
地域 店舗名 郵便番号 住所

モーリーファンタジー新さっぽろ店 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目6-2　

モーリーファンタジー旭川パルプ店 070-0011 北海道旭川市パルプ町１条２丁目５０５番地２ショッピングセンターパルプタウン内

ソユーゲームフィールド 旭川駅前店 700-0030 北海道旭川市宮下通７丁目２－５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山本ビル

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２３－２１６１－３  イオンモール旭川西３Ｆ

モーリーファンタジー旭川西店 070-0823 北海道旭川市緑町２３－２１６１－３イオン旭川西店２階

ディノスパーク音更店 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西１５－２－１２  ビッグマートＢ棟

ＰＡＬＯ釧路 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木１－１－７

ＢＩＧ  ＢＡＮＧ釧路店 088-0622 北海道釧路郡釧路町木場２丁目－１

ハロータイトー釧路貝塚 085-0816 北海道釧路市貝塚3丁目2-28

タイトーステーション イオンモール釧路昭和店 084-0902 北海道釧路市昭和中央4-18-1イオンモール釧路昭和2F

モーリーファンタジー釧路昭和店 084-0910 北海道釧路市昭和中央４－１８－１イオン釧路昭和店２階

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

キャッツアイ新札幌店 004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東五条１丁目１－１０

ディノスパーク札幌手稲店 006-0811 北海道札幌市手稲区前田１条１１丁目西友手稲店3Ｆ

モーリーファンタジー手稲山口店 006-0861 北海道札幌市手稲区明日風６丁目１番１号ＳｕＣ手稲山口店１階

キャッツアイ清田店 004-0841 北海道札幌市清田区清田一条１丁目２０－１

タイトーステーション イオンモール札幌平岡店 004-0873 北海道札幌市清田区平岡3条5-3-1イオンモール札幌平岡店2F

モーリーファンタジー札幌平岡店 004-0873 北海道札幌市清田区平岡３条５丁目３－１イオン札幌平岡店２階

モーリーファンタジー札幌琴似店 063-0812 北海道札幌市西区琴似２条４－２－２イオン札幌琴似店３階

わいわいランド琴似店 063-0812 北海道札幌市西区琴似二条１－４－１ イトーヨーカドー琴似店内３Ｆ わいわいランド

モーリーファンタジー札幌発寒店 063-0828 北海道札幌市西区発寒８条１２丁目１－１イオン札幌発寒店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八条１２丁目１－１イオンモール札幌発寒３Ｆ

タイトーステーション 札幌狸小路2丁目店 060-0063 北海道札幌市中央区南三条西2-14

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  竹内ビル１Ｆ

モーリーファンタジー札幌桑園店 060-0008 北海道札幌市中央区北８条西１４丁目２８番地イオン札幌桑園店２階

モーリーファンタジー札幌苗穂店 007-0802 北海道札幌市東区東苗穂２条３丁目１番１号イオン札幌苗穂店２階

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二条３－１－１イオンモール札幌苗穂２Ｆ

モーリーファンタジー札幌元町店 065-0031 北海道札幌市東区北３１条東１５丁目１－１イオン札幌元町店３階

キャッツアイ栄通店 003-0021 北海道札幌市白石区栄通１９丁目１１－４３

モーリーファンタジー東札幌店 003-0003 北海道札幌市白石区東札幌３条２－１イオン東札幌店２階

げーむぱーくぎゃらくしーラソラ札幌 003-0003 北海道札幌市白石区東札幌三条１丁目１－１ラソラ札幌Ａタウン２Ｆ

キャッツアイミュンヘン大橋店 062-0931 北海道札幌市豊平区平岸一条２３丁目１－２１

キャッツアイ篠路店 002-8021 北海道札幌市北区篠路１条４丁目６－３０

モーリーファンタジー札幌麻生店 001-0039 北海道札幌市北区北３９条西４－１－５イオン札幌麻生店４階

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

モーリーファンタジー石狩緑苑台店 061-3230 北海道石狩市緑苑台中央１丁目２番ＳｕＣ石狩緑苑台店１階

アピナ新千歳空港店 066-0012 北海道千歳市美々１２９２－３３新千歳空港（国内線）旅客ターミナル４階

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

イオン帯広店キッズ・パーク 080-0014 北海道帯広市西四条南２０丁目１

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

ＰＡＬＯ苫小牧 053-0814 北海道苫小牧市糸井１３５－１トライアルＧ棟

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

キャッツアイ静内店 056-0025 北海道日高郡新ひだか町静内木場町２丁目１－４１

モーリーファンタジー湯川店 042-0932 北海道函館市湯川町３－１４－５イオン湯川店１・２階

宝島函館店 041-0806 北海道函館市美原1-7-1MEGAドン・キホーテ函館店2F

モーリーファンタジー中標津店 086-1146 北海道標津郡中標津町南町３番地１０東武サウスヒルズ中標津店１階

ディノスパーク北見店 090-0838 北海道北見市西三輪５丁目１番地１６

ちびっこゆうえんちジョイランド北見店 090-0052 北海道北見市北進町３０－１イオン北見店内

モーリーファンタジー上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜４－４４－１イオン上磯店１階

ディノスパーク上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜７丁目１４番１号スーパーセンタートライアル上磯店内

モーリーファンタジー名寄店 096-0071 北海道名寄市字徳田８０番地１イオンＳＣ名寄店２階

ＰＡＬＯ網走 093-0033 北海道網走市駒場北５丁目８３番地

モーリーファンタジースーパーセンター一関店 029-0131 岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬１１番１ＳｕＣスーパーセンター一関店１階

モーリーファンタジー一関店 021-0055 岩手県一関市山目字泥田８９－１イオン一関店２階

モーリーファンタジー遠野店 028-0522 岩手県遠野市新穀町１－１１とぴあ遠野店２階

モーリーファンタジー前沢店 029-4204 岩手県奥州市前沢区向田２丁目８５イオン前沢店２階

ソユーファミリーゲームフィールド 花巻店 025-0016 岩手県花巻市高木第１６地割６８－６  銀河花巻内
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※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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ソユーゲームフィールド 釜石店 026-0011 岩手県釜石市港町２－１－１イオンタウン釜石内３階

ＰＡＬＯ久慈 028-0041 岩手県久慈市長内町第３０地割３２－２

カバロ宮古店 027-0076 岩手県宮古市栄町3-35　 キャトル宮古店内　 4F

モーリーファンタジー盛岡渋民店 028-4132 岩手県盛岡市玉山区渋民字鶴飼２０番地－１ＳｕＣ盛岡渋民店１階

タイトーステーション 盛岡マッハランド店 020-0125 岩手県盛岡市上堂1-2-38マッハランド内

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

モーリーファンタジー盛岡店 020-0148 岩手県盛岡市前潟４－７－１イオン盛岡店２階

モーリーファンタジー盛岡南店 020-0836 岩手県盛岡市津志田西２丁目１７－５０盛岡南ショッピングセンターサンサ店盛岡南店１階

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

モーリーファンタジーイオン盛岡南店 020-0866 岩手県盛岡市本宮７－１－１イオンイオン盛岡南店３階

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７丁目１番１号イオンモール盛岡南１階

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２－２－１さくら野百貨店北上店４Ｆ

Ｇ３ポロス イオンタウン 北上店 024-0023 岩手県北上市里分４地割２０－１

モーリーファンタジー涌谷店 987-0121 宮城県遠田郡涌谷町字洞ヶ崎５番地ＳｕＣ涌谷店１階

モーリーファンタジー塩釜店 985-0002 宮城県塩釜市海岸通１５番１００号イオンタウン塩釜店２階

モーリーファンタジー気仙沼店 988-0101 宮城県気仙沼市赤岩舘下６－１外イオン気仙沼店２階

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

モーリーファンタジー利府店 981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前２２イオン利府店２階

モーリーファンタジー栗原志波姫店 989-5612 宮城県栗原市志波姫新熊谷１１番ＳｕＣ栗原志波姫店１階

ジャンボリー大和吉岡 981-3627 宮城県黒川郡大和町吉岡東1-2-1　 ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ大和吉岡店内プレビプレイランドコーナー

モーリーファンタジー富谷店 981-3329 宮城県黒川郡富谷町大清水１ー３３－１イオン富谷店１階

あそびの広場　新宝島船岡店 989-1622 宮城県柴田郡柴田町西船迫2-1-15イオン船岡店2Ｆ

ユーズランド大河原店 989-1267 宮城県柴田郡大河原町字小島２－１  フォルテ２Ｆファンタジーワールドサザンクロス

モーリーファンタジー石巻店 986-0866 宮城県石巻市茜平４－１０４番地イオン石巻店２階

プラサカプコン石巻店 986-0866 宮城県石巻市茜平4丁目104番地 イオン石巻ショッピングセンター2F

モーリーファンタジー石巻東店 986-2103 宮城県石巻市流留字七勺１番１ＳｕＣ石巻東店１階

モーリーファンタジー仙台卸町 984-0015 宮城県仙台市若林区卸町1-1イオンスタイル仙台卸町3階

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

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

タイトーステーション 仙台クリスロード店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-3-25

モーリーファンタジー仙台中山店 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山１－３５－４０イオン仙台中山店３階

スーパーノバイオン仙台中山店 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山１－３５－５７  別館３階

モーリーファンタジー鈎取 982-0804 宮城県仙台市太白区鈎取本町1-21-1イオンスーパーセンター鈎取1階

タイトーステーション 仙台ベガロポリス店 982-0034 宮城県仙台市太白区西多賀5-24-1

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 ザ・モール仙台長町店３階  ３２０区画

モーリーファンタジー多賀城店 985-0845 宮城県多賀城市町前４－１－１イオン多賀城店３階

モーリーファンタジー古川店 989-6117 宮城県大崎市古川旭二丁目２－１イオン古川店２階

セガワールド 古川 989-6151 宮城県大崎市古川字城西15

ゲームランド佐沼店 987-0443 宮城県登米市南方町新島前46-1 イオンタウン佐沼ショッピングセンター内1F

こころっこ名取 981-1240 宮城県名取市愛島郷1-1-1 ホームセンタームサシ名取店内2Fプレビプレイランドコーナー

モーリーファンタジー新名取店 981-1294 宮城県名取市杜せきのした５丁目３番地の１イオン新名取店３階

モーリーファンタジー山形南店 990-2453 山形県山形市若宮３－７－８イオン山形南店２階

モーリーファンタジー山形北店 990-0810 山形県山形市馬見ケ崎２－１２－１９イオン山形北店２階

モーリーファンタジー酒田南店 998-0828 山形県酒田市あきほ町１２０－１イオン酒田南店１階

プレビ マックスバリュ白鷹 992-0832 山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙５３５－１マックスバリュ白鷹店内　ゲームコーナー

スーパーノバ 天童店 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２Ｆ

モーリーファンタジー天童店 994-0067 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内３４街区イオン天童店２階

モーリーファンタジー東根店 999-3720 山形県東根市さくらんぼ駅前３丁目７番１５号イオン東根店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１２８－１イオンモール三川１Ｆ

モーリーファンタジー三川店 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫１２８－１イオン三川店２階

プレビ ヨークベニマル米沢 992-0027 山形県米沢市駅前３-１-１８ヨ-クベニマル米沢店内プレビプレイランドコーナー

モーリーファンタジー米沢店 992-0044 山形県米沢市春日２－１３－４イオン米沢店２階

モーリーファンタジー横手店 013-0043 秋田県横手市安田字向田１４７イオン横手店２階

ゲームフィールド 十文字店 019-0505 秋田県横手市十文字町仁井田字東２２－１スーパーモールラッキー内

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メガ・ドンキホーテ秋田２Ｆ

ソユーゲームフィールド 御所野店 101-413 秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１  イオンモール秋田２Ｆ

モーリーファンタジー御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１イオン御所野店３階

モーリーファンタジー秋田中央店 010-0029 秋田県秋田市楢山川口境５－１１イオン秋田中央店３階

モーリーファンタジー大館店 017-0041 秋田県大館市大田面２３８ＳｕＣ大館店１階

モーリーファンタジー中仙店 014-0203 秋田県大仙市北長野字袴田１８８イオン中仙店１階

プラサカプコン大曲店 014-0033 秋田県大仙市和合字坪立177 イオン大曲 ショッピングセンター2F

モーリーファンタジー大曲店 014-0033 秋田県大仙市和合字坪立１７７番地イオン大曲店２階

東北



PRESTOユザワプラザ店 012-0845 秋田県湯沢市材木町2-1-18 ユザワプラザ2階

AN.KIN.TAN五城目店 018-1732 秋田県南秋田郡五城目町大字大川西野字田屋前138 イオンスーパーセンター五城目店内

ソユープレイランドソピア いとくアクロス能代店 016-0188 秋田県能代市字寺向７０番地いとくアクロス能代店内

モーリーファンタジー能代店 016-0825 秋田県能代市柳町１１－１イオン能代店３階

ゲームフィールド 鷹巣店 018-3302 秋田県北秋田市栄字前網７６いとく鷹巣ショッピングセンター内

リスチャイルドたかのす店 018-3302 秋田県北秋田市栄字中綱３１－１イオンタウンたかのすショッピングセンター内

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 イオンスーパーセンター本荘店内

ゲームランド つがる柏店 038-3107 青森県つがる市柏稲盛幾世41 イオンモールつがる柏 本館 2F

モーリーファンタジーつがる柏店 038-3107 青森県つがる市柏稲盛幾世４１イオンつがる柏店１階

ハロータイトーむつ 035-0071 青森県むつ市小川町2-4-8前田百貨店内 4F

ＰＡＬＯむつ 035-0073 青森県むつ市中央２丁目７番８号

ｎａｍｃｏエルムの街ショッピングセンター 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻５１７－１　エルムの街ＳＣ　本棟２階

ＰＡＬＯ五所川原 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻６４１番１

ファミリーランド弘前店 036-8002 青森県弘前市駅前町３－２－１イトーヨーカドー弘前店４Ｆファミリーランド

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３－１０－１さくら野百貨店弘前店４Ｆ

ＰＡＬＯ黒石 036-0515 青森県黒石市富士見１０３番地３

モーリーファンタジー三沢店 033-0037 青森県三沢市松園町３－１０－１ビードルプラザ三沢店１階

モーリーファンタジー十和田店 034-0041 青森県十和田市大字相坂字六日町山１６６番１ＳｕＣ十和田店１階

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

モーリーファンタジー下田店 039-2112 青森県上北郡おいらせ町中野平４０－１イオン下田店２階

ハロータイトーイオン七戸十和田駅前 039-2501 青森県上北郡七戸町字荒熊内67番地990イオン七戸十和田駅前店内

タイトーステーション 青森ガーラモール店 038-0006 青森県青森市三好2-3-19

青森メトロポリス 038-0006 青森県青森市石江三好1-15-8

ソユーゲームフィールド 青森店 030-0843 青森県青森市浜田１－１４－１イトーヨーカドー青森店２Ｆ

タイトーステーション 青森アムゼ店 030-0845 青森県青森市緑3丁目9番地の2サンロード青森 アムゼ内

モーリーファンタジー藤崎店 038-3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田１－７－１イオン藤崎店２階

ファンタジードーム八戸店 031-0801 青森県八戸市江陽２－１４－１ラピア八戸店別棟

タイトーFステーション 八戸店 031-0032 青森県八戸市三日町27

モーリーファンタジー三春屋店 031-0042 青森県八戸市十三日町十三番地三春屋三春屋店５階

ソユーゲームフィールド 八戸店 031-0071 青森県八戸市沼館４－７－１１２八戸ピアドゥＢ棟２Ｆ

セガ八戸 031-0072 青森県八戸市城下4-25-14

モーリーファンタジー八戸田向店 031-0011 青森県八戸市大字田向字毘沙門平２７－１イオン八戸田向店１階

モーリーファンタジー平賀店 036-0111 青森県平川市小和森上松岡１９３－１イオンタウン平賀店１階

モーリーファンタジー鶴田店 038-3503 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字中泉２４５番地１鶴田フットリバーモール店鶴田店１階

らくだのせなか鹿島エブリア 971-8133 福島県いわき市鹿島町米田字日渡5鹿島ｴﾌﾞﾘｱｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内プレビプレイランドコーナー

