
地域 店舗名 郵便番号 住所

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山本ビル

ＭＡＸＩＭ ＨＥＲＯ 060-0806 北海道札幌市北区北六条西６丁目鉄道高架下

モーリーファンタジー三笠店 068-2165 北海道三笠市岡山１０５９－１ＳｕＣ三笠店１階

サッポロアミューズメントファクトリー 080-0831 北海道帯広市稲田町南８線西１２－１  スズランボウル内

ディノスパーク帯広稲田店 080-0831 北海道帯広市稲田町南８線西１２－１  スズランボウル内

ＰＡＬＯ滝川 073-0024 北海道滝川市東町２丁目２９－１

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

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

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

セガ 水沢 023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字鎧田4-1

万ＳＡＩ堂  北上店 024-0004 岩手県北上市村崎野１４－６８－３２

スーパーノバ 仙台利府店 981-0111 宮城県宮城郡利府町加瀬字新前谷地５５－１利府ペアガーデン内

セガワールド 石巻 986-0853 宮城県石巻市大街道東4-1-45

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  ガレリア一番町ビル１Ｆ－３Ｆ

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

90N 寒河江店 991-0047 山形県寒河江市新山１－５３－１

お宝中古市場  山形天童店 994-0021 山形県天童市山元１０１９－１

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

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 会津インター店 965-0053 福島県会津若松市町北町大字上荒久田字宮下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２－３８フレスポ郡山内

セガ 日和田 963-0534 福島県郡山市日和田町字西中島7-1

アミューズＶＩＶＡ 312-0042 茨城県ひたちなか市東大島２－１１－１１－１Ｆ

ユーズユーズランド水戸内原店 319-0317 茨城県水戸市内原２丁目１番地イオンモール水戸内原２Ｆ

夢大陸 日立南店 316-0025 茨城県日立市森山町４－１０－３２

セガワールド 龍ヶ崎 301-0855 茨城県龍ヶ崎市藤ヶ丘4-2-8

インターパークプラスワン宇都宮店 321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク６－５－１

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

セガ小山 323-0825 栃木県小山市東城南1-1-18

セガワールド 館林 374-0037 群馬県館林市小桑原町949-1

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太田店 373-0823 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

万代書店 岩槻店 339-0055 埼玉県さいたま市岩槻区東町１－８－１１

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

ユーズランド越谷店 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン４－２－２ イオンレイクタウンＫＡＺＥ ３Ｆ－Ａ３４２

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

キャロム所沢店 359-0024 埼玉県所沢市下安松９６９－１

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

アミューズメントベネクス川越店 350-0032 埼玉県川越市大仙波340-1

ウエアハウス草加店 340-0831 埼玉県八潮市南後谷507

SILK　HAT　　本厚木 243-0018 神奈川県厚木市中町2-4-13　本厚木駅前ビル

ＡＭ　ＰＩＡ　大船 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24　大船駅前ビル1～3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　　ダイスビル　地下２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　岡田屋モアーズ内１・２階

アミューズメントパークジアス上大岡店 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西２－１－２８ 赤い風船ビル２Ｆ

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

アミューズメント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スマーイビル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

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

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｽｸｳｪｱ 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ミノワホームズ1F

ゲームプラザセントラル　浦安店 279-0002 千葉県浦安市北栄１－１６－１５第４セントラルビル

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２－１－２

ＰＡＬＯ市川 272-0015 千葉県市川市鬼高１－１－１

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フレスポ稲毛

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

ラッキー中央店フェリシダ 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２－８－１

ゲームコーナーＲａｋｕ柏店 277-0081 千葉県柏市富里３－３－２ＭＥＧＡドン・キホーテ柏店内２Ｆ

AM　St.Tropez　池袋 170-0013 東京都豊島区東池袋1-29　サントロペビル2階

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

ゲームスポット２１新宿店 160-0023 東京都新宿区西新宿１－１５－３

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・秋葉原2号店 101-0021 東京都千代田区外神田1-13-1　Akihabara eX ﾋﾞﾙ1～2階

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貴三ビル

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ミナミビル６Ｆ７Ｆ

アミューズランドモナコ調布駅前店 182-0024 東京都調布市布田４－２－２２

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

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

プラサカプコン池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目３０番１東池袋一丁目シネマコンプレックスプロジェクト３Ｆ

