『アズールレーン ロングウォレット』 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。
地域

北海道

東北

店舗名

住所

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

ディノスパーク 旭川店

070-0010

北海道旭川市大雪通5-496-5 第8山本ﾋﾞﾙ

ソユーゲームフィールド発寒

063-0828

北海道札幌市西区発寒八条12丁目1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌発寒3F

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

ディノスパーク ノルベサ店

060-0063

北海道札幌市中央区南3条西5丁目1-1

お宝倉庫 苗穂店

007-0822

北海道札幌市東区東雁来二条1丁目1番地24

ディノスパーク 帯広店

080-0051

北海道帯広市白樺16条西2丁目ﾄﾞﾘｰﾑﾀｳﾝ白樺内

ＢＩＧ ＢＡＮＧ滝川店

073-0024

北海道滝川市東町1-8-14

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

ＢＩＧ ＢＡＮＧ 函館

040-0015

北海道函館市梁川町9-3ﾊﾟﾎﾞｯﾂ函館3F

セガ 水沢

023-0003

岩手県奥州市水沢区佐倉河字鎧田4-1

ＡＭスペースＢＡＧＩＢＡＧＩ

027-0081

岩手県宮古市新川町3-17

ゲームランド盛岡店

020-0148

岩手県盛岡市前潟4-7-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡2F

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

セガワールド 石巻

986-0853

宮城県石巻市大街道東4-1-45

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

仙台レジャーランド一番町店

980-0811

宮城県仙台市青葉区一番町4-3-27 ｶﾞﾚﾘｱ一番町ﾋﾞﾙ1F-3F

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

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 名取セッツウイングス

981-1225

宮城県名取市飯野坂字土城堀57-1

セガワールド 北山形

990-0821

山形県山形市北町1-3-20

ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ ＴＥＮＤＯ

994-0049

山形県天童市南町1丁目5-26

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

ＡＧスクエア 庄内

997-1316

山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端326-6

ファンタジープラザ秋田店

010-0000

秋田県秋田市旭北錦町4-58ﾒｶﾞ･ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ秋田2F

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

Ｒ－ＢＯＸアルヴェ店

010-8506

秋田県秋田市東通仲町4-1 秋田拠点ｾﾝﾀｰｱﾙヴｪ1階

万SAI堂 秋田店

011-0911

秋田県秋田市飯島字堀川10

リスチャイルド本荘店

015-0011

秋田県由利本荘市石脇字田中138 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ本荘店内

セガ 弘前

036-8085

青森県弘前市大字末広1-3-3

セガ八戸

031-0072

青森県八戸市城下4-25-14

ＳＯＹＵ ＧＡＭＥ ＦＩＥＬＤ いわき小名浜店

971-8101

福島県いわき市小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業内 ｲｵﾝﾓｰﾙいわき小名浜 3階

セガ 小名浜

971-8122

福島県いわき市小名浜林城字塚前18-1

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

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

セガ 日和田

963-0534

福島県郡山市日和田町字西中島7-1

ソユーエンターテイメントスタジオ 須賀川店

962-0803

福島県須賀川市古河105番地 ｲｵﾝﾀｳﾝ須賀川B棟

SUPER NOVA 福島店

960-8153

福島県福島市黒岩字中島7番2号

ＪＡＭ ＪＡＭつくば店

305-0032

茨城県つくば市竹園1-9-2ﾃﾞｨｽﾞﾀｳﾝつくばB1F

アミューズＶＩＶＡ

312-0042

茨城県ひたちなか市東大島 2-11-11-1F

セガ 霞ヶ浦

300-0726

茨城県稲敷市西代1473-1

ＮＹ守谷店

302-0110

茨城県守谷市百合丘3丁目字向原249-1ｲｵﾝﾀｳﾝ守谷2F

スタジオプリモマイム水戸店

310-0015

茨城県水戸市宮町1-2-4 ﾏｲﾑ 1F

セガ 水戸

310-0015

茨城県水戸市宮町1-7-44ｺﾑﾎﾞｯｸｽ310

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

ピンクパンサー那珂店

311-0105

茨城県那珂市菅谷1593-8

セガワールド 龍ヶ崎

301-0855

茨城県龍ヶ崎市藤ヶ丘4-2-8

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

セガワールド 館林

374-0037

群馬県館林市小桑原町949-1

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

群馬レジャーランド渋川店

