
地域 店舗名 郵便番号 住所

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

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

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              

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

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

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

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

スーパーノバ会津インター 965-0053 福島県会津若松市町北町上荒久田字宮下142

タイトーアミューズメントシティ郡山 963-0115 福島県郡山市南2丁目38 ﾌﾚｽﾎﾟ郡山内

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

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

ゲームパニックつくば 300-0850 茨城県土浦市中村東1-1-1

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

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

群馬レジャーランド渋川店 377-0003 群馬県渋川市八木原1364

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

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

群馬レジャーランド藤岡店 375-0005 群馬県藤岡市中2002-1

ウエアハウス岩槻店　 339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉3-3-63

ウエアハウス三橋店　 331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋6-955-1

Ｓｐｉｃａ大宮南銀店 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-57

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

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

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

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

フリーダム横浜 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-5-27                          

神奈川レジャーランド厚木店 243-0031 神奈川県厚木市戸室5-31-1

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

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　川崎ダイス 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8番地川崎ﾀﾞｲｽﾋﾞﾙB2F

ウエアハウス川崎店 210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町3-7

アミューズメントスクウェアテクモピア向ケ丘遊園店 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸2755 ﾐﾉﾜﾎｰﾑｽﾞ1階

ゲームオット本八幡 272-0021 千葉県市川市八幡2-16-6八幡旗ﾋﾞﾙB1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

ソニックビーム松戸 271-0092 千葉県松戸市松戸1172-1

ｎａｍｃｏ東京ガリバー松戸店 271-0092 千葉県松戸市松戸1230番地1 ﾋﾟｱｻﾞ松戸1F

スポーツウェーブ鉄腕２４　浜野店 260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町1025-59

アミューズメントエース津田沼 274-0825 千葉県船橋市前原西2-15-1

千葉レジャーランド野田店 278-0042 千葉県野田市吉春776-1

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　蒲田西口 144-0051 東京都大田区西蒲田７－２－３ 第二醍醐ビル　地下１Ｆ～地上２階

東京レジャーランド亀有店 125-0061 東京都葛飾区亀有3-21-2

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

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

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

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 3号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-11-11

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

セガ 秋葉原 2号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-1第一半田ビル

セガ 秋葉原 4号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-95F

東京レジャーランド秋葉原店 101-0021 東京都千代田区外神田1丁目9-5

東京レジャーランド秋葉原２号店 101-0021 東京都千代田区外神田4-3-3ﾐﾅﾐﾋﾞﾙ6F7F

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松山ビル1階松山ビル1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

ドラマ八王子高倉店 192-0033 東京都八王子市高倉町55-4

ゲームプラザセントラル　八王子店 192-0082 東京都八王子市東町12−15 第五ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ

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

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

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

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

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

ｎａｍｃｏフェドラＰ＆Ｄ佐野店 327-0821 栃木県佐野市高萩町1340

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

タイトーステーション パールシティ稲沢店 492-8164 愛知県稲沢市井之口大坪町80-1パールシティ2Fパールシティ2F

ゲーム ファンタジアン 岡崎店 444-0067 愛知県岡崎市錦町2-4

ゲーム　ファンタジアン　蒲郡店　 443-0046 愛知県蒲郡市竹谷町中野1−1

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

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

ゲームファンタジアン長久手店 480-1121 愛知県長久手市武蔵塚705

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

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

名古屋レジャーランド内田橋店 457-0862 愛知県名古屋市南区内田橋2丁目26番22号

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

岐阜レジャーランド穂積 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里630番地

万代書店　四日市日永店 510-0885 三重県四日市市日永5丁目7−3

ゲームパニック甲府 400-0043 山梨県甲府市国母5−20−24

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

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

ｎａｍｃｏシルクドゥガリバー新潟店 950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-1 ひもろぎﾋﾞﾙ2F

ビイブリッジ　お宝中古市場　沼津店 410-0874 静岡県沼津市松長12-3  西友楽市内                        

浜松鑑定団 435-0005 静岡県浜松市東区安新町105

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

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宇都宮片町ビル 1F宇都宮片町ビル 1F

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

夢大陸　松本店 390-0827 長野県松本市出川3-6-13

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

ゲームＡ－ＣＨＯ 604-8042 京都府京都市 中京区寺町通四条上る東大文字町302

ＤＩＮＯ彦根 522-0038 滋賀県彦根市西沼波町166

宝島　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

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

ｎａｍｃｏ大阪日本橋店 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-1-17 ｺｽﾓﾋﾞﾙ 1～3F

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

Ｇ－ｐａｌａ姫路店 672-8074 兵庫県姫路市 飾磨区加茂203-1

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

ゲームアイビス岡山店　　　　　　　　　　 703-8233 岡山県岡山市中区高屋308-1

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

ｎａｍｃｏ広島紙屋町 730-0051 広島県広島市中区大手町2-3-3 ｱﾆﾒｲﾄﾋﾞﾙ 1階

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せらかぐ本通ビルせらかぐ本通ビル

ネオブラボー 747-0045 山口県防府市高倉1丁目3−30

マンガ倉庫　　都城店 885-0006 宮崎県都城市吉尾町840ﾏﾝｶﾞ倉庫都城店内

マンガ倉庫鹿児島店 891-0114 鹿児島県鹿児島市小松原1-6-7

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

Ｇ－Ｐａｌａ　日田店 877-0000 大分県日田市 友田986-1

Ａｓｏｂｉ　Ｄｏｕｒａｋｕ時津店 851-2103 長崎県西彼杵郡時津町元村郷８６３−１０

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

近畿

九州

中四国

再登場『戦姫絶唱シンフォギアAXZ デフォルメぬいぐるみXL 響&クリス』 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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北海道


