
地域 店舗名 郵便番号 住所

ソユーゲームフィールド　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 北海道旭川市緑町二十三丁目2161番地3 ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西3F

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

ソユーゲームフィールド　発寒店 063-0828 北海道札幌市西区発寒8条12丁目1番1号 ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌発寒3F 

ソユーゲームフィールド　苗穂店 007-0802 北海道札幌市東区東苗穂2条三丁目1番1号 ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌苗穂2F

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

ファンタジープラザ苫小牧店 053-0033 北海道苫小牧市木場町1-6-1

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

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

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 

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

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

セガ　仙台 980-21 宮城県仙台市青葉区中央2-5-5三経60ﾋﾞﾙ

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

スタジオプリモ山形店 990-0827 山形県山形市城南町1-1-1霞城セントラル2F

ソユーゲームフィールド　天童店 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番地1 ｲｵﾝﾓｰﾙ三川1F

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

スペースファンタジーインフィニ 036-8092 青森県弘前市城東北三丁目10番地1 さくら野百貨店弘前店4F

ソユーゲームフィールド　青森店 030-0843 青森県青森市浜田一丁目14番地1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ青森店2F

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

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

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

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

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

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

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

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

アミューズメントキャロット高崎店 370-0851 群馬県高崎市上中居町121-1ﾕｱｰｽﾞﾋﾞﾙ1F              

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

セガ　与野 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9ｲｵﾝ与野ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ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

プラサカプコン 羽生店 348-0039 埼玉県羽生市川崎2-281-3ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生2F

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

セガ　所沢 359-1123 埼玉県所沢市日吉町8-1

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

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

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

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ﾓｻﾞｲｸﾓｰﾙ港北店5階

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

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

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ﾀﾞｲﾅｼﾃｨｲｰｽﾄﾓｰﾙ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

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

セガアリーナ　蘇我 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町51-1蘇我ﾊｰﾊﾞｰｼﾃｨ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｳｫｰｸ ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ棟 1F

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　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

セガ　ららぽーと　ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ 273-8530 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2-2660-1ｲｵﾝﾓｰﾙ銚子2F

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

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

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

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

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　新宿西口店 160-0023 東京都新宿区西新宿1-13-4

ドラマ瑞穂店 190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵382-1

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２号店 101-0021 東京都千代田区外神田1-13-1 Akiba1131ﾋﾞﾙ1F

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

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

アドアーズ蒲田西口店Ｂ館 144-0051 東京都大田区西蒲田7-5-10 蒲田駅西口会館 1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

アドアーズ中野店 164-0001 東京都中野区中野5-52-15  ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ 185

ｎａｍｃｏ中野店 164-0001 東京都中野区中野5-52-15 中野ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ別館

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

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

セガ　イオンモール　むさし村山 208-0022 東京都武蔵村山市榎1-1-3ｲｵﾝﾓｰﾙむさし村山2F

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

セガ　赤羽駅前 115-0045 東京都北区赤羽1-2-4

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

クラブセガ　立川 190-0023 東京都立川市柴崎町3-2-1ｻｻﾞﾝﾋﾞﾙ 1F

アドアーズ立川店 190-0023 東京都立川市柴崎町3-4-3  ｸﾞﾙﾒｰﾄﾀｶｵ B1~3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

スタジオプリモ宇都宮店 320-0803 栃木県宇都宮市曲師町2-8  宇都宮ﾌｪｽﾀB1F            

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

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ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ･ｷﾘｵ3階

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 ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

セガ　岡崎 444-0823 愛知県岡崎市上地3-50-4

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

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)

タイトーキッズパークＧＡＺＡ 471-0027 愛知県豊田市喜多町1丁目140番地

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40mozoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ4F

セガ　ｍｏｚｏワンダーシティ　上小田井シネマ棟 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町47番地mozoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨｼﾈﾏ棟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

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

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

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・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

万代書店  山梨本店 400-0117 山梨県甲斐市西八幡4415

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

ソユーゲームフィールド　新発田店 957-0061 新潟県新発田市住吉町五丁目11番5号 ｲｵﾝﾓｰﾙ新発田2F

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

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

エーツー南瀬名店 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町2-5

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

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

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

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

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ 長野大通り店 380-0833 長野県長野市鶴賀権堂町1506ｰ3 長電権堂第2ﾋﾞﾙ  1F

浪漫遊 福井店 918-8025 福井市江守中町6-10-1

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

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

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

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

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

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

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ｱﾎﾟﾛﾋﾞﾙ 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あべのﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸ ｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ行 区画番号332 ｾｶﾞあべのｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ

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

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

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

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

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

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

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1-7-2A-408

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

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

プラサカプコン 新居浜店 792-0007 愛媛県新居浜市前田町8-8ｲｵﾝﾓｰﾙ新居浜2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

セガ　イオンモール　岡山 700-0907 岡山県岡山市北区下岩井1-2-1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・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

プラサカプコン 高知店 780-0026 高知県高知市秦南町1-4-8ｲｵﾝﾓｰﾙ高知2F

ピノッキースパティオ宇部店 759-0213 山口県宇部市黒石北三丁目4番1号 ゆめﾀｳﾝ宇部2F

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

ピノッキースパティオ防府店 747-0037 山口県防府市八王子二丁目8-8 ゆめﾀｳﾝ防府店3F

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

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

スペースタイム２５・イオン錦店 868-0303 熊本県球磨郡錦町西字打越715-1ｲｵﾝ錦店内

アムズ下通り店 860-0808 熊本県熊本市中央区手取本町4-12-B1

モーリーファンタジー天草店 863-0046 熊本県天草市亀場町食場後山下740ｲｵﾝ天草店2階

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

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

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

プラサカプコン 大分店 870-0174 大分県大分市公園通り西2-1ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分2F

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

セガワールド　中津 871-0021 大分県中津市沖代町1-2-16

マンガ倉庫  広田店 859-3223 長崎県佐世保市広田3丁目38−46

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

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

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

楽市楽座 クリエイト宗像店 811-3400 福岡県宗像市くりえいと1-4-4

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

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

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 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

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

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

楽市楽座  黒崎店 806-0042 福岡県北九州市八幡西区桜ｹ丘町1-3 2F

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

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

九州

中四国

『えいがのおそ松さん　青春のおともぬいぐるみ』 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