モーリーファンタジーいわき小名浜 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地内イオンスタイルいわき小名浜4階

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  区画３００２－１

あひるのたまごヨークベニマル泉 971-8185 福島県いわき市泉町滝尻町折返57 ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ泉店内プレビプレイランドコーナー

こころっこイトーヨーカ堂平 970-8026 福島県いわき市平6丁目6番地2ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ平店内4階プレビプレイランドコーナー

モーリーファンタジーいわき店 970-8026 福島県いわき市平字三倉６８－１イオンいわき店３階

セガ 勿来 979-0145 福島県いわき市勿来町四沢字鍵田13

スウィーツファクトリーパックン会津若松店 965-0858 福島県会津若松市神指町南四合154  アピタ会津若松店2Fｽｳｨｰﾂﾌｧｸﾄﾘｰ ﾊﾟｯｸﾝ

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

モーリーファンタジー鏡石店 969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町桜岡３７５－９ＳｕＣ鏡石店１階

ＰＡＬＯ喜多方 966-0096 福島県喜多方市字押切南２－４２－１

タイトーＦステーション郡山オリエントパーク 963-0111 福島県郡山市安積町荒井字大久保３５－１

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

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

ボウルアピア郡山店　アミューズメント 963-8051 福島県郡山市富久山町八山田字土布池１１－７

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番イオンタウン須賀川Ｂ棟内

モーリーファンタジー白河西郷店 961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字岩下１１－１イオン白河西郷店２階

モーリーファンタジー相馬店 976-0036 福島県相馬市馬場野字雨田５１イオン相馬店２階

セガワールド 白河 961-0853 福島県白河市新高山1-1メガステージ白河内

スーパーノバ 福島店 960-8153 福島県福島市黒岩字中島７－２

モーリーファンタジー福島店 960-0112 福島県福島市南矢野目字西荒田５０番地の１７イオン福島店３階

セガワールド 福島 960-0103 福島県福島市本内字中井1-2

モーリーファンタジーつくば店 305-0071 茨城県つくば市稲岡６６－１イオンつくば店３階

JAM  JAMつくば店 305-0032 茨城県つくば市竹園1-9-2ディズタウンつくばB1F

宝島勝田店 312-0057 茨城県ひたちなか市石川町1-1MEGAドン・キホーテ勝田店2F

セガ 霞ヶ浦 300-0726 茨城県稲敷市西代1473-1

タイトーステーション 佐原東店 300-0726 茨城県稲敷市西代1495ショッピングセンターパルナ2F

モーリーファンタジー佐原東店 300-0726 茨城県稲敷市西代１４９５パルナ佐原東店２階

ＰｌａｙＬａｎｄ ５４ｓｔｒｅｅｔ 境町店 306-0400 茨城県猿島郡境町１２２番地Ｔ－ＰＬＡＣＥ２Ｆ

東北
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モーリーファンタジー下妻店 304-0033 茨城県下妻市堀籠９７２－１イオン下妻店２階

モーリーファンタジー古河店 306-0012 茨城県古河市旭町１－２－１７イオン古河店２階

モーリーファンタジー高萩店 318-0021 茨城県高萩市安良川２３１イオン高萩店２階

タイトーFステーション ヨークタウン坂東 306-0632 茨城県坂東市辺田1104-1

ソユートイズニューヨーク 守谷店 302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘３丁目向原２４９－１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コムボックス310

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

モーリーファンタジー水戸内原店 319-0317 茨城県水戸市内原２丁目１番地イオン水戸内原店３階

セガ 石岡 315-0031 茨城県石岡市東大橋中峯1976-1

アピナ下館店 308-0847 茨城県筑西市玉戸１０１２－３

モーリーファンタジー土浦店 300-0811 茨城県土浦市上高津３６７番イオン土浦店３階

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ピングセンター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

モーリーファンタジー東海店 319-1111 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東四丁目１番１号イオン東海店２階

こころっこ日立 317-0073 茨城県日立市幸町1-16-1  イトーヨーカドー日立店5階プレビプレイランドコーナー

ハローズガーデン竜ケ崎店 301-0044 茨城県龍ケ崎市小柴５－１－２竜ケ崎ＳＣサプラ２Ｆ

モーリーファンタジーミスターマックス伊勢崎店 372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町３５５６番地１ミスターマックス伊勢崎店１階

ハローズガーデン伊勢崎東店 379-2235 群馬県伊勢崎市三室町５３３０アピタ伊勢崎東店２Ｆ

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

宝島桐生店 376-0044 群馬県桐生市永楽町5-10MEGAドン・キホーテ桐生店3F

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ビル２階

モーリーファンタジー倉賀野店 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町４６９１－１ミスターマックス倉賀野店１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

モーリーファンタジー高崎店 370-3521 群馬県高崎市棟高町１４００番地イオン高崎店３階

タイトーFステーション 前橋リリカ店 371-0033 群馬県前橋市国領町2-14-1　　　　前橋リリカ2F

モーリーファンタジーガーデン前橋店 379-2121 群馬県前橋市小屋原町４７２－１ガーデン前橋ガーデン前橋店１階

こころっこ ニコモール新田 370-0314 群馬県太田市新田市野井町５９２－１３  ﾆｺﾓｰﾙ新田店内ﾌﾟﾚﾋﾞﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾅｰ

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

モーリーファンタジー太田店 373-0808 群馬県太田市石原町８１番地イオン太田店２階

群馬レジャーランド藤岡店 375-0005 群馬県藤岡市中２００２－１

プレビ ジョイフル本田千代田 370-0722 群馬県邑楽郡千代田町萱野813-1ジョイフル本田千代田店内　プレビゲームコーナー

KIDS PLAZA さいたま新都心店 330-9559 埼玉県 さいたま市 大宮区 吉敷町4-263-1 コクーン2　3階

プレイランド イオン北浦和店　　　　　　 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤10-20-29　　　　　　　　　　イオン北浦和店3階

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

キャラポート さいたま新都心店 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーン新都心西館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大宮西口共同ビル(ダイエー内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イオン与野ショッピングセンター3F

モーリーファンタジー与野店 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目２－９イオン与野店３階

モーリーファンタジー大宮店 331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－５７４－１イオン大宮店３階

宝島浦和原山店 336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山4-3-3MEGAドン・キホーテ浦和原山店2F

モーリーファンタジー浦和美園店 336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門３７１０イオン浦和美園店３階

モーリーファンタジー大井店 356-0050 埼玉県ふじみ野市ふじみ野１－２－１イオン大井店３階

ＰＡＬＯ埼玉大井 356-0044 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡１丁目３番１５号

プラサカプコン羽生店 348-0035 埼玉県羽生市川崎2丁目281番地3 イオンモール羽生ショッピングセンター内2F

モーリーファンタジー羽生店 348-0039 埼玉県羽生市川崎２丁目２８１番地３イオン羽生店３階

モーリーファンタジーレイクタウン店 343-0826 埼玉県越谷市レイクタウン３丁目１番地１イオンレイクタウン ｍｏｒｉレイクタウン店３階

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

プレビ ALCo越谷ショッピングスクエア 343-0813 埼玉県越谷市越ケ谷1-16-6　ALCo越谷ショッピングスクエア店地下1階

モーリーファンタジーせんげん台店 343-0041 埼玉県越谷市千間台西３－２－１２イオンせんげん台店３階

ワンパクオウコク  アリオ鷲宮店 340-0212 埼玉県久喜市久本寺字谷田７－１アリオ鷲宮２Ｆ（区画番号２１５）  ワンパクオウコク

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モラージュ菖蒲３階

モーリーファンタジー狭山店 350-1333 埼玉県狭山市上奥富１１２６－１イオン狭山店２階

キャッツアイ狭山店 350-1305 埼玉県狭山市入間川3141

ソユーゲームフィールド 熊谷店 360-0032 埼玉県熊谷市銀座２－２４５ショッピングセンターニットモール４Ｆ

モーリーファンタジー熊谷店 360-0815 埼玉県熊谷市本石２－１３５イオン熊谷店３階

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

モーリーファンタジー北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東１－３－１イオン北戸田店２階

NICOPA幸手店 340-0155 埼玉県幸手市上高野764エムズタウン幸手

ラクガキ王国三郷店 341-0051 埼玉県三郷市天神2丁目22番地イトーヨーカドー 三郷店2F

ゲームパニック三郷 341-0052 埼玉県三郷市彦野2-25

キッズランド マルイファミリー志木店 353-0004 埼玉県志木市本町5-26-1マルイファミリー志木店 7階

関東



モーリーファンタジー上里店 369-0301 埼玉県児玉郡上里町大字金久保字蓮山３５９番１イオンタウン上里店２階

キッズプラザきゃらんど上里店 369-0306 埼玉県児玉郡上里町大字七本木2272-1 ウニクス上里 2階

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

モーリーファンタジー春日部店 344-0122 埼玉県春日部市下柳４２０－１イオン春日部店３階

カバロ春日部店 344-0067 埼玉県春日部市中央1-13-1　イトーヨーカドー春日部店内　5F

クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ　ブリブリ　シネマスタジオ 344-0064 埼玉県春日部市南１丁目１－１　ララガーデン春日部　３階 

タイトーステーション 所沢店 359-1123 埼玉県所沢市日吉町3番7号

プレビ アリオ上尾 362-0046 埼玉県上尾市大字壱丁目367番地　アリオ上尾店内2階

アピナ上尾店 362-0015 埼玉県上尾市緑丘３－３－１１－２ Ｐ・Ａ・Ｐ・Ａ上尾ショッピングアベニュープリンセス棟別棟

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

アミューズランドモナコ川越店 350-0043 埼玉県川越市新富町２－４－１

ゲームシテイ川口店 332-0017 埼玉県川口市栄町１－１０－５

あそびライブラリー川口店 332-0028 埼玉県川口市宮町18-9ララガーデン川口2F

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

モーリーファンタジー川口前川店 333-0842 埼玉県川口市前川１丁目１番１１号イオン川口前川店３階

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１－７９アリオ川口店３Ｆ

NICOPA草加舎人店 340-0032 埼玉県草加市遊馬町２－１島忠ホームズ草加舎人店１Ｆ

スイーツファンタジーパックン東松山 355-8606 埼玉県東松山市あずま町４－３

モーリーファンタジー入間店 358-0013 埼玉県入間市上藤沢４６２－１イオン入間店２階

セガ 入間 358-0012 埼玉県入間市東藤沢2-18

エブリデイとってき屋東京本店 340-0803 埼玉県八潮市上馬場４６０－１

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴフレスポ八潮店 340-0822 埼玉県八潮市大瀬一丁目１番地３フレスポ八潮 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

キッズプラザきゃらんど富士見店 354-8560 埼玉県富士見市山室1313　ららぽーと富士見２F

こころっこ北本 364-0001 埼玉県北本市深井６－８７Hey World店内プレビプレイランドコーナー

宝島　蓮田店 349-0111 埼玉県蓮田市東4丁目5−13MEGAドン・キホーテ蓮田店2F

タイトーステーション 和光店 351-0112 埼玉県和光市丸山台1-4-5

アドアーズ和光店 351-0114 埼玉県和光市本町3-5　MillionAnnex和光 1～3階

ソユーパイレーツキッズ 錦町店 335-0005 埼玉県蕨市錦町１－１２－１イトーヨーカドー錦町店２Ｆ

シルクハット本厚木 243-0018 神奈川県厚木市中町2-4-13　本厚木駅前ビル

ＧＡＭＥ　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

シルクハット川崎ダイス 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

ＧＡＭＥ　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

タイトーFステーション イオン伊勢原店 259-1147 神奈川県伊勢原市白根630-1イオン伊勢原店3F

モーリーファンタジー久里浜店 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜５丁目１３－１イオン久里浜店２階

NICOPA四季の森フォレオ店 241-0002 神奈川県横浜市旭区上白根３－４１－１ 四季の森フォレオ３Ｆ

プラサカプコン磯子店 235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子1-2-1 マリコム磯子ショッピングセンター2F

モーリーファンタジー金沢八景店 236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀１－２７－１イオン金沢八景店２階

スウィーツファンタジーパックン戸塚店 244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町７６９－１  アピタ戸塚店３Ｆ

モーリーファンタジー東戸塚店 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３５－１イオン東戸塚店３階

モーリーファンタジー港南台店 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台３－１－２ダイエー港南台店４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

モーリーファンタジー横浜新吉田店 223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東八丁目４９番１号イオン横浜新吉田店２階

モーリーファンタジー三ツ境店 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境７－１ダイエー三ツ境店２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

セガ 横浜中華街 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町80-1

横浜みなとみらい万葉の湯８Ｆお祭り広場 231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-7-1

モーリーファンタジー本牧店 231-0821 神奈川県横浜市中区本牧原７－１イオン本牧店５階

カバロ 鶴見店 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-15-30イトーヨーカドー鶴見店2F

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 ノースポートモール６Ｆ

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モザイクモール港北店５階

モーリーファンタジールララ港北店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央２－２－１ルララ港北店ルララ港北店４階

ドラマ港北インター店 224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町３２１－６

タイトーステーション イトーヨーカドー横浜別所店 232-0064 神奈川県横浜市南区別所1-14-1イトーヨーカドー横浜別所店 2F

スウィーツファクトリーパックン長津田店 226-0026 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台４－７－１アピタ長津田店２Ｆスウィーツファクトリーパックン

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ビナウォーク六番館 2F

ジャンボリー大船 247-0056 神奈川県鎌倉市大船6-1-1 イトーヨーカドー大船店内プレビプレイランドコーナー

モーリーファンタジー湘南茅ヶ崎店 253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎２－７－７１イオンスタイル湘南茅ヶ崎店３階

モーリーファンタジー茅ヶ崎中央店 253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ケ崎３丁目５番１６号イオン茅ヶ崎中央店３階

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

ミリアンパーク厚木店 243-0016 神奈川県厚木市田村町９－２５

ネバーランド２座間店 252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘４－１１－４８

モーリーファンタジー座間店　 252-0012 神奈川県座間市広野台2-10-4イオンモール座間３階

関東



タイトーステーション 小田原店 250-0011 神奈川県小田原市栄町1-3-12

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フレスポ小田原シティーモール2F

キッズトレイン 小田原店 250-0872 神奈川県小田原市中里２０８ダイナシティウエストモール４Ｆ

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ダイナシティイーストモール3F

モーリーファンタジー秦野店 257-0041 神奈川県秦野市入船町１２－１イオン秦野店２階

ＹＡＺ川崎店 212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉５－１９－２３ クロスガーデン川崎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ビル3階　　　　　　　　　

キッズトレインなっつべりぃ 210-0807 神奈川県川崎市川崎区港町１２－１  イトーヨーカドー川崎港町店２Ｆ

モーリーファンタジー川崎小田栄店 210-0843 神奈川県川崎市川崎区小田栄２－３－１コーナン川崎小田栄店２階

こころっこ川崎 210-0818 神奈川県川崎市川崎区中瀬3-20　ホームズ川崎店内２Fプレビプレイランドコーナー

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

モーリーファンタジー向ヶ丘店 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２７８９ダイエー向ヶ丘店３階

モーリーファンタジー相模原小山店 252-0205 神奈川県相模原市中央区小山３－３７－１相模原小山モール相模原小山店２階

キッズスクエア上溝店 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝５－１４－１９ダイエー上溝店４Ｆ

ムトス相模原店 252-0239 神奈川県相模原市中央区中央2-1-5　ムトス内

モーリーファンタジーイオン相模原店 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵２－１０－１イオンＳＣイオン相模原店３階

セガ イトーヨーカドー 古淵 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵3-13-33イトーヨーカ堂 3F

アドアーズ橋本店 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-3-1　SING橋本 2階

アピナ橋本店 252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本５－１－１ラ・フロール駐車場棟１階

プレビ アリオ橋本 252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町１－２２　アリオ橋本店内２階

モーリーファンタジー大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間一丁目２番１号イオン大和鶴間店３階

モーリーファンタジー大和店 242－0015 神奈川県大和市下和田字上ノ原１２１６－１イオン大和店３階

楽市楽座 藤沢店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町４－３－５  ミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンター２階