377-0003

群馬県渋川市八木原1364

セガワールド 太田

373-0823

群馬県太田市西矢島575-1

群馬レジャーランド藤岡店

375-0005

群馬県藤岡市中2002-1

Ｓｐｉｃａ大宮南銀店

330-0845

埼玉県さいたま市大宮区仲町1-57

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

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

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 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾆｯﾄｰﾓｰﾙ4F

ギガステーション戸田

335-0031

埼玉県戸田市大字美女木943-7

埼玉レジャーランド春日部店

344-0041

埼玉県春日部市増富谷際163-1

セガ 所沢

359-1123

埼玉県所沢市日吉町8-1

埼玉レジャーランド川越店

関東

郵便番号

ＧａｍｅＦｉｅｌｄ旭川駅前店

350-0043

埼玉県川越市新富町1-17-4

ゲームメイト川越店

350-1122

埼玉県川越市脇田町４－２川越モディ３Ｆ

マグマックス川越

350-1122

埼玉県川越市脇田町7-2

ゲームシティ川口店

332-0017

埼玉県川口市栄町1-10-5

スーパーハンマー草加店

340-0011

埼玉県草加市栄町2-8-33ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ草加店内ﾃﾅﾝﾄ1Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ＳＩＬＫ ＨＡＴ 横須賀中央

238-0007

神奈川県横須賀市若松町1-5 ﾌﾟﾗｲﾑﾋﾞﾙ 地下1階

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

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ＣＵＢＥＰＡＲＫ（横浜本店）

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

ＡＭスポット ドリームス

226-0003

神奈川県横浜市緑区鴨居3-1-9 ｽﾏｰｲﾋﾞﾙ1F

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

ＳＩＬＫ ＨＡＴ

243-0018

神奈川県厚木市中町2-4-13 本厚木駅前ﾋﾞﾙ

ＹＡＺ川崎店

212-0054

神奈川県川崎市幸区小倉5-19-23 ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ川崎1F

タイトーステーション 溝の口店

213-0001

神奈川県川崎市高津区溝口1-11-8 OKKA634ﾋﾞﾙ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 岡田屋ﾓｱｰｽﾞ内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 ﾀﾞｲｽﾋﾞﾙ 地下2階

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 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大和鶴間店3F

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

ゲームプラザセントラル浦安店

279-0002

千葉県浦安市北栄1丁目16−15 第四ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ

ラッキー佐倉店

285-0855

千葉県佐倉市井野1475

千葉レジャーランド成東店

289-1327

千葉県山武市姫島111-1

ゲームチャリオット五井店

290-0081

千葉県市原市五井中央西2丁目1−2

ゲームフジ市川

272-0034

千葉県市川市市川1-9-11ｻﾝ市川ﾊｲﾂ1F

ＡＭ ＰＩＡ 津田沼

275-0016

千葉県習志野市津田沼1-2-1 十三ﾋﾞﾙ地下1階

本厚木

ゲームランド津田沼店

275-0016

山二ﾋﾞﾙB1F

千葉県習志野市津田沼1-23-1ｲｵﾝﾓｰﾙ津田沼2階

ソニックビーム松戸

271-0092

千葉県松戸市松戸1172-1

スポーツウェーブ鉄腕２４稲毛長沼店

263-0001

千葉県千葉市稲毛区長沼原町697

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

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

セガ 千葉

260-0015

千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ﾋﾞﾙ

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

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

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

千葉レジャーランド野田店

278-0042

千葉県野田市吉春776-1

ハイテクランドセガ 立石

124-0012

東京都葛飾区立石7-2-1ｾﾌﾞﾝｽﾀｰﾋﾞﾙ

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

クラブセガ 新宿西口

160-0023

東京都新宿区西新宿1-12-5

Ｈｅｙ

101-0021

東京都千代田区外神田1-10-5広瀬本社ﾋﾞﾙ2F

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４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第一半田ﾋﾞﾙ

