 島根県出雲市大塚町650-1ゆめﾀｳﾝ出雲 東館3F

セガ イオンモール 岡山 700-0907 岡山県岡山市北区下岩井1丁目2番1号イオンモール岡山内6階6024-1区画

モーリーファンタジー・ｆ岡山店 700-0907 岡山県岡山市北区下石井１丁目２番１号イオンモール岡山店４階

モーリーファンタジー倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江１番地イオン倉敷店１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

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

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 フジグラン神辺店 3F

福山メトロポリス 721-0953 広島県福山市一文字町24-1

セガ広島本通 730-0035 広島県広島市中区本通9-30ランドマークビル

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フジグラン緑井3F

プラサカプコン広島店 731-5162 広島県広島市佐伯区石内東4丁目1番1号 ｼﾞ ｱｳﾄﾚｯﾄ広島1F

楽市楽座　広島店 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 広島段原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ7階

セガLECT広島 733-8509 広島県広島市西区扇2-1-45LECT2F

モーリーファンタジー広島府中店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須２－１－１イオン広島府中店２階

お宝買取団　東広島店 739-0013 広島県東広島市西条御条町6-20-4F  店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ         

PALO防府店 747-0802 山口県防府市中央町１－３イオン防府店３階

ゆめシティ３Ｆ　ゆめパーク 751-0869 山口県下関市伊倉新町3丁目41275

ピノッキースパティオ山口店 753-0214 山口県山口市大内御堀1302-1 ゆめﾀｳﾝ山口2F

ユーズボウル荻 758-0000 山口県萩市大字椿字河尻2291

近畿

中四国



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

セガ 徳島 スエヒロボウル 770-0865 徳島県徳島市南末広町4-95-2

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

モーリーファンタジー高知店 780-0026 高知県高知市秦南町１丁目４－８イオン高知店２階

セガ ワールド フジグラン 780-8076 高知県高知市朝倉東町52-15フジグラン高知 3F

モーリーファンタジー新居浜店 792-0007 愛媛県新居浜市前田町８番８号イオン新居浜店２階

Ｇ－Ｐａｌａ小倉 800-0255 福岡県北九州市 小倉南区上葛原1-4-1

楽市楽座  サンリブシティ小倉店 800-0255 福岡県北九州市小倉南区上葛原2丁目14−1

スマイルステーション小倉店 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野２丁目１４−５

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

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リバーウォーク北九州4F 5409

スマイルステーション戸畑 804-0067 福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2  ｲｵﾝ戸畑3F

楽市楽座  イオン八幡東店 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102  ｲｵﾝﾓｰﾙ八幡東ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内3F

セガ アリーナ 中間 809-0013 福岡県中間市上蓮花寺3-1-1

モーリーファンタジー福岡店 811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２－１イオン福岡店２階

楽市楽座　イオンモール福岡店 811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ﾉ木192-1  2F

楽市楽座　２１０トリアス店 811-2502 福岡県糟屋郡久山町大字山田990

モーリーファンタジー福津店 811-3208 福岡県福津市日蒔野６－１６－１イオン福津店２階

楽市楽座  イオンモール福津店 811-3213 福岡県福津市793番地ｲｵﾝﾓｰﾙ福津店3階3043A

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

楽市街道  箱崎店 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎5-1-8楽市街道箱崎店内   

Ｇ－ｐａｌａ博多店 812-0896 福岡県福岡市博多区東光寺町2-6-40ｺﾏｰｼｬﾙﾓｰﾙ博多2F

スペースタイム２５ザ・モール春日店 816-0814 福岡県春日市春日5-17ｻﾞ･ﾓｰﾙ春日2F

モーリーファンタジー大野城店 816-0935 福岡県大野城市錦町４－１－１イオン大野城店３階

モーリーファンタジー筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１イオン筑紫野店３階

楽市楽座  福重店 819-0025 福岡県福岡市西区石丸4丁目10−263−1

楽市楽座　イオン穂波店 820-0081 福岡県飯塚市枝国長浦666-48ｲｵﾝ穂波店2F

モーリーファンタジー直方店 822-0008 福岡県直方市湯野原２丁目１番１号イオン直方店２階

モーリーファンタジー大牟田店 836-0037 福岡県大牟田市岬町３－４イオン大牟田店２階

楽市楽座　イオンモール大牟田店 836-0037 福岡県大牟田市岬町3ｰ4ｲｵﾝﾓｰﾙ大牟田2階2010

スペースタイム２５イオン甘木店 838-0068 福岡県朝倉市甘木岩入380番地 ｲｵﾝ甘木店2階

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

モーリーファンタジー佐賀大和店 840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺３５３５番地イオンモール佐賀大和店２階

Ｇ－ｐａｌａ時津店 851-2104 長崎県西彼杵郡時津町野田郷59

セガみらい長崎ココウォーク 852-8104 長崎県長崎市茂里町1-55みらい長崎ココウォーク　5F

モーリーファンタジーチトセピア店 852-8135 長崎県長崎市千歳町５番１号イオンチトセピア店３階

セガ ワールド サンスパおおむら 856-0815 長崎県大村市森園町663-3

スペースタイム２５イオン佐世保店 857-0806 長崎県佐世保市島瀬町10−9

モーリーファンタジー熊本店 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町上島字長池２２３２イオン熊本店２階

楽市楽座イオンモール熊本店 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町 大字上島字長池2232 イオンモール熊本店

モーリーファンタジーパークプレイス大分店 870-0125 大分県大分市公園通り西２丁目－１イオンパークプレイス大分店２階

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アミュプラザおおいた4F

ユーズランド三光店 871-0111 大分県中津市三光佐知1032ｲｵﾝﾓｰﾙ三光2F

ゆめタウン別府ＢＩＧＷＡＶＥ 874-0943 大分県別府市楠町382-6

Ｇ－Ｐａｌａ　日田店 877-0000 大分県日田市 友田986-1

楽市楽座　イオンモール宮崎店 880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎店2F

モーリーファンタジー宮崎店 880-8577 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１イオン宮崎店２階

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

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アミュプラザ鹿児島6F

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　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フレスポジャングルパーク２階

モーリーファンタジー南風原店 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町字宮平２６４イオン南風原店２階

モーリーファンタジーライカム店 901-2300 沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業区画内４街区イオンライカム店４階

中四国
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