タイトーステーション 藤沢店 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢21-1

ドラマ  藤沢店 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢５－６－８

ＧＡＭＥ　ＰＩＡ　津田沼 275-0016 千葉県習志野市津田沼1-2-1　十三ビル地下1階

タイトーステーション 旭サンモール店 289-2511 千葉県旭市イ-2676-1サンモール3F

モーリーファンタジー千葉ニュータウン店 270-1350 千葉県印西市中央北３丁目１番１イオン千葉ニュータウン店３階

ゲームランド千葉ニュータウン店 270-1392 千葉県印西市中央北3丁目2番 イオンモール千葉ニュータウンモール棟3階

宝島　新浦安店 279-0012 千葉県浦安市入船1-4-1イオン新浦安店4Ｆ

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

ＮＩＣＯＰＡ＆ｎｉｃｏｇｒｏｕｎｄ新浦安店 279-0014 千葉県浦安市明海４－４－１  ニューコースト３Ｆ

プレイランド　あびこ　　　　　　　　　　 270-1166 千葉県我孫子市我孫子4-11-1

NICOPAアクロスモール新鎌ケ谷店 273-0121 千葉県鎌ケ谷市初富９２８番地２２２５区画内３５－１アクロスモール新鎌ケ谷店２Ｆ

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

モーリーファンタジー館山店 294-0047 千葉県館山市八幡５４５－１イオン館山店１階

モーリーファンタジーユーカリが丘店 285-0850 千葉県佐倉市西ユーカリが丘６－１２－３イオンタウンユーカリが丘店３階

千葉レジャーランド成東店 289-1327 千葉県山武市姫島１１１－１

宝島四街道店 284-0043 千葉県四街道市めいわ2-1-1MEGAドン・キホーテ四街道店2F

イスカンダル五井金杉店 290-0057 千葉県市原市五井金杉１－４７

プレビ イトーヨーカ堂姉崎 299-0111 千葉県市原市姉崎645-1イトーヨーカドー姉崎店内３階

ＰＡＬＯ市川 272-0015 千葉県市川市鬼高１－１－１

モーリーファンタジー南行徳店 272-0138 千葉県市川市南行徳２－２０－２５イオン南行徳店２階

モーリーファンタジー市川妙典店 272-0111 千葉県市川市妙典５－３－１イオン市川妙典店３階

スーパービバホーム２Ｆゲームコーナー 275-0024 千葉県習志野市茜浜１－１－２

ゲームランド津田沼店 275-0016 千葉県習志野市津田沼1-23-1イオンモール津田沼2階

モーリーファンタジー津田沼店 275-0016 千葉県習志野市津田沼１丁目２３番１号イオン津田沼店３階

モーリーファンタジー東習志野店 275-0001 千葉県習志野市東習志野６丁目７－８イオンタウン東習志野店１階

キッズスクエア松戸 271-0077 千葉県松戸市根本４－２ダイエー松戸西口５Ｆ

プレビ　キテミテマツド 271-0092 千葉県松戸市松戸1307-1　ｷﾃﾐﾃﾏﾂﾄﾞ6Fﾌﾟﾚﾋﾞｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ　南ASOBI諸島

タイトーFステーション ダイエー新松戸店 270-0034 千葉県松戸市新松戸3-2-21ダイエー新松戸店4階

セガ 松戸 270-2253 千葉県松戸市日暮1-1-1八柱駅第2ビル2階

プラサカプコン成田店 286-0029 千葉県成田市ウイング土屋24 イオンモール成田2F

モーリーファンタジー成田店 286-0021 千葉県成田市ウイング土屋２４番地イオン成田店２階

テクモピアロックダム公津の杜店 286-0048 千葉県成田市公津の杜4-5-3成田ユアエルム3F

キッズパーク ボンベルタ成田店 286-8521 千葉県成田市赤坂2-1-10ボンベルタ成田3階

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

ファンタジープラザ千城台店 264-0005 千葉県千葉市若葉区千城台北３－２１－１ラパーク千城台３Ｆ

セガアリーナ 蘇我 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町51-1蘇我ハーバーシティ フェスティバルウォーク アミューズメント棟　1F

タイトーステーション アリオ蘇我店 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町52-7アリオ蘇我2F

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

プレビイオン幕張 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野１－３プレビ株式会社　ゲームコーナー

関東



セガ 幕張 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-8メッセアミューズモール 1F

プレビ　ミスターマックス千葉美浜 261-0002 千葉県千葉市美浜区新港32-11　ミスターマックス千葉美浜店内1階　ゲームコーナー

モーリーファンタジー幕張新都心店 261-0024 千葉県千葉市美浜区豊砂１－５イオンモール （ファミリーモール）幕張新都心店２階

モーリーファンタジーあすみが丘店 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘７丁目１番あすみが丘ブランニューモールあすみが丘店２階

モーリーファンタジー鎌取店 266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野３丁目１６－１イオン鎌取店３階

モーリーファンタジーおゆみ野店 266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南５丁目３７－１イオンタウンおゆみ野店２階

モーリーファンタジー船橋店 273-0021 千葉県船橋市山手１丁目１番地８号イオン船橋店３階

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

プレビ ららぽーとTOKYO-BAY 273-0012 千葉県船橋市浜町2丁目1番１号ららぽーとTOKYO-BAY　西館3階　区画番号W3020

アドアーズ船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町1-31-26 ｾﾌﾞﾝ船橋ビル　B1F〜4F

タイトーステーション 船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町1丁目6-1

モーリーファンタジー長浦店 299-0246 千葉県袖ヶ浦市長浦駅前１－７イオン長浦店２階

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

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

タイトーFステーション 柏中央店 277-0872 千葉県柏市十余二249-5

タイトーステーション セブンパークアリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏3F

タイトーステーション 柏店 277-0005 千葉県柏市柏2-3-1

PALO柏 277-0854 千葉県柏市豊町2-5-25イオンモール柏3階

モーリーファンタジー柏店 277-0854 千葉県柏市豊町２丁目５番２５号イオン柏店２階

モーリーファンタジー八街店 289-1104 千葉県八街市文違３０１イオン八街店１階

イトーヨーカドー八千代店内キッズ・パーク 276-0028 千葉県八千代市村上南1-3-1

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

キャッツアイ八千代店 276-0040 千葉県八千代市緑が丘西２丁目１３番地３

タイトーステーション 茂原アスモ店 297-0029 千葉県茂原市高師1735茂原ショッピングプラザ アスモ2F

ＧＡＭＥ ＳＱＵＡＲＥ 茂原 297-0012 千葉県茂原市六ツ野八貫野２７８５－１ライフガーデン内ゲームコーナー

モーリーファンタジー木更津店 292-0835 千葉県木更津市築地１－４イオン木更津店２階

アドアーズアクアライン店 292-0071 千葉県木更津市中島地先　海ほたる 4階

イスカンダル木更津 292-0834 千葉県木更津市潮見４－１－２

千葉レジャーランド野田店 278-0042 千葉県野田市吉春７７６－１

モーリーファンタジーノア店 278-0031 千葉県野田市中根３６－１イオンノア店１階

ハロータイトー流山 270-0164 千葉県流山市流山9丁目8002号イトーヨーカドー 流山店3F

GAME サントロペ池袋 170-0013 東京都豊島区東池袋1-29　サントロペビル2階

シルクハット蒲田西口 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

アミューズメントカフェプレビ稲城 206-0812 東京都稲城市矢野口2284-1 アメリア稲城SC内2階

こちら葛飾区亀有公園前派出所 こち亀ゲームぱ～く 125-0061 東京都葛飾区亀有3-49-3　アリオ亀有アリオモール3F

アドアーズ新小岩店 124-0024 東京都葛飾区新小岩1-44-4　ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾞﾙ B1～3階

宝島瑞江店 132-0011 東京都江戸川区瑞江2-1-2ドン・キホーテ　ラパーク瑞江店4F

モーリーファンタジー葛西店 134-0088 東京都江戸川区西葛西３－９－１９イオン葛西店３階

キャッツアイ西葛西店 134-0088 東京都江戸川区西葛西４－２－２８サニーモール西葛西３Ｆ

タイトーFステーション 西葛西店 134-0088 東京都江戸川区西葛西6-6-10

セガワールド 葛西 134-0084 東京都江戸川区東葛西9-3-3イトーヨーカ堂 3F

モーリーファンタジー島忠ホームズ葛西店 134-0084 東京都江戸川区東葛西９－３－６ホームズ葛西島忠ホームズ葛西店１階

アムネット小岩店 133-0056 東京都江戸川区南小岩6-31-3石井ビル1F

アドアーズ亀戸店 136-0071 東京都江東区亀戸5-2-6　ｻﾝｴｰﾋﾞﾙ 1～5階

アドアーズ南砂町SUNAMO店 136-0075 東京都江東区新砂3-4-31　南砂町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰSUNAMO 4階

キッズスクエア東大島 136-0072 東京都江東区大島７－３８－３０ダイエー東大島店３階

モーリーファンタジー南砂店 136-0076 東京都江東区南砂６－７－１５イオン南砂店３階

アミュージアム豊洲店 135-8614 東京都江東区豊洲２－４－９アーバンドックららぽーと豊洲３Ｆ

ハローズガーデン北砂店 136-0073 東京都江東区北砂２－1７－1アリオ北砂３Ｆ

タイトーステーション 国分寺店 185-0012 東京都国分寺市本町三丁目5番11号　　　

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 渋谷店 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-12渋谷東映プラザ

モーリーファンタジー小平店 187-0031 東京都小平市小川東町２－１２－１ダイエー小平店２階

アミュージアムモリタウン昭島店 196-0014 東京都昭島市田中町５６２－１モリタウン東館２Ｆ

アミュージアム昭島店 196-0014 東京都昭島市田中町５７３－１－２

セガ 新宿歌舞伎町 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-21-1第二東亜会館1F・2F

タイトーステーション ＢＩＧＢＯＸ高田馬場店 169-0075 東京都新宿区高田馬場1-35-3BIG BOX6F

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指田ビル

イエストロン 160-0022 東京都新宿区新宿3-34-9

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

セガ 神楽坂 162-0825 東京都新宿区神楽坂2-11第二カグラヒルズ 1F

関東



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

タイトーステーション 祖師谷大蔵店 157-0073 東京都世田谷区砧8-10-1プラッツ砧1F

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１ 155-0031 東京都世田谷区北沢２－1２－1６

ドラマ 瑞穂店 190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵３８２－１

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

モーリーファンタジー日の出店 190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木２７３番３イオン日の出店３階

セガ秋葉原5号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-1

Ｈｅｙ 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-5広瀬本社ビル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2号店 101-0021 東京都千代田区外神田４－３－３ミナミビル６Ｆ７Ｆ

タイトーステーション 神田店 101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目1番4号

タイトーイン綾瀬 120-0005 東京都足立区綾瀬4-9-29ホーキョボナールビル

あそんじゃ王国アリオ西新井店 123-0843 東京都足立区西新井栄町１－２０－１アリオ西新井店３Ｆあそんじゃ王国

ＰＡＬＯ聖蹟桜ヶ丘 206-0011 東京都多摩市関戸４－７２

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合１－４１－１マグレブウエスト１階、２階

タイトーステーション 多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合1-45-1丘の上パティオ内

タイトーステーション 上野アメ横店 110-0005 東京都台東区上野4-10-17

タイトーステーション 上野御徒町店 110-0005 東京都台東区上野4-6-9

アドアーズ上野アメ横店 110-0005 東京都台東区上野4-9-14　上野K･Kﾋﾞﾙ B1～4階

タイトーステーション 浅草店 111-0032 東京都台東区浅草1-27-5ROX DOME 1F

アドアーズ浅草店 111-0032 東京都台東区浅草1-42-4　ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺｰﾄ浅草 B1～1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

プレビままともプラザ 194-0023 東京都町田市旭町１－２４－１ままともプラザ　2階　プレビプレイランドコーナー

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

プレビ アメリア町田根岸 194-0038 東京都町田市根岸2丁目18番地1号アメリア町田根岸店内2Ｆ

アドベンチャーリーフ国領店 182-0022 東京都調布市国領町８－２－６４イトーヨーカドー国領店内３Ｆ

NICOPAホームズ仙川店 182-0003 東京都調布市若葉町２－１－７島忠ホームズ仙川店２F

モーリーファンタジー東久留米店 203-0023 東京都東久留米市南沢５丁目１７イオンモール東久留米店３階

こころっこ東久留米 203-0053 東京都東久留米市本町3-8-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ東久留米店内プレビプレイランドコーナー

モーリーファンタジー多摩平の森店 191-0062 東京都日野市多摩平２丁目４番１イオンモール多摩平の森店３階

ソユープレイランドソピア 八王子店 193-0941 東京都八王子市狭間町１４６２－１イトーヨーカドー八王子店３Ｆ

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

ＮＩＣＯＰＡ高尾店 193-0834 東京都八王子市東浅川町５４９－３  イーアス高尾店２Ｆ

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

ソユープレイランドソピア 南大沢店 192-0364 東京都八王子市南大沢２－２８－１イトーヨーカドー南大沢店３Ｆ

タイトーFステーション 南大沢店 192-0364 東京都八王子市南大沢２－３　　　　　　　FAB南大沢２Ｆ　　　　　　　　　　　　

東京あそびマーレ 192-0363 東京都八王子市別所２－１－２ＶＩＡ長池新館  東京あそびマーレ

モーリーファンタジー板橋店 175-0083 東京都板橋区徳丸２丁目６番地１イオン板橋店３階

ゲームグース武蔵小山店 142-0062 東京都品川区小山３－２２－１９

アムネット 五反田店 141-0031 東京都品川区西五反田1-27-5NA五反田ビル

モーリーファンタジー品川シーサイド店 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－５イオン品川シーサイド店２階

セガワールド 府中 183-0046 東京都府中市西原町1-6-2クレッセ府中

タイトーFステーション ダイエー武蔵村山店 208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-36-1　　　ダイエー武蔵村山店2階　　　　　　　　　

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

モーリーファンタジーむさし村山店 208-0022 東京都武蔵村山市榎１丁目１番３号イオンむさし村山店３階

プレイロットジョイ 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-23河田ビル1F

ポニー武蔵境店 180-0023 東京都武蔵野市境南町２－２－２０イトーヨーカドー武蔵境店東館内  ３Ｆポニー

セガ 東京ドームシティ 112-0004 東京都文京区後楽1-3-61株式会社東京ドーム　アトラクションズ内カーニバル

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

タイトーステーション 池袋ロサ店 171-0021 東京都豊島区西池袋1-37-12ロサ会館1F

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

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

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 3階

セガ 赤羽駅前 115-0045 東京都北区赤羽1-2-4

プレビ　ダイエー赤羽 115-0045 東京都北区赤羽2丁目5番7号ダイエー赤羽店内2階　プレビプレイランドコーナー

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楽天地ビル地下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　　　　　　　　　　　　　　

関東



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・シティー２Ｆ

モーリーファンタジーさくら店 329-1312 栃木県さくら市桜野１５５１ザビッグさくら店１階

テクモピアロックダムインターパーク店 321-0114 栃木県宇都宮市インターパーク６－１－１ＦＫＤショッピングモール インターパーク店２Ｆ

ＩＮＴＥＲＰＡＲＫ+１宇都宮店 321-0123 栃木県宇都宮市インターパーク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

ジャンボリー御幸ヶ原 321-0982 栃木県宇都宮市御幸が原50-1 ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ御幸が原店内プレビプレイランドコーナー

テクモピアパルテロン宇都宮店 321-0966 栃木県宇都宮市今泉237番地福田屋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ宇都宮店2F

タイトーステーション 宇都宮ベルモール店 321-8555 栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1

れいんぼー宇都宮店 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町１８６５－１ カルマーレ宇都宮２Ｆ ゲームコーナー

ＰＡＬＯ石橋 329-0502 栃木県下野市下古山３３６２－１

タイトーステーション イオンモール佐野新都市店 327-0821 栃木県佐野市高萩町1324-1

モーリーファンタジー佐野新都市店 327-0821 栃木県佐野市高萩町１３２４－１イオン佐野新都市店２階

テクモピア鹿沼店 322-0039 栃木県鹿沼市東末広町1073福田屋百貨店鹿沼店3階

こころっこJ’S小山 323-0022 栃木県小山市駅東通り2-3-15 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ小山店内ﾌﾟﾚﾋﾞﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾅｰ