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

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

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

ＥＡタワーｂｙＡｓｏｂｏｘ秋葉原

101-0021

東京都千代田区外神田4-4-7MTﾋﾞﾙ6階

ＳＩＬＫ ＨＡＴ 蒲田西口

144-0051

東京都大田区西蒲田7-2-3 第二醍醐ﾋﾞﾙ 地下1F~地上2階

セガ 町田

194.-0013

東京都町田市原町田6-13-17ｱｰﾊﾞﾝﾐｻﾜﾋﾞﾙ

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

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

ドラマ野猿店

192-0352

東京都八王子市大塚628-1

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

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

ＡＭ Ｓｔ．Ｔｒｏｐｅｚ 池袋

170-0013

東京都豊島区東池袋1-29 ｻﾝﾄﾛﾍﾟﾋﾞﾙ2階

ラウンドワン池袋店

170-0013

東京都豊島区東池袋一丁目14番1号 池袋ｽｸｴｱ

アミュージアムＯＳＣ店

178-0063

東京都練馬区東大泉2-34-1 オズ・スタジオ・シティ2F

セガ 赤羽

115-0045

東京都北区赤羽1-7-9

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

インターパークプラスワン宇都宮

321-0118

栃木県宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ 6-5-1

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

セガワールド 宇都宮

321-0953

栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7

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

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

セガワールド 小山

323-0825

栃木県小山市東城南1-1-18

セガ 安城

446-0044

愛知県安城市百石町2-35-13

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

ゲームランド岡崎店

444-0840

愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎SC ｼﾈﾏ棟2階

セガ 岡崎

444-0823

愛知県岡崎市上地3-50-4

ポート24幸田店

444-0111

愛知県額田郡幸田町高力字沖原15ｶﾒﾘｱｶﾞｰﾃﾞﾝ幸田内

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

セガ 春日井

486-0805

愛知県春日井市岩野町菅廻間4180

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

セガ 飯村

440-0833

愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121

セガ 豊田

471-0841

愛知県豊田市深田町1-65-1

ポート２４八事店

466-0834

愛知県名古屋市昭和区広路町北石坂102-4

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

コムテックタワー

450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅 4-10-20

セガ 金山

456-0001

愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

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

セガ 伊勢

516-0053

三重県伊勢市中須町666

セガワールド 桑名

511-0947

三重県桑名市大字大仲新田字宮前158番地ｻﾝｼﾊﾟｰｸ内

プレビプレイランド 四日市AMパーク

510-0075

三重県四日市市安島1-3-31ﾗﾗｽｸｴｱ5F

512-0911

三重県四日市市生桑町字川原崎299-1

セガワールド 久居

514-1101

三重県津市久居明神町字風早2534-1ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内

キラキラＡｓｏｂｏｘ津芸濃店

514-2211

三重県津市芸濃町椋本3083

万代書店 鈴鹿店

513-0808

三重県鈴鹿市西条町500-1

プラサカプコン甲府店

409-3866

山梨県中巨摩郡昭和町西条字北河原3717番地

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

アピナ長岡店

940-2026

新潟県長岡市堺東町22

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 静岡

420-0035

静岡県静岡市葵区七間町4-2静活ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 1,2F

藤枝鑑定団

426-0009

静岡県藤枝市八幡363-4

エーツー藤枝店

426-0027

静岡県藤枝市緑町1丁目6−5

ＹＡＺ磐田店

438-0026

静岡県磐田市西貝塚 横須賀 道北 3690 ｲｵﾝ ﾀｳﾝ 磐田 内

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

ＧＡＭＥ ＯＦＦ富士宮店

418-0004

静岡県富士宮市三園平1360

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

アピナ伊那店

396-0021

長野県伊那市西町5093

アピナ松本店

390-0833

長野県松本市双葉19-10

セガ 上田

386-0001

長野県上田市大字上田1847-1

アピナ長野村山店

381-0011

長野県長野市村山502-1

アピナ飯田店

395-0001

長野県飯田市座光寺3728-1

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

ゲームメイト京都

601-8003

京都府京都市南区東九条西山王町31番地 京都ｱｰﾊﾞﾝｼﾃｨ 4F

買取倉庫 甲西店

520-3223

滋賀県湖南市夏見163−1

セガ 甲西

520-3223

滋賀県湖南市夏見二ﾂ橋356-1

ＤＩＮＯ彦根

522-0038

滋賀県彦根市西沼波町166

ソユーゲームフィールド 堺鉄砲町店

590-0905

大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ堺鉄砲町3F

北陸東海 セガ 生桑

ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＦＩＥＬＤ ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1 3F 30060
近畿

