
地域 店舗名 郵便番号 住所

ＰＡＬＯ釧路 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木1-1-7

モーリーファンタジー江別店 069-0812 北海道江別市幸町35ｲｵﾝ江別店3階

アピナ新千歳空港店 066-0012 北海道千歳市美々1新千歳空港(国内線)旅客ﾀｰﾐﾅﾙ4階

ＰＡＬＯ滝川 073-0024 北海道滝川市東町2丁目29-1

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

ソユーゲームフィールドいわき小名浜店 971-8555 福島県いわき市小名浜字辰巳町79番地 ｲｵﾝﾓｰﾙいわき小名浜3階 

モーリーファンタジー郡山フェスタ店 963-0534 福島県郡山市日和田町字小原1ｲｵﾝ郡山ﾌｪｽﾀ店1階

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

タイトーステーション　イオンタウン水戸南店 311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101

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

タイトーＦステーション　ダイエー大宮店 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3大宮西口共同ﾋﾞﾙ(ﾀﾞｲｴｰ内6F)

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

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

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

ゲームパニック三郷 341-0052 埼玉県三郷市彦野2-25

ＡＭ ＰＩＡ川口 332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-16共同ﾋﾞﾙ3･4F

楽市楽座 イオンモール川口前川店 333-0842 埼玉県川口市前川1-1-11ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川3F

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

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

ゲームスペースジャンボドーン 231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6-147

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

ＡＭ ＰＩＡ 大船 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24大船駅前ﾋﾞﾙ1-3F

ＳＩＬＫ ＨＡＴ  本厚木 243-0018 神奈川県厚木市中町2-4-13本厚木駅前ﾋﾞﾙ1F

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

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

モーリーファンタジー鎌ヶ谷店 273-0107 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2丁目7番1号ｲｵﾝ鎌ヶ谷店2階

ＰＡＬＯ市川 272-0015 千葉県市川市鬼高1-1-1

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B1F

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

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

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 瑞江店 132-0011 東京都江戸川区瑞江2-1-2 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ ﾗﾊﾟｰｸ瑞江店4F

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　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

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

ＰＡＬＯ聖蹟桜ヶ丘 206-0011 東京都多摩市関戸4-72

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

タイトーステーション　ＢＩＧＦＵＮ平和島店 143-0006 東京都大田区平和島 1-1-1BIGFUN平和島3F

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  

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

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2F

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              

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

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

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

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

タイトーステーションフェドラ大須店 460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-30-31萬松寺駐車場ﾋﾞﾙ1階･2階

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

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岐阜店 502-0857 岐阜県岐阜市正木中1-2-1ﾏｰｻ21北館3Fｲｵﾝ岐阜店3階

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

ＰＡＬＯ津南店 514-0817 三重県津市高茶屋小森町145番地ｲｵﾝﾓｰﾙ津南3階

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

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

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

エーツー南瀬名店 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町2-5

モーリーファンタジー・ｆ富士南店 416-0934 静岡県富士市鮫島118-10ｲｵﾝﾀｳﾝ富士南店2階

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

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

ＰＡＬＯ諏訪 392-0013 長野県諏訪市沖田町5-18

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

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

ＰＡＬＯ京橋 534-0025 大阪府大阪市都島区片町2-3-51

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

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

カマロ日本橋ピカソ店 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋3-7-22  光ﾋﾞﾙ

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

レインボーランド八尾店 581-0036 大阪府八尾市沼1-1ｲｽﾞﾐﾔ八尾店1F

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

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

タイトーＦステーション　姫路店 670-0927 兵庫県姫路市駅前町269番地,270番地

ＮＩＣＯＰＡ和歌山店 640-8325 和歌山県和歌山市新生町7番20号 ｲｽﾞﾐﾔ和歌山店2階

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

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

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

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

マンガ倉庫  加納店 889-1605 宮崎県宮崎市清武町加納乙240

楽市楽座イオンタウン姶良店 899-5431 鹿児島県姶良市西餅田264−1

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

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

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

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

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

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

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

沖縄 ＭＥＣＨＡうるま店 904-2231 沖縄県うるま市塩屋浜原502-1 MEGAﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

近畿

中四国

九州

『えいがのおそ松さん　マルチポーチ』 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

関東

北陸東海