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

タイトーFステーション VAL小山店 323-0025 栃木県小山市城山町3-3-22小山駅ビル(VAL小山)

モーリーファンタジー小山店 323-0806 栃木県小山市中久喜１４６７－１イオン小山店２階

モーリーファンタジー真岡店 321-4306 栃木県真岡市台町２６６８ザビッグ真岡店１階

ＰＡＬＯ足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町２－２１－１６ヨークタウン足利店足利店１階

ドラマ 足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町244-1

モーリーファンタジー那須塩原店 329-3152 栃木県那須塩原市島方４５５イオンタウン那須塩原店１階

セガ 西那須野 329-2705 栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27

モーリーファンタジー今市店 321-2493 栃木県日光市豊田字若林７９－１イオン今市店２階

モーリーファンタジー三好店 470-0224 愛知県みよし市三好町青木９１番地イオン三好店２階

ハローズガーデン安城南店 444-1154 愛知県安城市桜井町貝戸尻６０アピタ安城南店２Ｆ

ソユープレイランドソピア 安城店 446-0072 愛知県安城市住吉町３－１－８イトーヨーカドー安城店２Ｆ

モーリーファンタジー妙興寺店 491-0922 愛知県一宮市大和町妙興寺字白山西３番地２ピアゴ妙興寺店３階

モーリーファンタジー木曽川店 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池２５－１イオン木曽川店２階

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ダイヤモンドシティ・キリオ3階

NICOPAウイングタウン岡崎店 444-0813 愛知県岡崎市羽根町小豆坂３番地ウイングタウン岡崎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

モーリーファンタジー岡崎南店 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字ばら山１－１イオン岡崎南店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SC シネマ棟2階

モーリーファンタジー岡崎店 444-0859 愛知県岡崎市上六名町字宮前１ショッピングセンターコムタウン岡崎店１階

NICOPA岡崎店 444-0201 愛知県岡崎市上和田町南天白5-1岡崎エルエルタウン2Fにこぱ岡崎店

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

ワンダーフォレスト江南西店 483-8342 愛知県江南市松竹町上野２０５ＶＩＡ  ＭＡＬＬアピタ江南西店２Ｆ

モーリーファンタジー春日井店 486-0927 愛知県春日井市柏井町４－１７イオン春日井店４階

キッズインタイトーイオン春日井店 486-0927 愛知県春日井市柏井町4丁目17番地イオン春日井店 3F ゲームコーナー

ファンタジープラザ桃花台店 485-0814 愛知県小牧市古雅1-1 MEGAドン・キホーテUNY桃花台店3階

アミューズファクトリー常滑店 479-0882 愛知県常滑市りんくう町2-20-3イオンモール常滑2階

モーリーファンタジー常滑店 479-0882 愛知県常滑市りんくう町２丁目２０番３イオンスタイル常滑店２階

モーリーファンタジー瀬戸みずの店 489-0909 愛知県瀬戸市みずの坂２丁目２５３番地イオン瀬戸みずの店２階

モーリーファンタジー扶桑店 480-0105 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚５－１イオン扶桑店２階

ユーズランド東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２イオンモール東浦２Ｆ

モーリーファンタジー東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２イオン東浦店１階

セガワールド 知立 472-0045 愛知県知立市長篠町大山18-1ギャラリエアピタ1Ｆ

モーリーファンタジー長久手店 480-1100 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地５、１０、１１街区イオンモール長久手店3階

ファミリーランドドリーム 441-3421 愛知県田原市田原町南新地76-1

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）

モーリーファンタジー半田店 475-0837 愛知県半田市有楽町８－７イオン半田店２階

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

セガ 飯村 440-0833 愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121

モーリーファンタジー豊橋南店 441-8124 愛知県豊橋市野依町字落合１－１２イオン豊橋南店２階

モーリーファンタジー豊川店 442-0048 愛知県豊川市開運通り２－３１イオン豊川店２階

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

モーリーファンタジー豊田店 471-0864 愛知県豊田市広路町1-1イオンスタイル３階

楽市楽座 イオンモール名古屋茶屋店 455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋２－１１ イオンモール名古屋茶屋３Ｆ３０１６－１区画

モーリーファンタジー名古屋茶屋店 455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋２丁目１１イオン名古屋茶屋店３階

モーリーファンタジー名古屋みなと店 455-0055 愛知県名古屋市港区品川町２－１－６イオン名古屋みなと店３階

モーリーファンタジー守山店 463-0812 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根３－１２２８イオン守山店２階

ＮＩＣＯＰＡアピタ新守山店 463-0070 愛知県名古屋市守山区新守山２８３０アピタ新守山２Ｆ

関東

北陸東海



セガ イオンタウン 名西 451-0015 愛知県名古屋市西区香呑町六丁目49-1

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ワンダーシティ4F

モーリーファンタジーワンダーシティ店 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町４０イオンワンダーシティ店３階

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ワンダーシティシネマ棟2F

NICOPA千種店 464-0858 愛知県名古屋市千種区千種２丁目１６番１３号イオン千種２Ｆ

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

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

モーリーファンタジーナゴヤドーム前店 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南４丁目１０２番地の３イオンナゴヤドーム前店３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

モーリーファンタジー熱田店 456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野一丁目２番１１号イオン熱田店２階

ファンタジープラザ名古屋店 462-0018 愛知県名古屋市北区玄馬町２３４－１ドン・キホーテ名古屋本店クロスタウン２Ｆ

モーリーファンタジー上飯田店 462-0864 愛知県名古屋市北区織部町１イオン上飯田店３階

モーリーファンタジーメイトピア店 465-0081 愛知県名古屋市名東区高間町５０１－１イオンメイトピア店２階

モーリーファンタジー名古屋東店 465-0008 愛知県名古屋市名東区猪子石原２－１７０１イオン名古屋東店１階

NICOPAなるぱーく店 458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里３丁目２３２なるぱーく１Ｆ

モーリーファンタジー大高店 459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高２丁目４５０番地イオン大高店３階

タイトーステーション 弥富店 498-0014 愛知県弥富市五明蒲原1371-4

ゲームファンタジアン柳津店 501-6121 岐阜県岐阜市柳津町上佐波西３丁目６８番地  

プレビ ドン・キホーテUNY可児 509-0202 岐阜県可児市中恵土字溝向 2120番1ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃUNY可児店内ﾌﾟﾚﾋﾞﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾅｰ

モーリーファンタジー各務原店 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町３－８イオンモール各務原店３階

モーリーファンタジー関店 501-3936 岐阜県関市倉知５１６サンサンシティ・マーゴイオン関店１階

プレビVタウン芥見 501-3133 岐阜県岐阜市芥見南山2-1-8プレビ株式会社　ゲームコーナー

モーリーファンタジー岐阜店 502-0857 岐阜県岐阜市正木中１－２－１マーサ２１南館２Ｆイオン岐阜店２階

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

セガワールド 高山 506-0055 岐阜県高山市上岡本町7-7

岐阜レジャーランド穂積店 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里６３０

セガ 多治見 507-0015 岐阜県多治見市住吉町1-1-1

モーリーファンタジー多治見店 507-0051 岐阜県多治見市西坂町５－３１－１多治見インターモール多治見店１階

モーリーファンタジー大垣店 503-0933 岐阜県大垣市外野２丁目１００番イオン大垣店２階

タイトーFステーション アル・プラザ鶴見店 503-0805 岐阜県大垣市鶴見町字上渡瀬641-2　アル・プラザ鶴見店2F　　　　　　　　　

セガワールド アクアウォーク 大垣 503-0015 岐阜県大垣市林町6-80-21アクアウォーク大垣2F

タイトーFステーション ラザウォーク甲斐双葉店 400-0107 山梨県甲斐市志田字柿木616-1

モーリーファンタジー甲府昭和店 409-3852 山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内１街区イオン甲府昭和店３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飯喰１５０５－１イオンモール甲府昭和２０１１

モーリーファンタジー石和店 406-0028 山梨県笛吹市石和町駅前１６－１イオン石和店３階

アミュージアム河口湖店 401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津２９８６  河口湖ショッピングセンターベル ３Ｆ

プレイタウンパル 富士吉田店 403-0017 山梨県富士吉田市新西原４－１２－１５

タイトーFステーション イオン燕三条店 959-1232 新潟県燕市井土巻3-150イオン県央店 アメニティ棟1F

モーリーファンタジー県央店 959-1232 新潟県燕市井土巻３－６５イオン県央店２階

ＰＡＬＯ十日町 948-0082 新潟県十日町市旭町１６１

モーリーファンタジー十日町店 948-0056 新潟県十日町市字川端丑７８４－１イオン十日町店１階

モーリーファンタジー小千谷店 947-0042 新潟県小千谷市大字平沢新田字荒田３３９イオン小千谷店２階

アピナ上越インター店 942-0063 新潟県上越市下門前1661

プレビ バロー上越 943-0146 新潟県上越市樋場239番‐1バロー上越店内

モーリーファンタジー上越店 943-0187 新潟県上越市富岡３４５８番地アコーレ２階アコーレ上越店２階

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

モーリーファンタジー新潟南店 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３階

タイトーFステーション イオン新潟西店 950-2028 新潟県新潟市西区小新南2丁目1番10号

モーリーファンタジー新潟青山店 950-2002 新潟県新潟市西区青山２－５－１イオン新潟青山店２階

DeKKY401ファミリーパーク 950-0973 新潟県新潟市中央区上近江4-12-20 Dekky401　2F

モーリーファンタジー新潟東店 950-8678 新潟県新潟市東区大形本町３－１－２イオン新潟東店３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５－１１－５  イオンモール新発田２Ｆ

モーリーファンタジー新発田店 957-0061 新潟県新発田市住吉町５丁目１１番５号イオン新発田店２階

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町２２

ハローズガーデン長岡店 940-2108 新潟県長岡市千秋２－２７８アピタリバーサイド千秋長岡店２Ｆ．Ｅ２４７区画

モーリーファンタジー六日町店 949-6632 新潟県南魚沼市余川３１００イオン六日町店２階

モーリーファンタジー御殿場店 412-0042 静岡県御殿場市萩原６３６番地サンサンプラザ御殿場店３階

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

タイトーステーション ウェルディ長泉店 411-0934 静岡県駿東郡長泉町下長窪字城山1076-1ウェルディ長泉2F

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴＢｉＶｉ沼津店 410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-5

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

モーリーファンタジー焼津店 425-0045 静岡県焼津市祢宜島５５５イオン焼津店２階
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モーリーファンタジー裾野店 410-1118 静岡県裾野市佐野１０３９マックスバリュベルシティ裾野店１階

タイトーFステーション 静岡店 420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町二丁目5番地4ふしみや第2ビル

エーツー南瀬名店 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町２－５

MARK IS 静岡店 420-0821 静岡県静岡市葵区柚木191 MARK IS 静岡3階

ソユー竜宮タウン 静岡店 422-8042 静岡県静岡市駿河区石田１－５－１ アピタ静岡ＳＣ２Ｆ

セガ ベイドリーム 清水 424-0906 静岡県静岡市清水区駒越北町8-1ベイドリーム清水

プレビ バロー清水高橋 424-0041 静岡県静岡市清水区高橋5-1-1バロー清水高橋店　B1階

モーリーファンタジー清水店 424-0871 静岡県静岡市清水区上原１－６－１６イオン清水店２階

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴフレスポ静岡店 424-0067 静岡県静岡市清水区鳥坂８６０

アミュージアム  清水店 424-0942 静岡県静岡市清水区入船町１３－１５  エスパルスドリームプラザ３Ｆ

モーリーファンタジー袋井店 437-0125 静岡県袋井市上山梨４丁目１番地の１イオン袋井店２階

ハローズガーデン  島田店 427-0016 静岡県島田市宝来町８－２アピタ島田店内２Ｆ

アップル島田店 427-0016 静岡県島田市宝来町８－５

プラサカプコンパルパル店 431-1209 静岡県浜松市西区舘山寺町1891 浜名湖パルパル内ゲームコーナー

モーリーファンタジー浜松志都呂店 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂町二丁目３７番１号イオン浜松志都呂店３階

プラサカプコン志都呂店 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂二丁目37番1号　イオンモール浜松志都呂3階

モーリーファンタジー浜松西店 432-8061 静岡県浜松市西区入野町６２４４－１イオン浜松西店３階

タイトーステーション 新浜松ザザシティ店 430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町15番地ザザシティ西館2F

タイトーFステーション イオンモール浜松市野店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3イオンモール浜松市野店2F

モーリーファンタジー浜松市野店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪１９８１－３イオン浜松市野店２階

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

宝島浜松店 432-8052 静岡県浜松市南区東若林町11-1MEGAドン・キホーテ浜松可美店2F

タイトーFステーション プレ葉ウォーク浜北店 434-0038 静岡県浜松市浜北区貴布祢1200番地

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

ＧＡＭＥ　ＯＦＦ富士宮 418-0004 静岡県富士宮市三園平１３６０

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

タイトーFステーション イオン富士宮店 418-0032 静岡県富士宮市浅間町1番8号イオン富士宮ショッピングセンター3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かほく店 929-1198 石川県かほく市内日角地内タ２５番イオンかほく店２階

セガアルプラザ 金沢 920-0014 石川県金沢市諸江町30-1アルプラザ金沢 2F

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

ゲームパラダイス 920-0849 石川県金沢市堀川新町５－１アミューズメントスクエア３Ｆ

モーリーファンタジー新小松店 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 イオンモール新小松店 3F

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

手取フィッシュランド 923-1101 石川県能美市粟生町ツ58手取フィッシュランド内1Fゲームコーナー

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

セガワールド 豊科 399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高1115

アピナ伊那店 396-0026 長野県伊那市西町５０９３

セガ 岡谷 394-0026 長野県岡谷市塚間町2-1-21

タイトーステーション イトーヨーカドー南松本店 390-0834 長野県松本市高宮中1-20イトーヨーカドー南松本店3F

セガ 松本 390-0841 長野県松本市渚1-7-1渚ライフサイト内

モーリーファンタジー南松本店 390-0833 長野県松本市双葉５－２０イオン南松本店２階

モーリーファンタジー松本店 390-0811 長野県松本市中央4丁目9-51イオンモール松本３階

楽市楽座  イオンモール松本店 390-8560 長野県松本市中央４丁目９番５１号  イオンモール松本  風庭２階

モーリーファンタジー上田店 386-0018 長野県上田市常田２－１２－１８イオン上田店２階

ＰＡＬＯ諏訪 392-0013 長野県諏訪市沖田町５－１８

モーリーファンタジー中野店 383-0012 長野県中野市大字一本木２５２－１イオン中野店２階

ファンタジープラザ長野店 381-0034 長野県長野市高田１７５８ＭＥＧＡドンキ・ホーテ２Ｆ

ソユーゲームフィールド 長野三輪店 380-0803 長野県長野市三輪９－４３－２４イオンタウン長野三輪２Ｆ

タイトーステーション アイシティ２１松本店 390-1301 長野県東筑摩郡山形村7977アイシティ21内

モーリーファンタジー飯田アップルロード店 395-0805 長野県飯田市鼎一色４５６イオン飯田アップルロード店２階

東京レジャーランドお台場店 135-0091 富山県港区台場１－７－１メディアージュ４Ｆ

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

モーリーファンタジー高岡南店 933-0813 富山県高岡市下伏間江３８３イオン高岡南店２階

モーリーファンタジー高岡店 933-0062 富山県高岡市江尻３３１－１イオン高岡店１階

モーリーファンタジー小杉店 939-0341 富山県射水市三ヶ２６０２アル・プラザ小杉小杉店２階

ユーズランドとなみ店 939-1344 富山県砺波市中神一丁目１７４イオンモールとなみ２Ｆ

モーリーファンタジーとなみ店 939-1343 富山県砺波市中神土地区画整理事業地内３１街区１イオンモールとなみ店２階

マンガ倉庫  富山店 939-8214 富山県富山市黒崎66

タイトーステーション ファボーレ婦中店 939-2716 富山県富山市婦中町下轡田165-1フューチャーシティ ファボーレ2F

ＰＡＬＯ武生 915-0094 福井県越前市横市町２８－１４－１

モーリーファンタジー鯖江店 916-0038 福井県鯖江市下河端１６字下町１６－１アル・プラザ鯖江店２階

Ｌｅｔ’’ｓ Ｗａｋｕ２ ベル店 918-8015 福井県福井市花堂南２－１６－１

北陸東海



レッツワクワク  エルパ店 910-0836 福井県福井市大和田町２丁目１２１２番地  エルパ２階

プレイランド 京都店 615-0072 京都府京都市右京区山ノ内池尻町1-1　京都ファミリー3Ｆ

プラサカプコン京都店 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町25-1 イオンモール京都五条3F