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

セガ 岡崎 444-0823 愛知県岡崎市上地3-50-4

ポート２４　幸田店 444-0117 愛知県額田郡幸田町相見沖原１－３  カメリアガーデン幸田内

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１－１２

セガ イオンタウン刈谷 448-0007 愛知県刈谷市東境町京和1

セガ 春日井 486-0805 愛知県春日井市岩野町菅廻間4180

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字北石坂１０２－４

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ビル1階・2階

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

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 大高店 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・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

岐阜レジャーランド穂積店 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里６３０

万代書店  山梨本店 400-0117 山梨県甲斐市西八幡４４１５

ゲームパニック甲府 400-0043 山梨県甲府市国母５－２０－２４

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

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

ゲームセンター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

静岡鑑定団 421-1221 静岡県静岡市駿河区八幡５－８－３

新清水鑑定団 424-0043 静岡県静岡市清水区永楽町７－８

藤枝鑑定団 426-0009 静岡県藤枝市八幡３６３－４

浜北鑑定団 431-3125 静岡県浜松市東区半田山５－３６－１アロマ半田ショッピングセンター２Ｆ

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

夢大陸 富士本店 417-0826 静岡県富士市中里２５８８－２

バイパスレジャーランド藤江新館 920-0346 石川県金沢市藤江南２－１０５

楽市楽座  イオンモール新小松店 923-8565 石川県小松市清六町３１５番地イオンモール新小松店２階２０２６

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

浪漫遊金沢本店  ゲームコーナー 921-8801 石川県野々市市御経塚４－１

夢大陸  松本店 390-0827 長野県松本市出川３－６－１３トレジャーゲームコーナー

ＰＡＬＯ諏訪 392-0013 長野県諏訪市沖田町５－１８

万代書店  諏訪店 392-0015 長野県諏訪市中洲２９６２

キラキラAsobox高岡店 933-0321 富山県高岡市六家１２７６－２ドン・キホーテ高岡店内

ジョイランド  大和田店 910-0836 福井県福井市大和田町２丁目１００２

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番地サンシパーク内

お宝市番館  三重本店 511-0947 三重県桑名市大仲新田３８３

万代書店浪漫遊  松阪店 515-0811 三重県松阪市塚本町７２－１

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 鈴鹿店店内ゲームコーナー 513-0808 三重県鈴鹿市西條町５００－１

開放倉庫  山城店 619-0205 京都府木津川市山城町椿井畑岡４０－１

ＡＣＴ八幡２番館エースレーン 523-0892 滋賀県近江八幡市出町７３６アクトビル１Ｆ

ゲームＤＩＮＯ彦根店 522-0038 滋賀県彦根市西沼波町１６６

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

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

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ビル 1F・2F

萌ぷら 日本橋店 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋４－１０－６  トーエイビル１棟１階全室

モーリーファンタジー・f加西北条店 675-2312 兵庫県加西市北条町北条３０８－１イオン加西北条店２階

キングダム三宮店 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町２－１１－１センタープラザ西館２Ｆ２３５号

ＭＳ ＷＯＲＬＤ三宮店 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町２－１１－１センタープラザ西館２階２３３－１

お宝市番館  姫路東店 671-0244 兵庫県姫路市四郷町見野８２４－１  店内アミューズメントコーナ

アミパラ松山店 790-0051 愛媛県松山市生石町６５５－１

セガ 倉敷 710-0833 岡山県倉敷市西中新田535-2

お宝買取団八丁堀店 730-0034 広島県広島市中区新天地５－３地下１Ｆ ゲームコーナー

あみぱらんど  福山店 720-0032 広島県福山市三吉町南２－８－２４

アミパラ高知店 783-0006 高知県南国市篠原１９４－１

ネオブラボー 747-0045 山口県防府市高倉１－３－３０

メリーランド倉吉店 682-0023 鳥取県倉吉市山根５５７－１パープルタウン２Ｆ

G-pala出雲 693-0004 島根県出雲市渡橋町784-1

万代書店 新松江店 690-0825 島根県松江市学園１－８－２１

マンガ倉庫  加納店 889-1605 宮崎県宮崎市清武町加納乙２４０－１

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り西２－１パークプレイス大分２Ｆ

Ａｓｏｂｉ  Ｄｏｕｒａｋｕ新合川店 839-0865 福岡県久留米市新合川１－６－７２Ｆ

マンガ倉庫  大川店  ゲームコーナー 831-0005 福岡県大川市大字向島１３７３－１

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

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ヨドバシカメラ4F

Ｇ－ＳＴＡＧＥ小倉店 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野２－１４－５ あるあるＣｉｔｙ２階

北海道

東北

関東

北陸東海

関西

中四国

九州

『五等分の花嫁 特大ロングクッション Part2』 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。