中四国

九州

沖縄

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

Ｇ－ｐａｌａあべの

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-2F

クラブセガ 東梅田

530-0027

大阪府大阪市北区堂山町9-28

セガ 難波アビオン

556-0011

大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15MMOﾋﾞﾙ 1F･2F

アテナ日本橋

556-0011

大阪府大阪市浪速区難波中37278

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七丁目20番1 ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F

開放倉庫 橿原店

634-0008

奈良県橿原市十市町888-5

タイトーＦステーション 三宮西館店

650-0021

兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1三宮ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ西館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ﾋﾞﾙ B1F

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

ゲームアイビス岡山店

703-8233

岡山県岡山市中区高屋308-1

アミパラテクノ

700-0808

岡山県岡山市北区大和町1ｰ7ｰ12

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

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

セガ 倉敷

710-0833

岡山県倉敷市西中新田535-2

セガ 海田

736-0042

広島県安芸郡海田町南大正町 3-35

セガ 広島本通

730-0035

広島県広島市中区本通9-30ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾋﾞﾙ

お宝買取団 高松店

761-0101

香川県高松市春日町16-1

セガ 高松

761-8058

香川県高松市勅使町535

マックスプラザ善通寺店

765-0073

香川県善通寺市中村町1798−2

ソユーファミリーゲームフィールド 防府店

747-0823

山口県防府市鐘紡町7番1号 ｲｵﾝﾀｳﾝ防府1F

アミュージアム周南店

744-0025

山口県下松市中央町21-3ゆめタウン下松3F

マンガ倉庫 倉吉店

682-0023

鳥取県倉吉市山根646-1

Ｔ－ＢＩＲＤＳ鳥取店

680-0913

鳥取県鳥取市安長223開放倉庫鳥取店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

開放倉庫 米子店

683-0851

鳥取県米子市夜見町2921-8

Ｇ－ｐａｌａ出雲

693-0004

島根県出雲市渡橋町784-1

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

マンガ倉庫 宮崎店

880-0212

宮崎県宮崎市佐土原町下那珂3340-41

Ａｓｏｂｉ Ｄｏｕｒａｋｕ嘉瀬店

840-0861

佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原2488−1

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

プラサカプコン大分店

870-0174

大分県大分市公園通ﾘ西2丁目1番 ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分2F

Ｇ－ｐａｌａ日田

877-0000

大分県日田市友田997-1

Ａｓｏｂｉ Ｄｏｕｒａｋｕ時津店

851-2103

長崎県西彼杵郡時津町元村郷863−10

Ｇ－ｐａｌａ時津

851-2104

長崎県西彼杵郡時津町野田郷59号

Ａｓｏｂｉ Ｄｏｕｒａｋｕ新合川店

839-0865

福岡県久留米市新合川1丁目6−7

Ａｓｏｂｉ Ｄｏｕｒａｋｕ仲原店

811-2304

福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2650−1

プラサカプコン直方店

822-0008

福岡県直方市湯野原2-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ直方2F

Ｇ’ＣＯＭ和白店

811-0202

福岡県福岡市東区和白3丁目27-69

ｎａｍｃｏ博多バスターミナル店

812-0012

福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1 博多ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ7F

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

Ｇ－ｐａｌａ小倉

800-0255

福岡県北九州市小倉南区上葛原1丁目14番地1号

ハイパーメッセ

802-0841

福岡県北九州市小倉南区北方4-6-7

マンガ倉庫浦添店

901-2133

沖縄県浦添市城間2689-1F