モーリーファンタジー綾部店 623-0013 京都府綾部市綾中町花ノ木３０バザールタウン綾部店２階

モーリーファンタジー久御山店 613-0024 京都府久世郡久御山町森南大内１５６－１イオン久御山店２階

モーリーファンタジー京都五条店 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町２５－１イオン京都五条店２階

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  京都松竹座ビル

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴＢｉｖｉ京都二条店 604-8415 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町１０７番地

モーリーファンタジー洛南店 601-8327 京都府京都市南区吉祥院御池町３１イオン洛南店２階

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イオンモール京都桂川店３階 ３０５１区画

モーリーファンタジー京都桂川店 601-8211 京都府京都市南区久世高田町３７６番１イオン京都桂川店３階

モーリーファンタジー桂南店 601-8212 京都府京都市南区久世上久世町４８５ダイエー桂南店２階

セガワールド 六地蔵 612-8002 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32京都ショッピングセンター 2F

NICOPA八幡店 614-8043 京都府八幡市八幡一ノ坪23-1イズミヤ八幡店1F

モーリーファンタジー福知山店 620-0922 京都府福知山市岩井７９－８イオン福知山店２階

あそＶＩＶＡ 620-0000 京都府福知山市堀上高田２１４６－１

モーリーファンタジー高の原店 619-0223 京都府木津川市相楽台１－１－１イオンＳＣ高の原店４階

モーリーファンタジー伊勢ララパーク店 516-0007 三重県伊勢市小木町曽祢５３８イオンタウン伊勢ララパーク伊店２階

NICOPA新伊勢店ファンタジーアイランド 516-0014 三重県伊勢市楠部町乙１６０イオン新伊勢店２Ｆ

楽市楽座 イオンモール東員店 511-0255 三重県員弁郡東員町大字長深字築田５１０－１  イオンモール東員店３階３００８区画

モーリーファンタジー東員店 511-0255 三重県員弁郡東員町長深字築田５１０番地１イオン東員店３階

ＰＡＬＯ桑名 511-0863 三重県桑名市新西方１丁目２２番地イオン桑名店２階

モーリーファンタジー桑名店 511-0863 三重県桑名市新西方１丁目２２番地イオン桑名店３階

お宝市番館  三重本店 511-0947 三重県桑名市大仲新田３８３

プレビ ララスクエア四日市 510-0075 三重県四日市市安島１－３－３１ララスクエア５F

モーリーファンタジー四日市尾平店 512-0921 三重県四日市市尾平町字天王川原１８０５イオン四日市尾平店３階

ＮＩＣＯＰＡ四日市北店 510-8016 三重県四日市市富州原町2-40イオン四日市北店2F

モーリーファンタジー四日市北店 510-8016 三重県四日市市富州原町２－４０イオン四日市北店２階

モーリーファンタジー阿児店 517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方３２１５イオン阿児店２階

モーリーファンタジー松阪店 515-0812 三重県松阪市船江町１３９２－２７マーム松阪店３階

万代書店浪漫遊  松阪店 515-0811 三重県松阪市塚本町７２－１

タイトーステーション イオンモール明和店 515-0348 三重県多気郡明和町中村1223イオンモール明和2F

モーリーファンタジー明和店 515-0348 三重県多気郡明和町中村長波賀１２２３番地イオン明和店２階

モーリーファンタジー津城山店 514-1112 三重県津市久居小野辺町１１３０－７イオンタウン津城山店２階

モーリーファンタジー津南店 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

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

NICOPA津イオン店 514-0003 三重県津市桜橋３－４４６イオン津店２Ｆにこぱ

モーリーファンタジー鈴鹿店 513-0806 三重県鈴鹿市算所２－５－１鈴鹿ハンター鈴鹿店２階

モーリーファンタジーイオン鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２イオンイオン鈴鹿店２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

タイトーFステーション イオン近江八幡店 523-0898 滋賀県近江八幡市鷹飼町南3丁目7番地イオン近江八幡 2番街 1階

プラザパル栗東店 520-3031 滋賀県栗東市綣２－３－２２アルプラザ栗東店２Ｆゲームコーナー

ゲームフィールド 守山店 524-0101 滋賀県守山市今浜町２６２０－５ピエリ守山１Ｆ

モーリーファンタジー草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町３００イオン草津店３階

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SC 3階

セガエイスクエア草津 525-0025 滋賀県草津市西渋川1-23-23ＡーＳＱＵＡＲＥ ＳＡＲＡ新棟2F

アミパラ  草津店 525-0051 滋賀県草津市木川町７２

滋賀レジャーランド大津店 520-0801 滋賀県大津市におの浜３－１－４３イオンスクエアアヤハプラザ内

モーリーファンタジー大津一里山店 520-2153 滋賀県大津市一里山７－１－１フォレオ大津一里山店２階

モーリーファンタジー長浜店 526-0847 滋賀県長浜市山階町２７１－１イオン長浜店２階

アミューズメントパークさくら 527-0011 滋賀県東近江市八日市浜野町３－１ ショッピングプラザアピア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

モーリーファンタジー茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町８－３０－６イオンＳＣ茨木店３階

モーリーファンタジー貝塚店 597-0053 大阪府貝塚市地蔵堂７４－２イオン貝塚店２階

宝島岸和田店 596-0006 大阪府岸和田市春木若松町21-1ラパーク岸和田店2F

モーリーファンタジー東岸和田店 596-0825 大阪府岸和田市土生町２－３２－７イオン東岸和田店２階

モーリーファンタジー高槻店 569-8567 大阪府高槻市萩之庄３－４７－２イオン高槻店３階

ゲームパニック堺 590-0901 大阪府堺市堺区築港八幡町１番地１ 堺浜えんため館

モーリーファンタジー堺鉄砲町店 590-0905 大阪府堺市堺区鉄砲町１番地イオンスタイル堺鉄砲町店３階

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３Ｆ３３１９

モーリーファンタジーおおとり店 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町７－７３３おおとりウィングスおおとり店２階

レインボーランド泉北店 599-8276 大阪府堺市中区小阪２７０イズミヤ泉北店内２Ｆ

ＮＩＣＯＰＡアクロスモール泉北店 590-0132 大阪府堺市南区原山台５－９－８アクロスモール泉北１Ｆ

近畿

北陸東海



宝島泉ヶ丘店 590-0111 大阪府堺市南区三原台1-1-3ジョイパーク泉ヶ丘1F

モーリーファンタジー堺北花田店 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町４－１－１２イオン堺北花田店２階

モーリーファンタジー四條畷店 575-0001 大阪府四條畷市砂四丁目３番２号イオンスタイル四條畷店３階

楽市楽座イオンモール四条畷店 575-0001 大阪府四條畷市砂四丁目３番２号イオンモール四条畷店３階３０２８

モーリーファンタジー大日店 570-0016 大阪府守口市大日東町１番１８号イオン大日店２階

セガ ビバモール 寝屋川 572-0855 大阪府寝屋川市寝屋南2-22-2ビバモール寝屋川　モール棟2F

NICOPA千里丘店 565-0823 大阪府吹田市山田南１－１イズミヤ千里丘店内２階

モーリーファンタジー南千里店 565-0851 大阪府吹田市千里山西６－５６－１イオン南千里店４階

エンターテイメントフィールド ららぽーとEXPOCITY店 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園２－１ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ３００６０  ３Ｆ

モーリーファンタジー吹田店 564-0027 大阪府吹田市朝日町２－１０１イオン吹田店４階

タイトーFステーション りんくうシークル店 598-0047 大阪府泉佐野市りんくう往来南3番地りんくうプレジャータウン シークル内

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

NICOPA和泉府中店 595-0021 大阪府泉大津市東豊中町１－５－１０カナートモール和泉府中２Ｆ

モーリーファンタジーりんくう泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜３－１イオンりんくう泉南店２階

モーリーファンタジー金剛店 589-0011 大阪府大阪狭山市半田１－３５－１イオン金剛店３階

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あべのマーケットパーク　キューズモール行　区画番号332　セガあべのキューズモール

ＭＥＣＨＡ  天保山店 552-0022 大阪府大阪市港区海岸通１－１－１０  天保山マーケットプレイス内

ソユーウェスタンシティ 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋六丁目2番82号　ユニバーサル・シティ和幸ビル3F

ATCあそびマーレ 559-0034 大阪府大阪市住之江区南港２－１－１０ ＩＴＭ棟５階

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番１ イオンモール大阪ドームシティ内４０１－１区画

モーリーファンタジー大阪ドームシティ店 550-0023 大阪府大阪市西区千代崎３丁目１３番１イオン大阪ドームシティ店３階

難波ヒルズ 542-0076 大阪府大阪市中央区難波３－２－３４

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

モーリーファンタジー鶴見緑地店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目１７－１イオン鶴見緑地店３階

モーリーファンタジー野田阪神店 553-0001 大阪府大阪市福島区海老江１－１－２３イオン野田阪神店４階

モーリーファンタジー喜連瓜破駅前店 547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破２－１－１３イオン喜連瓜破駅前店３階

モーリーファンタジー長吉店 547-0015 大阪府大阪市平野区長吉長原西１－１－１０イオン長吉店４階

ＶＲ　ＺＯＮＥ　ＯＳＡＫＡ 530-0017 大阪府大阪市北区角田町５－１５　ＨＥＰ　ＦＩＶＥ　８・９Ｆ

ｎａｍｃｏ梅田店 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町３番３号　ＯＳビル２Ｆ

タイトーFステーション 梅田店 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-16-26

タイトーステーション 梅三小路店 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目2-136　　大阪ステーションシティ　　　　　　　　　

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

タイトーステーション 大阪日本橋店 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-14

タイトーFステーション 住道店 574-0046 大阪府大東市赤井1丁目4番3号

アミパラ　大東店 574-0023 大阪府大東市南新田２丁目３－５

レインボーランド長岡店 617-0826 大阪府長岡京市開田4-7-1イズミヤ長岡店2階

セガ 東大阪 577-0004 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64

レインボーランド若江岩田店 578-0946 大阪府東大阪市瓜生堂１－１０－５２  イズミヤ若江岩田店４Ｆ

モーリーファンタジー東大阪店 577-0011 大阪府東大阪市荒本北２丁目３番２２号イオン東大阪店１階

プラサカプコン 藤井寺店 583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目10番11号 イオン藤井寺ショッピングセンター内

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イトーヨーカドーアリオ八尾3F

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

モーリーファンタジー金剛東店 584-0082 大阪府富田林市向陽台３－１－１イオン金剛東店４階

セガ 新三国アルゴ7 561-0823 大阪府豊中市神州町1-15アルゴセブンビル2階

セガ ニトリモール 枚方 573-0171 大阪府枚方市北山1-2-1ニトリモール枚方2F

キッズプラザきゃらんど和泉店 594-1157 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7　ららぽーと和泉　2階

モーリーファンタジー和泉府中店 594-0076 大阪府和泉市肥子町２－２－１イオン和泉府中店４階

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７－２０－１イオンモール橿原３Ｆ

モーリーファンタジー橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町７－２０－１イオン橿原店２階

モーリーファンタジー桜井店 633-0061 奈良県桜井市上之庄２７８－１イオン桜井店２階

モーリーファンタジー登美ヶ丘店 630-0115 奈良県生駒市鹿畑町３０２７番地イオンモール登美ヶ丘店２階

モーリーファンタジー大和郡山店 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋７４１イオン大和郡山店３階

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

ハローズガーデン大和郡山店 639-1028 奈良県大和郡山市田中町字宮西517 アピタ大和郡山店2F

モーリーファンタジー天理店 632-0074 奈良県天理市東井戸堂町３８１ザ・ビッグエクストラ天理店１階

レインボーランド広陵店 635-0825 奈良県北葛城郡広陵町安部４５０番地１  イズミヤ広陵店内

レインボーランド神戸玉津店　 651-2132 兵庫県神戸市西区森友3丁目7-3 イズミヤ神戸玉津店2階　

モーリーファンタジー竜野店 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本字五反田２５０－１イオン竜野店３階

レインボーランド昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻１－１イズミヤ昆陽店3階

モーリーファンタジー伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻４－１－１イオン伊丹昆陽店３階

NICOPAカリヨンパーク伊丹店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽店４Ｆ

テクモピア伊丹店 664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1イオンモール伊丹3F

モーリーファンタジー伊丹店 664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木１－１－１イオン伊丹店３階

近畿



メガコート 675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田３５１２Ｆ  ゲームコーナー

アミパラ加古川店 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福７１－２

タイトーFステーション イオン加古川店 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家615-1イオン加古川店3F

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

モーリーファンタジー高砂店 676-0019 兵庫県高砂市緑丘２丁目１－４０イオン高砂店２階

プラザパル  三田店 669-1321 兵庫県三田市けやき台１－６－２イオン三田ウッディータウン３Ｆ

ハローズガーデン新三田店 669-1321 兵庫県三田市けやき台１－６－４イオン三田ウッディタウン２番街

ポップンパーク三木青山店 673-0521 兵庫県三木市志染町青山３－９イオン三木青山店２階

モーリーファンタジー三木店 673-0404 兵庫県三木市大村字砂１６３イオン三木店３階

モーリーファンタジー山崎店 671-2545 兵庫県宍粟市山崎町中井字城下１０イオン山崎店３階

モーリーファンタジー洲本店 656-0021 兵庫県洲本市塩屋１－１－８イオン洲本店２階

モーリーファンタジー板宿店 654-0011 兵庫県神戸市須磨区前池町３－２－１ダイエー板宿店４階

モーリーファンタジー名谷店 654-0154 兵庫県神戸市須磨区中落合２－２－２ダイエー名谷店３階

モーリーファンタジージェームス山店 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台７－７－１イオンジェームス山店１階

モーリーファンタジー舞子店 655-0046 兵庫県神戸市垂水区舞子台６－２０－１７ダイエー舞子店２階

メガパレス 651-2143 兵庫県神戸市西区丸塚２－９－１８  ２Ｆゲームコーナー

ゲームコーナーバディ店 651-2405 兵庫県神戸市西区岩岡町野中字福吉556ヒラキ（株）内４階

レインボーランド西神戸店 651-2412 兵庫県神戸市西区竜が岡１－２１－１イズミヤ西神戸店２Ｆ

モーリーファンタジー西神中央店 651-2273 兵庫県神戸市西区糀台５－３－４ダイエー西神中央店３階

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ビル西館3階

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 神戸umie モザイク 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1神戸ハーバーランドｕｍｉｅＭＯＳＡＩＣ

タイトーFステーション ＨＡＴ神戸店 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-2ブルメールHAT神戸2F

モーリーファンタジー長田南店 653-0023 兵庫県神戸市長田区東尻池新町１番２０号イオンＳＣ長田南店２階

セガ フェニックスプラザ 摩耶 657-0851 兵庫県神戸市灘区味泥町6-1フェニックスプラザ１Ｆ

楽市楽座  イオンモール神戸北店 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台８－１－１  イオンモール神戸北３階

モーリーファンタジー神戸北店 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台８－１－１イオン神戸北店３階

モーリーファンタジー藤原台店 651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町１－２－２イオン藤原台店４階

セガ コロワ甲子園 663-8166 兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3コロワ甲子園

モーリーファンタジー西宮店 663-8014 兵庫県西宮市林田町２－２４イオン西宮店２階

モーリーファンタジー猪名川店 666-0257 兵庫県川辺郡猪名川町白金２－１イオン猪名川店３階

モーリーファンタジー和田山店 669-5215 兵庫県朝来市和田山町枚田岡７７４イオン和田山店２階

モーリーファンタジー南淡路店 656-0511 兵庫県南あわじ市賀集八幡北字東内３７８－１イオン南淡路店１階

モーリーファンタジー尼崎店 661－0965 兵庫県尼崎市次屋３－１３－１８イオン尼崎店２階

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

タイトーステーション 尼崎つかしん店 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1SCつかしん内東町北館3階

セガ つかしん 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1つかしん内

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

モーリーファンタジー姫路リバーシティ店 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江２５６０番地イオン姫路リバーシティ店２階

ゆめタウン姫路店  ゆめパーク 670-0052 兵庫県姫路市神子岡前３丁目１２－１７  ゆめタウン姫路店４Ｆ

モーリーファンタジー姫路大津店 671-1146 兵庫県姫路市大津区大津町２丁目５番イオンモール姫路大津店２階

アミューズアイランド和田山店 669-5215 兵庫県兵庫県朝来市和田山町枚田岡７７４  イオン和田山店１Ｆ

モーリーファンタジー宝塚中山店 665-0867 兵庫県宝塚市売布東の町２１－２２ダイエー宝塚中山店２階

モーリーファンタジー明石店 674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り３－３－１イオン明石 ３番街明石店３階

きゃらんどスーパーシティ明石店 674-0095 兵庫県明石市二見町西二見駅前1-18 イトーヨーカドー明石店3F

ゲームアイビス太子店 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田2149

レインボーランド和泉中央店 594-0041 兵庫県和泉市いぶき野５－１－１１イズミヤ和泉中央店３Ｆ

NICOPA岩出店 649-6215 和歌山県岩出市中迫塚本１４７ミレニアシティ岩出店２Ｆドナリアコット岩出店

タイトーFステーション オークワロマンシティ御坊店 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部181番地

モーリーファンタジー新宮店 647-0052 和歌山県新宮市橋本２丁目１４番２３号イオン新宮店２階

タイトーFステーション オークワ南紀店 647-0071 和歌山県新宮市佐野3-11-19

ＰＡＬＯ田辺 646-0026 和歌山県田辺市宝来町２４番２６号

タイトーFステーション セントラルシティ和歌山店 641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀805-1セントラルシティ和歌山店1階

NICOPAガーデンパーク和歌山店 640-8421 和歌山県和歌山市松江字向鵜の島１４６９－１ガーデンパーク和歌山２Ｆ

NICOPA和歌山店 640-8325 和歌山県和歌山市新生町7-20イズミヤ和歌山店２Ｆ

レインボーランド紀伊川辺店 649-6312 和歌山県和歌山市川辺２２０イズミヤ紀伊川辺店内

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  イオンモール和歌山２Ｆ区画番号２０５９

モーリーファンタジー和歌山店 640-8451 和歌山県和歌山市中字楠谷５７３番地イオン和歌山店３階

ソユーファレストハンター 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

モーリーファンタジー今治新都市店 794-0000 愛媛県今治市にぎわい広場１番地１イオンモール今治新都市店２階

タイトーFステーション 今治ワールドプラザ店 799-1506 愛媛県今治市東村1-14-2今治ワールドプラザ内

バンバン衣山店 791-8025 愛媛県松山市衣山１－２４８－１

タイトーステーション 衣山店 791-8025 愛媛県松山市衣山1丁目188パルティ・フジ衣山内

近畿
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モーリーファンタジー南松山店 790-0952 愛媛県松山市朝生田町５丁目１番２５号ジョー・プラ南松山店２階

モーリーファンタジー松山店 790-0951 愛媛県松山市天山１丁目１３番５号イオン松山店３階

ＳＨＯＣＫＥＲ 790-0012 愛媛県松山市湊町４－９－８

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

モーリーファンタジー新居浜店 792-0007 愛媛県新居浜市前田町８番８号イオン新居浜店２階

ピノッキーランドゆめタウン井原店 715-0022 岡山県井原市下出部町２－１１－２ ３Ｆ

ピノッキーランド井原店 715-0022 岡山県井原市下出部町2-11-2　ゆめタウン井原3F

プレビ 天満屋ハピータウン原尾島 703-8235 岡山県岡山市中区原尾島1-6-20天満屋ハピータウン原尾島店内３階プレビプレイランドコーナー

ふぇすたらんど高屋店 703-8233 岡山県岡山市中区高屋36-1　山陽マルナカ高屋店2階

ふぇすたらんど平島店 709-0631 岡山県岡山市東区東平島1609　ﾏﾙﾅｶ平島店内

ふぇすたらんど築港店 702-8051 岡山県岡山市南区築港元町14-1　山陽マルナカ築港店内

プレビ 天満屋ハピータウン岡南 702-8056 岡山県岡山市南区築港新町1-18-5天満屋ハピータウン岡南店内３階ﾌﾟﾚﾋﾞﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾅｰ

プレビエブリイOkanaka津高 701-1145 岡山県岡山市北区横井上83番3号エブリイokanaka津高店4階　プレビゲームコーナー

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

プレビ 天満屋ハピータウン岡北 700-0804 岡山県岡山市北区中井町2-2-7天満屋ハピータウン岡北店内３階プレビプレイランドコーナー

プレビ 天満屋ハピータウン玉野 706-0011 岡山県玉野市宇野1-38-1天満屋ハピータウン玉野店内３階プレビプレイランドコーナー

プレビ ポルカ天満屋ハピータウン高梁 716-0045 岡山県高梁市中原町1084番地の1ポルカ天満屋ハピータウン２Fプレビプレイランドコーナー

ハッピーランド山陽店 709-0816 岡山県赤磐市下市１３３  マルナカ山陽店２Ｆ

室内遊園地ハッピーランド鴨方店 719-0252 岡山県浅口市鴨方町六条院中2128-1天満屋ハッピータウン鴨方店3F

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

プレビ 天満屋ハピータウン児島 711-0921 岡山県倉敷市児島駅前2-35天満屋ハピータウン児島店内３階プレビプレイランドコーナー

キッズプラザきゃらんど倉敷店 710-0813 岡山県倉敷市寿町12-2 アリオ倉敷2F

ふぇすたらんど倉敷マスカット店 701-0114 岡山県倉敷市松島1154番地2　マルナカマスカット店別館3F

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

モーリーファンタジー倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江１番地イオン倉敷店１階

モーリーファンタジー水島店 712-8066 岡山県倉敷市水島高砂町３番１１号マックスバリュ水島店１階

モーリーファンタジー津山店 708-0842 岡山県津山市河辺１０００－１イオン津山店２階

セガ 海田 736-0042 広島県安芸郡海田町南大正町 3-35

モーリーファンタジー広島府中店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須２－１－１イオン広島府中店２階

ハッピーランド呉店 737-0046 広島県呉市中通３丁目５－３（れんが通り）ポポロＳＣ呉館３Ｆ

ピノッキースパティオ呉店 737-0029 広島県呉市宝町5-10ゆめタウン呉  3F

モーリーファンタジー・ｆ広島祇園店 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園３丁目２－１イオンＳＣ広島祇園店３階

モーリーファンタジー広島祇園店 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園３丁目２－１イオン広島祇園店３階

タイトーステーション フジグラン緑井店 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井1-5-2フジグラン緑井3F

ふぇすたらんど可部店 731-0221 広島県広島市安佐北区可部7丁目4-13　マルナカ可部店内

セガ LECT広島 733-8509 広島県広島市西区扇2-1-45LECT2F

タイトーステーション 広島紙屋町店 730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-2-21

プリフェスタ  サンモール店 730-0031 広島県広島市中区紙屋町２丁目２－１８  サンモール３Ｆ

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

アミパラ　フォレオ広島東店 732-0033 広島県広島市東区温品１丁目３－２フォレオ広島東１Ｆ

タイトーFステーション ゆめタウンみゆき店 734-0014 広島県広島市南区宇品西6丁目7番14号ゆめタウンみゆき2F

モーリーファンタジー宇品店 734-0003 広島県広島市南区宇品東６－１－１５イオン宇品店２階

モーリーファンタジー三原店 723-0014 広島県三原市城町２－１３－１イオン三原店２階

スマイルステーション三次店 728-0013 広島県三次市十日市東４－１－３０ サングリーン１Ｆ

ピノッキーランドゆめタウン黒瀬店 739-2613 広島県東広島市黒瀬町楢原１００－１ ２Ｆ

ピノッキーランドゆめタウン黒瀬店 739-2613 広島県東広島市黒瀬町楢原１００－１ ２Ｆ

プラザパル学園店 739-0047 広島県東広島市西条下見６丁目２－３２ ゆめタウン学園店２Ｆ

ブラックジャック　東広島店 739-0024 広島県東広島市西条町御蘭宇６１２０

タイトーFステーション ゆめタウン東広島店 739-0003 広島県東広島市西条町土与丸1丁目5-7

アミパラ 神辺店 720-2104 広島県福山市神辺町大字新道上字１－２－１

タイトーステーション フジグラン神辺店 720-2107 広島県福山市神辺町大字新道上字2-10-26 フジグラン神辺店 3F

ピノッキースパティオ福山店 720-0801 広島県福山市入船町３丁目１－６０ゆめタウン福山２Ｆ

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綾川店 761-2304 香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１イオン綾川店３階

お宝市番館瀬戸大橋店 769-0213 香川県綾歌郡宇多津町大字東分２９５－１

ゆめタウン丸亀店ＢＩＧ  ＷＡＶＥ 763-0055 香川県丸亀市新田町１５０

タイトーステーション 丸亀店 763-0092 香川県丸亀市川西町南1280番地1フジグラン丸亀 バッハ棟2F

ソユーゲームフィールド 高松店 761-8012 香川県高松市香西本町１－１イオンモール高松２Ｆ

モーリーファンタジー高松店 761-8012 香川県高松市香西本町１－１イオン高松店３階

アミュージアム  高松店 761-8071 香川県高松市伏石町111-1

モーリーファンタジー高松東店 760-0066 香川県高松市福岡町３－８－５イオン高松東店３階

タイトーFステーション 野市店 781-5232 高知県香南市野市町西野2007-1フジグラン野市店内

中四国



モーリーファンタジー高知店 780-0026 高知県高知市秦南町１丁目４－８イオン高知店２階

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

セガワールド フジグラン 780-8076 高知県高知市朝倉東町52-15フジグラン高知 3F

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

ゆめシティ  ゆめパーク 751-0869 山口県下関市伊倉新町３丁目１－１

モーリーファンタジー下関店 750-0025 山口県下関市竹崎町４－４－７シーモールエスト下関店４階

アミパラ下関店 752-0928 山口県下関市長府才川１丁目４２番４８号

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

モーリーファンタジー光店 743-0046 山口県光市浅江字木園１７５６－１イオン光店２階

タイトーFステーション 山口メルクス店 753-0851 山口県山口市大字黒川82-1ハイパーモールメルクス内

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 山口店 753-0251 山口県山口市大内千坊六丁目９－１ ゆめタウン山口店２Ｆ

アミパラ周南久米店 745-0801 山口県周南市大字久米２８３４イオンタウン周南久米

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７－１イオンタウン防府 １Ｆ

PALO防府店 747-0802 山口県防府市中央町１－３イオン防府店３階

テクモピア柳井店 742-0036 山口県柳井市駅南１－１４ミスターマックス柳井ＳＣ内

ＰＡＬＯ境港 684-0046 鳥取県境港市竹内団地８１番地３

モーリーファンタジー日吉津店 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１イオン日吉津店２階

セガ 鳥取 680-0913 鳥取県鳥取市安長416

ＰＡＬＯ鳥取店 680-0847 鳥取県鳥取市天神町１イオン鳥取店２階

モーリーファンタジー鳥取北店 680-0904 鳥取県鳥取市晩稲３４８番地イオン鳥取北店２階

モーリーファンタジーホープタウン店 683-0804 鳥取県米子市米原２－１－１ホープタウンホープタウン店３階

モーリーファンタジー米子駅前店 683-0043 鳥取県米子市末広町３１１イオン米子駅前店３階

モーリーファンタジー江津店 695-0016 島根県江津市嘉久志町２３０６番地３０ショッピングタウングリーンモール江津店２階

you me CIRCUS(出雲店) 693-0063 島根県出雲市大塚町650番地1 ゆめタウン出雲 東館3F

モーリーファンタジー出雲店 693-0004 島根県出雲市渡橋町１０６６イオンモール出雲店３階

万代書店 新松江店 690-0825 島根県松江市学園１－８－２１

ハッピーランド松江店 690-0876 島根県松江市黒田町下の原４２７ハッピーランド松江店  ゲームコーナー

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

ＰＡＬＯ小松島 773-0001 徳島県小松島市小松島町字領田２０番地

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

セガ 徳島 スエヒロボウル 770-0865 徳島県徳島市南末広町4-95-2

タイトーステーション フジグラン北島店 771-0204 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須174

モーリーファンタジー徳島店 770-0865 徳島市南末広町4−1イオンスタイル徳島店4階

モーリーファンタジー延岡店 882-0847 宮崎県延岡市旭町２－２－１イオン延岡店２階

スマイルステーション多々良店 882-0056 宮崎県延岡市岡富町８４３イオン多々良店内

セガ 延岡　 882-0866 宮崎県延岡市平原町5-1492-8

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２Ｆ

モーリーファンタジー宮崎店 880-8577 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１イオン宮崎店２階

モーリーファンタジー南宮崎店 880-0902 宮崎県宮崎市大淀４－７－３０イオン南宮崎店３階

モーリーファンタジー都城駅前店 885-0023 宮崎県都城市栄町４６７２－５イオン都城駅前店２階

マンガ倉庫  都城店 885-0006 宮崎県都城市吉尾町８４０

モーリーファンタジー都城店 885-0055 宮崎県都城市早鈴町１９５０番地イオンＳＣ都城店２階

モーリーファンタジー日向店 883-0064 宮崎県日向市日知屋字古田町６１－１イオン日向店２階

楽市楽座　小川店 869-0606 熊本県宇城市小川町河江１－１イオンモール宇城バリュー店サウスランド内

タイトーステーション ゆめタウン光の森店 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森7丁目33番地1ゆめタウン光の森2F

ぐるぐる倉庫 菊陽店 869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼２７９５－２

ぐるぐる倉庫  熊本店 861-4106 熊本県熊本市南区南高江7-7-68

モーリーファンタジーあらおシティモール店 864-0033 熊本県荒尾市緑ヶ丘１－１－１あらおシティモール店２階

モーリーファンタジー熊本店 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町上島字長池２２３２イオン熊本店２階

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

モーリーファンタジー八代店 866-0013 熊本県八代市沖町六番割３９８７－３イオン八代店２階

タイトーステーション ゆめタウン八代店 866-0045 熊本県八代市建馬町3-1ゆめタウン八代2F

イオン江北店  ゲームコーナーゆうゆうパーク 849-0501 佐賀県杵島郡江北町山口三本松二１２２３番地

モーリーファンタジー佐賀大和店 840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺３５３５番地イオンモール佐賀大和店２階

モーリーファンタジー佐賀店 840-2221 佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀字一本杉８７番地１ＳｕＣ佐賀店１階

モーリーファンタジー唐津店 847-0022 佐賀県唐津市鏡字立神４６７１イオン唐津店２階

マンガ倉庫  武雄店 843-0022 佐賀県武雄市武雄町武雄５７７１番地

アミューズメントカフェ プレビ 姶良店 899-5431 鹿児島県姶良市西餅田２６４－１イオンタウン姶良店内３階

モーリーファンタジー姶良店 899-5421 鹿児島県姶良市西餅田２６４－１イオン姶良店３階

楽市楽座  イオンタウン姶良店 899-5421 鹿児島県姶良市東餅田３３６  イオンタウン姶良２Ｆ  ２０９区画

ふぇすたらんど重富店 899-5652 鹿児島県姶良市平松3675-1　ﾀｲﾖｰ重富店内

楽市楽座 オプシアミスミ店 890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿２－３－５オプシアミスミ２Ｆ

中四国
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タイトーFステーション N'sCITY谷山店 891-0123 鹿児島県鹿児島市卸本町5-35ニシムタ N'sCITY谷山店2階

モーリーファンタジー鹿児島鴨池店店 890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池２－２６－３０イオン鹿児島鴨池店店２階

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アミュプラザ鹿児島6F

モーリーファンタジー鹿児島店 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町７イオンモール鹿児島店３階

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内２Ｆ

モーリーファンタジー隼人国分店 899-5117 鹿児島県霧島市隼人町見次１２２９イオン隼人国分店２階

フェスタ佐伯店 876-0047 大分県佐伯市鶴岡西町2丁目163番地 コスモタウン佐伯内

モーリーファンタジーパークプレイス大分店 870-0125 大分県大分市公園通り西２丁目－１イオンパークプレイス大分店２階

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 パークプレイス大分2F

スマイルステーション高城店 870-0154 大分県大分市高城西町２８－１イオン高城店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アミュプラザおおいた4F

セガワールド 中津 871-0021 大分県中津市沖代町1-2-16

モーリーファンタジー三光店 871-0111 大分県中津市三光佐知1032イオン三光2階

ユーズランド三光店 871-0111 大分県中津市三光佐知１０３２イオン三光ＳＣ２Ｆコズミックパーク

モーリーファンタジー日田店 877-0024 大分県日田市南元町１４－２２イオン日田店２階

タイトーFステーション ゆめタウン別府店 874-0943 大分県別府市楠町382-7　　　　　　　ゆめタウン別府店 3階　　　　　　　　　

モーリーファンタジー挾間店 879-5518 大分県由布市挾間町北方７７番地イオン挾間店２階

モーリーファンタジー壱岐店 811-5463 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触字干拓２６０４－２イオン壱岐店２階

モーリーファンタジー大塔店 857-1161 長崎県佐世保市大塔町１４－２イオン大塔店３階

モーリーファンタジー時津店 851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷７５１－５イオン時津店２階

マンガ倉庫  時津店 851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷８２３－２

モーリーファンタジー大村店 856-0836 長崎県大村市幸町２５－２００イオン大村店２階

モーリーファンタジー長崎店 850-0842 長崎県長崎市新地町３－１７イオン長崎店５階

モーリーファンタジーチトセピア店 852-8135 長崎県長崎市千歳町５番１号イオンチトセピア店３階

モーリーファンタジー東長崎店 851-0134 長崎県長崎市田中町１０２７－８イオン東長崎店２階

タイトーステーション アミュプラザ長崎店 850-0058 長崎県長崎市尾上町1-1アミュプラザ長崎4F

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

モーリーファンタジー有家店 859-2202 長崎県南島原市有家町山川１３５－１イオン有家店１階

楽市楽座　諫早店 854-0036 長崎県諫早市長野町1086-17

楽市街道  くるめ店 839-0865 福岡県久留米市新合川2-7-10久留米アミューズメントビル内

ふぇすたらんど久留米店 839-0862 福岡県久留米市野中町1411-1　サンリブ久留米店内

ピノッキースパティオ行橋店 824-0031 福岡県行橋市西宮市３丁目８－１ゆめタウン行橋２Ｆ

楽市楽座  行橋店 824-0038 福岡県行橋市西泉６－１－１コスタ行橋アミューズ棟２Ｆ

モーリーファンタジー大木店 830-0411 福岡県三潴郡大木町蛭池１２００番地ＳｕＣ大木店１階

楽市楽座  くりえいと宗像店 811-4184 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 811-4184 福岡県宗像市くりえいと1-5-1サンリブ宗像2F

楽市楽座　トリアス店 811-2502 福岡県糟屋郡久山町大字山田９９０

モーリーファンタジー福岡空港店 811-2205 福岡県糟屋郡志免町別府２－１７－２０スーパーセンタートライアル福岡空港店１階

モーリーファンタジー福岡店 811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２－１イオン福岡店２階

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

モーリーファンタジー大牟田店 836-0037 福岡県大牟田市岬町３－４イオン大牟田店２階

モーリーファンタジー大野城店 816-0935 福岡県大野城市錦町４－１－１イオン大野城店３階

モーリーファンタジー筑後店 833-0033 福岡県筑後市大字上北島字井原口１２５９－１トライアル筑後店１階

楽市楽座イオンモール筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１イオンモール筑紫野店３Ｆ

モーリーファンタジー筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１イオン筑紫野店３階

モーリーファンタジーなかま店 809-0013 福岡県中間市上蓮花寺１丁目１番１号イオンなかま店１階

セガアリーナ 中間 809-0013 福岡県中間市上蓮花寺3-1-1

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

モーリーファンタジー直方店 822-0008 福岡県直方市湯野原２丁目１番１号イオン直方店２階

モーリーファンタジー田川店 825-0002 福岡県田川市大字伊田４６１６トライアル田川店田川店１階

モーリーファンタジー飯塚店 820-0033 福岡県飯塚市大字徳前１－４トライアル飯塚店１階

タイトーステーション マリノア店 819-0001 福岡県福岡市西区小戸2-12-30マリノアシティ福岡 マリナサイド棟 2F

モーリーファンタジーマリナタウン店 819-0014 福岡県福岡市西区豊浜３－１－１０イオンマリナタウン店２階

モーリーファンタジー福岡伊都店 819-0379 福岡県福岡市西区北原１丁目２番１号イオンモール福岡伊都店３階

モーリーファンタジー笹丘店 810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘１－２８－７４イオン笹丘店Ｂ１階

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サザンクロスビル

モーリーファンタジー香椎浜店 813-0016 福岡県福岡市東区香椎浜３－１２－１イオンモール香椎浜店２階

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

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

モーリーファンタジー福津店 811-3208 福岡県福津市日蒔野６－１６－１イオン福津店２階

楽市楽座イオンモール福津店 811-3209 福岡県福津市日蒔野６丁目１６－１  イオンモール福津店３階  ３０４３Ａ

モーリーファンタジー若松店 808-0103 福岡県北九州市若松区二島１－３－１イオン若松店２階
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タイトーステーション サニーサイドモール小倉店 800-0221 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10-1

楽市楽座　砂津店 802-0014 福岡県北九州市小倉北区砂津３－１－１チャチャタウン小倉Ｂ棟３Ｆ

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リバーウォーク北九州4F 5409

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

ミスターマックス八幡西店内ゲームコーナーゆうゆうランド807-1144 福岡県北九州市八幡西区真名子２丁目４番１号

楽市楽座  イオンモール八幡東店 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ピングセンター内３Ｆ

モーリーファンタジー八幡東店 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田３丁目２－１０２イオン八幡東店３階

モーリーファンタジー具志川店 904-2235 沖縄県うるま市前原幸崎原３０３番地イオン具志川店２階

モーリーファンタジー浦添店 901-2133 沖縄県浦添市城間４－７－１浦添ショッピングセンター浦添店３階

モーリーファンタジー糸満店 901-0303 沖縄県糸満市字兼城４００番地サンプラザいとまん店糸満店１階

モーリーファンタジー北谷店 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜８－３イオン北谷店２階

クラブセガ 北谷 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

モーリーファンタジーライカム店 901-2300 沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業区画内４街区イオンライカム店４階

アミュージアム南風原 901-1102 沖縄県島尻郡南風原町宮城３７１－１  ＳＯＵＴＨＥＲＮ  ＰＬＥＸ内

モーリーファンタジー南風原店 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町字宮平２６４イオン南風原店２階

モーリーファンタジー那覇店 901-0155 沖縄県那覇市金城５－１０－２イオン那覇店３階

モーリーファンタジー名護店 905-0012 沖縄県名護市字名護見取川原４４７２イオン名護店１階

地域 店舗名 郵便番号 住所

イオン岩見沢店キッズ・パーク 068-0854 北海道岩見沢市大和4条8丁目-1 イオン岩見沢店2F

キャッツアイ新札幌店 004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東5条1丁目1-10

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２－５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 700-823 北海道旭川市緑町２３－２１６１－３  イオンモール旭川西３Ｆ

タイトーステーション イオンモール釧路昭和店 084-0902 北海道釧路市昭和中央4-18-1イオンモール釧路昭和2F

ディノスパーク札幌手稲店 006-0811 北海道札幌市手稲区前田１条１１丁目西友手稲店3Ｆ

タイトーステーション イオンモール札幌平岡店 004-0873 北海道札幌市清田区平岡3条5-3-1イオンモール札幌平岡店2F

モーリーファンタジー札幌発寒店 063-0828 北海道札幌市西区発寒８条１２丁目１－１イオン札幌発寒店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八条１２丁目１－１イオンモール札幌発寒３Ｆ

ｎａｍｃｏサッポロファクトリー店 060-0031 北海道札幌市中央区北１条東４丁目１番地１　札幌ファクトリー１条館

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二条３－１－１イオンモール札幌苗穂２Ｆ

ｎａｍｃｏアリオ札幌店 065-8518 北海道札幌市東区北七条東９丁目２番２０　アリオ札幌スパ・レジャー館２Ｆ

げーむぱーくぎゃらくしーラソラ札幌 003-0003 北海道札幌市白石区東札幌三条１丁目１－１ラソラ札幌Ａタウン２Ｆ

プラボ小樽店 047-0008 北海道小樽市築港１１番５号　ウィングベイ小樽５番街３階

カバロ帯広店 080-0831 北海道帯広市稲田町南8線西10-1イトーヨーカドー帯広店内2Fわいわいランド

宝島函館店 041-0806 北海道函館市美原1-7-1MEGAドン・キホーテ函館店2F

モーリーファンタジー上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜４－４４－１イオン上磯店１階

カバロ宮古店 027-0076 岩手県宮古市栄町３－３５キャトル宮古店内３Ｆカバロ

タイトーステーション 盛岡マッハランド店 020-0125 岩手県盛岡市上堂1-2-38マッハランド内

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

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７丁目１番１号イオンモール盛岡南１階

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

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

モーリーファンタジー富谷店 981-3329 宮城県黒川郡富谷町大清水１ー３３－１イオン富谷店１階

あそびの広場　新宝島船岡店 989-1622 宮城県柴田郡柴田町西船迫2-1-15イオン船岡店2Ｆ

プラサカプコン石巻店 986-0866 宮城県石巻市茜平4丁目104番地 イオン石巻ショッピングセンター2F

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

タイトーステーション 仙台クリスロード店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-3-25

モーリーファンタジー仙台中山店 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山１－３５－４０イオン仙台中山店３階

スーパーノバイオン仙台中山店 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山１－３５－５７  別館３階

タイトーステーション 仙台ベガロポリス店 982-0034 宮城県仙台市太白区西多賀5-24-1

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 ザ・モール仙台長町店３階  ３２０区画

ゲームランド佐沼店 987-0443 宮城県登米市南方町新島前46-1 イオンタウン佐沼ショッピングセンター内1F

ｎａｍｃｏイオンモール富谷店 981-3329 宮城県富谷市大清水１－３３－１　イオンモール富谷店２階

アミュージアム富谷店 981-3329 宮城県富谷市大清水１－３３－１イオンモール富谷別棟  １０９シネマズ富谷内

ｎａｍｃｏイオンモール名取店 981-1294 宮城県名取市杜せきのした５－３－１　イオンモール名取２Ｆ

モーリーファンタジー新名取店 981-1294 宮城県名取市杜せきのした５丁目３番地の１イオン新名取店３階

モーリーファンタジー山形北店 990-0810 山形県山形市馬見ケ崎２－１２－１９イオン山形北店２階

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２Ｆ

モーリーファンタジー東根店 999-3720 山形県東根市さくらんぼ駅前３丁目７番１５号イオン東根店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１２８－１イオンモール三川１Ｆ

モーリーファンタジー米沢店 992-0044 山形県米沢市春日２－１３－４イオン米沢店２階

ソユープレイランドソピアいとくアクロス能代店 016-0188 秋田県能代市字寺向70番地　いとくアクロス能代店内

『映画すみっコぐらし ぬいぐるみPart1』 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
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ゲームフィールド十文字店 019-0505 秋田県横手市十文字町仁井田字東22-1　スーパーモールラッキー内

ソユーゲームフィールド 御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１  イオンモール秋田２Ｆ

PRESTOユザワプラザ店 012-0845 秋田県湯沢市材木町2-1-18 ユザワプラザ2階

リスチャイルド湯沢店 012-0000 秋田県湯沢市字上荻生田162 イオンスーパーセンター湯沢店内

AN.KIN.TAN五城目店 018-1732 秋田県南秋田郡五城目町大字大川西野字田屋前138 イオンスーパーセンター五城目店内

ゲームフィールド 鷹巣店 018-3302 秋田県北秋田市栄字前綱 76　いとく鷹巣ショッピングセンター内

リスチャイルドたかのす店 018-3302 秋田県北秋田市栄字中綱３１－１イオンタウンたかのすショッピングセンター内

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 イオンスーパーセンター本荘店内

ゲームランド つがる柏店 038-3107 青森県つがる市柏稲盛幾世41 イオンモールつがる柏 本館 2F

ｎａｍｃｏエルムの街ショッピングセンター 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻５１７－１　エルムの街ＳＣ　本棟２階

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３－１０－１さくら野百貨店弘前店４Ｆ

タイトーステーション 青森ガーラモール店 038-0006 青森県青森市三好2-3-19

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　イトーヨーカドー青森店2F

タイトーステーション 青森アムゼ店 030-0845 青森県青森市緑3丁目9番地の2サンロード青森 アムゼ内

ファンタジードーム八戸店 031-0801 青森県八戸市江陽２－１４－１ラピア八戸店別棟

ソユーゲームフィールド 八戸店 031-0071 青森県八戸市沼館四丁目7番112号　八戸ピアドゥB棟2F

モーリーファンタジーいわき小名浜 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地内イオンスタイルいわき小名浜4階

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  区画３００２－１

モーリーファンタジーいわき店 970-8026 福島県いわき市平字三倉６８－１イオンいわき店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

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番イオンタウン須賀川Ｂ棟内

モーリーファンタジー白河西郷店 961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字岩下１１－１イオン白河西郷店２階

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴピボット福島店 960-8031 福島県福島市栄町１－１　パワーシティピボット内

スーパーノバ 福島店 960-8153 福島県福島市黒岩字中島７－２

モーリーファンタジー福島店 960-0112 福島県福島市南矢野目字西荒田５０番地の１７イオン福島店３階

ｎａｍｃｏイオンモールつくば店 305-0071 茨城県つくば市稲岡６６－１　イオンモールつくば店３Ｆ

ｎａｍｃｏ　ｉｉａｓつくば店 305-0817 茨城県つくば市研究学園５丁目１９番地　ｉｉａｓつくば店２Ｆ２１９０

宝島勝田店 312-0057 茨城県ひたちなか市石川町1-1MEGAドン・キホーテ勝田店2F

宝島　鹿嶋店 314-0031 茨城県鹿嶋市宮中290-1 ショッピングセンターチェリオ１F

ソユートイズニューヨーク 守谷店 302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘３丁目向原２４９－１イオンタウン守谷２Ｆ

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

アピナ下館店 308-0847 茨城県筑西市玉戸１０１２－３

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ピングセンター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

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

宝島桐生店 376-0044 群馬県桐生市永楽町5-10MEGAドン・キホーテ桐生店3F

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

タイトーFステーション 前橋リリカ店 371-0033 群馬県前橋市国領町2-14-1　　　　前橋リリカ2F

ｎａｍｃｏけやきウォーク前橋店 371-0801 群馬県前橋市文京町２－１－１　けやきウォーク前橋２Ｆ

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

スウィーツファンタジーパックン桶川店 363-8555 埼玉県桶川市桶川都市計画事業下日比谷東　特定土地区画整理事業地内42街区　1画地 ベニバナウォーク桶川　２階

スウィーツファンタジーパックン東松山店 355-0048 埼玉県東松山市あずま町4-3　ピオニウォーク東松山店2階

KIDS PLAZA さいたま新都心店 330-9559 埼玉県 さいたま市 大宮区 吉敷町4-263-1 コクーン2　3階

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大宮西口共同ビル(ダイエー内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

モーリーファンタジー与野店 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目２－９イオン与野店３階

宝島浦和原山店 336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山4-3-3MEGAドン・キホーテ浦和原山店2F

プラサカプコン羽生店 348-0035 埼玉県羽生市川崎2丁目281番地3 イオンモール羽生ショッピングセンター内2F

ｎａｍｃｏイオンレイクタウン店 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン３丁目１番地１イオンレイクタウンｍｏｒｉ３Ｆ　３１３３区画

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

ワンパクオウコク　アリオ鷲宮店 340-0212 埼玉県久喜市久本寺字谷田７－１アリオ鷲宮２Ｆ（区画番号２１５）  ワンパクオウコク

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モラージュ菖蒲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　ショッピングセンターニットーモール4F

アミュージアム鴻巣店 365-0038 埼玉県鴻巣市本町１－１－２エルミこうのす３Ｆ

アミュージアム  川口店 332-0012 埼玉県埼玉県川口市本町２－７－２５ミエルかわぐち３Ｆ

キッズプラザきゃらんど新三郷店 341-0009 埼玉県三郷市新三郷ららシティ三丁目ららぽーと新三郷2階

ラクガキ王国三郷店 341-0051 埼玉県三郷市天神2丁目22番地イトーヨーカドー 三郷店2F

ゲームパニック三郷 341-0052 埼玉県三郷市彦野2-25

キッズプラザきゃらんど上里店 369-0306 埼玉県児玉郡上里町大字七本木2272-1 ウニクス上里 2階

クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ　ブリブリ　シネマスタジオ 344-0064 埼玉県春日部市南１丁目１－１　ララガーデン春日部　３階 

アミュージアム新座店 352-0001 埼玉県新座市東北２－３２－１２イオン新座３Ｆ

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

ｎａｍｃｏ川越店 350-1122 埼玉県川越市脇田町３番地６　長谷川ビル１Ｆ

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１－７９アリオ川口店３Ｆ

ニコパ 草加舎人店 340-0032 埼玉県草加市遊馬町２－１島忠ホームズ草加舎人店１Ｆ

東北

関東



エブリデイとってき屋東京本店 340-0803 埼玉県八潮市上馬場４６０－１

キッズプラザきゃらんど富士見店 354-8560 埼玉県富士見市山室1313　ららぽーと富士見２F

宝島　蓮田店 349-0111 埼玉県蓮田市東4丁目5−13MEGAドン・キホーテ蓮田店2F

ソユーパイレーツキッズ 錦町店 335-0005 埼玉県蕨市錦町一丁目12番1号　イトーヨーカドー錦町店2F

ＧＡＭＥ　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

スウィーツファクトリーパックン長津田店 226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-7-1 アピタ長津田2階

ＧＡＭＥ　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

プラサカプコン磯子店 235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子1-2-1 マリコム磯子ショッピングセンター2F

ｎａｍｃｏトレッサ横浜店 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町７００番地　トレッサ横浜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

キッズプラザきゃらんど立場店 245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西1-1-15　イトーヨーカドー 立場店3F

ｎａｍｃｏ横浜ワールドポーターズ店 231-0001 神奈川県横浜市中区新港二丁目２番１号　横浜ワールドポーターズ５Ｆ

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 ノースポートモール６Ｆ

ドラマ港北インター店 224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町３２１－６

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ビナウォーク六番館 2F

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

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フレスポ小田原シティーモール2F

ＹＡＺ川崎店 212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉５－１９－２３ クロスガーデン川崎１Ｆ

ｎａｍｃｏラゾーナ川崎店 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１　ＬＡＺＯＮＡ川崎プラザ４階

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ビル3階　　　　　　　　　

キッズトレインなっつべりぃ 210-0807 神奈川県川崎市川崎区港町１２－１  イトーヨーカドー川崎港町店２Ｆ

プレイランド 川崎店 210-0843 神奈川県川崎市川崎区小田栄二丁目2-1　イトーヨーカドー川崎店3F

ニコパ相模原店 252-0331 神奈川県相模原市南区大野台６－１－１ニトリモール相模原３階

アドアーズ橋本店 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-3-1　SING橋本 2階

楽市楽座 藤沢店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町４－３－５  ミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンター２階

ソユーゲームフィールド 湘南店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町四丁目1番1号　湘南モールFILL2F

宝島　新浦安店 279-0012 千葉県浦安市入船1-4-1イオン新浦安店4Ｆ

プレイランド　あびこ　　　　　　　　　　 270-1166 千葉県我孫子市我孫子4-11-1

宝島四街道店 284-0043 千葉県四街道市めいわ2-1-1MEGAドン・キホーテ四街道店2F

スーパービバホーム２Ｆゲームコーナー 275-0024 千葉県習志野市茜浜１－１－２

アドアーズ新習志野店 275-0024 千葉県習志野市茜浜2-1-9

タイトーFステーション ダイエー新松戸店 270-0034 千葉県松戸市新松戸3-2-21ダイエー新松戸店4階

プラサカプコン成田店 286-0029 千葉県成田市ウイング土屋24 イオンモール成田2F

テクモピアロックダム公津の杜店 286-0048 千葉県成田市公津の杜4-5-3成田ユアエルム3F

アミュージアム稲毛店 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台１－４－２０イオン稲毛３Ｆ

ソユープレイランドソピア 幕張店 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目417-25　イトーヨーカドー幕張店2F

タイトーステーション アリオ蘇我店 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町52-7アリオ蘇我2F

ｎａｍｃｏイオンモール幕張新都心店 261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂１－１　イオンモール幕張新都心　グランドモール３階

ｎａｍｃｏイオンモール船橋店 273-0045 千葉県船橋市山手１丁目１番８号

タイトーステーション 船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町1丁目6-1

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

タイトーステーション セブンパークアリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏3F

アドアーズ柏店 277-0005 千葉県柏市柏1-3-1　柏長崎屋共同ﾋﾞﾙ 1階

タイトーステーション 柏店 277-0005 千葉県柏市柏2-3-1

ｎａｍｃｏイオンモール八千代緑が丘店 276-0049 千葉県八千代市緑ヶ丘２－１－３　イオンモール八千代緑ヶ丘４Ｆ

アミュージアム茂原 297-0029 千葉県茂原市高師１６１９－１

ＧＡＭＥ ＳＱＵＡＲＥ 茂原 297-0012 千葉県茂原市六ツ野八貫野２７８５－１ライフガーデン内ゲームコーナー

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１－４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

ｎａｍｃｏ流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店 270-0139 千葉県流山市おおたかの森南一丁目５番地の１　流山おおたかの森Ｓ・Ｃ　３Ｆ

ハロータイトー流山 270-0164 千葉県流山市流山9丁目8002号イトーヨーカドー 流山店3F

GAME サントロペ池袋 170-0013 東京都豊島区東池袋1-29　サントロペビル2階

こちら葛飾区亀有公園前派出所 こち亀ゲームぱ～く 125-0061 東京都葛飾区亀有3-49-3　アリオ亀有アリオモール3F

アドアーズ新小岩店 124-0024 東京都葛飾区新小岩1-44-4　ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾞﾙ B1～3階

宝島瑞江店 132-0011 東京都江戸川区瑞江2-1-2ドン・キホーテ　ラパーク瑞江店4F

アドアーズ南砂町SUNAMO店 136-0075 東京都江東区新砂3-4-31　南砂町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰSUNAMO 4階

アドアーズ門前仲町店 135-0047 東京都江東区富岡1-5-5  和田屋ﾋﾞﾙ 1～3階

アミュージアム豊洲店 135-8614 東京都江東区豊洲２－４－９アーバンドックららぽーと豊洲３Ｆ

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 渋谷店 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-12渋谷東映プラザ

アミュージアムモリタウン昭島店 196-0014 東京都昭島市田中町５６２－１モリタウン東館２Ｆ

アミュージアム昭島店 196-0014 東京都昭島市田中町５７３－１－２

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指田ビル

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

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１ 155-0031 東京都世田谷区北沢２－1２－1６

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

関東



Ｈｅｙ 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-5広瀬本社ビル2F

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

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

あそんじゃ王国アリオ西新井店 123-0843 東京都足立区西新井栄町１－２０－１アリオ西新井店３Ｆあそんじゃ王国

タイトーステーション 多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合1-45-1丘の上パティオ内

タイトーステーション 上野アメ横店 110-0005 東京都台東区上野4-10-17

タイトーステーション 上野御徒町店 110-0005 東京都台東区上野4-6-9

アドアーズ上野アメ横店 110-0005 東京都台東区上野4-9-14　上野K･Kﾋﾞﾙ B1～4階

タイトーステーション 浅草店 111-0032 東京都台東区浅草1-27-5ROX DOME 1F

アドアーズ浅草店 111-0032 東京都台東区浅草1-42-4　ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺｰﾄ浅草 B1～1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

ソユーザウルスワールド 大森店 143-0016 東京都大田区大森北二丁目13-1 イトーヨーカドー大森店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

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

アドベンチャーリーフ国領店 182-0022 東京都調布市国領町８－２－６４イトーヨーカドー国領店内３Ｆ

ソユープレイランドソピア 八王子店 193-0941 東京都八王子市狭間町1462-1　イトーヨーカドー八王子店3F

ドラマ 八王子高倉店 192-0033 東京都八王子市高倉町５５－４

ＮＩＣＯＰＡ高尾店 193-0834 東京都八王子市東浅川町５４９－３  イーアス高尾店２Ｆ

アドアーズ八王子店 192-0082 東京都八王子市東町11-3  ｾﾝﾁｭﾘｰｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ B1～4階

ソユープレイランドソピア 南大沢店 192-0364 東京都八王子市南大沢二丁目28-1　イトーヨーカドー南大沢店3F

東京あそびマーレ 192-0363 東京都八王子市別所２－１－２ＶＩＡ長池新館  東京あそびマーレ

アムネット 五反田店 141-0031 東京都品川区西五反田1-27-5NA五反田ビル

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

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

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

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 3階

ハローズガーデン赤羽店 115-0043 東京都北区神谷３－１２－１ダイエー赤羽北本通り店３Ｆ

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楽天地ビル地下1階

アミューズランドモナコ  立川店 190-0023 東京都立川市柴崎町３－４－１カワイヤビル

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　　　　　　　　　　　　　　

ｎａｍｃｏららぽーと立川立飛店 190-0015 東京都立川市泉町９３５番１　ららぽーと立川立飛店３Ｆ

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・シティー２Ｆ

ファンタジーランドガルー宇都宮店 321-0101 栃木県宇都宮市江曽島本町22-7 アピタ宇都宮店2階

モーリーファンタジーさくら店 329-1312 栃木県さくら市桜野１５５１ザビッグさくら店１階

テクモピアロックダムインターパーク店 321-0114 栃木県宇都宮市インターパーク６－１－１ＦＫＤショッピングモール インターパーク店２Ｆ

テクモピアパルテロン宇都宮店 321-0966 栃木県宇都宮市今泉237番地福田屋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ宇都宮店2F

タイトーステーション 宇都宮ベルモール店 321-8555 栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1

ＰＡＬＯ石橋 329-0502 栃木県下野市下古山３３６２－１

タイトーステーション イオンモール佐野新都市店 327-0821 栃木県佐野市高萩町1324-1

モーリーファンタジー小山店 323-0806 栃木県小山市中久喜１４６７－１イオン小山店２階

モーリーファンタジー真岡店 321-4306 栃木県真岡市台町２６６８ザビッグ真岡店１階

ドラマ 足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町244-1

モーリーファンタジー那須塩原店 329-3152 栃木県那須塩原市島方４５５イオンタウン那須塩原店１階

モーリーファンタジー今市店 321-2493 栃木県日光市豊田字若林７９－１イオン今市店２階

ソユーブレーメンタウン 鳴海店 458-0844 愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山3番地9　アピタ鳴海店2F

ソユープレイランドソピア 安城店 446-0072 愛知県安城市住吉町三丁目1番8号　イトーヨーカドー安城店2F

ｎａｍｃｏアピタ稲沢店 492-8275 愛知県稲沢市天池五反田町１番地　アピタ稲沢店

NICOPAウイングタウン岡崎店 444-0813 愛知県岡崎市羽根町小豆坂３番地ウイングタウン岡崎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

アミューズファクトリー常滑店 479-0882 愛知県常滑市りんくう町2-20-3イオンモール常滑2階

NAMCOLANDヒーローズキャンプ名古屋店 480-0288 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先１番地８

ｎａｍｃｏリソラ大府店 474-0053 愛知県大府市柊山町１丁目９８番地　リソラ大府ショッピングテラス２Ｆ

ユーズランド東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２イオンモール東浦２Ｆ

わいわいランド知多店 478-0065 愛知県知多市新知東町１ー１０ー１ イトーヨーカドー知多店内２Ｆわいわいランド

ｎａｍｃｏイオンモール長久手店 480-1100 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内５、１０、１１街区イオンモール長久手３Ｆ

アミュージアム　津島店 496-0027 愛知県津島市大字津島字北新開３５１番地  ヨシヅヤ津島本店シネマ館  ２Ｆ

ファミリーランドドリーム 441-3421 愛知県田原市田原町南新地76-1

ファミリーファーム 赤池店 470-0126 愛知県日進市赤池町箕ノ手１番プライムツリー赤池3F

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

ｎａｍｃｏららぽーと名古屋みなとアクルス店 455-8501 愛知県名古屋市港区港明２丁目３番２号　ららぽーと名古屋みなとアクルス店３Ｆ

モーリーファンタジーワンダーシティ店 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町４０イオンワンダーシティ店３階

NICOPA千種店 464-0858 愛知県名古屋市千種区千種２丁目１６番１３号イオン千種２Ｆ

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

北陸東海
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ｎａｍｃｏイオンモール熱田店 456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野１－２－１１　イオンモール熱田４Ｆ

NICOPAなるぱーく店 458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里３丁目２３２なるぱーく１Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール大高店 459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目４５０　イオンモール大高３Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール各務原店 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町３－８　イオンモール各務原店２Ｆ

モーリーファンタジー各務原店 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町３－８イオンモール各務原店３階

ｎａｍｃｏカラフルタウン岐阜店 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野三丁目３番６　カラフルタウン岐阜内

イオンタウン大垣店 503-0808 岐阜県大垣市三塚町丹瀬４６３－１  イオンタウン大垣ＥＡＳＴ棟１Ｆカラフルパーク

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飯喰１５０５－１イオンモール甲府昭和２０１１

アミュージアム南アルプス店 400-0306 山梨県南アルプス市小笠原１４２３－１  スーパーセンタートライアル南アルプス店１Ｆ

アミュージアム河口湖店 401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津２９８６  河口湖ショッピングセンターベル ３Ｆ

タイトーFステーション イオン燕三条店 959-1232 新潟県燕市井土巻3-150イオン県央店 アメニティ棟1F

アピナ上越インター店 942-0063 新潟県上越市下門前1661

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

DeKKY401ファミリーパーク 950-0973 新潟県新潟市中央区上近江4-12-20 Dekky401　2F

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５－１１－５  イオンモール新発田２Ｆ

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴＢｉＶｉ沼津店 410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-5

エーツー南瀬名店 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町２－５

ソユー竜宮タウン 静岡店 422-8042 静岡県静岡市駿河区石田１－５－１ アピタ静岡ＳＣ２Ｆ

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴフレスポ静岡 424-0067 静岡県静岡市清水区鳥坂８６０

アミュージアム  清水店 424-0942 静岡県静岡市清水区入船町１３－１５  エスパルスドリームプラザ３Ｆ

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

プラサカプコンパルパル店 431-1209 静岡県浜松市西区舘山寺町1891 浜名湖パルパル内ゲームコーナー

プラサカプコン志都呂店 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂二丁目37番1号　イオンモール浜松志都呂3階

宝島浜松店 432-8052 静岡県浜松市南区東若林町11-1MEGAドン・キホーテ浜松可美店2F

タイトーFステーション プレ葉ウォーク浜北店 434-0038 静岡県浜松市浜北区貴布祢1200番地

ゲームパラダイス 920-0849 石川県金沢市堀川新町５－１アミューズメントスクエア３Ｆ

アミュージアム小松店 923-0801 石川県小松市園町ハ２３－１番地アル・プラザ小松２Ｆ

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

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

アピナ塩尻店 399-0702 長野県塩尻市広丘野村1794-1

イオンモール佐久平ゲームコーナー 385-0029 長野県佐久市佐久平駅南１１－１０　イオンモール佐久平２Ｆ

タイトーステーション イトーヨーカドー南松本店 390-0834 長野県松本市高宮中1-20イトーヨーカドー南松本店3F

楽市楽座  イオンモール松本店 390-8560 長野県松本市中央４丁目９番５１号  イオンモール松本  風庭２階

ｎａｍｃｏアリオ上田店 386-0025 長野県上田市天神３－５－１　アリオ上田１Ｆ　店番１－２１

ソユーゲームフィールド 長野三輪店 380-0803 長野県長野市三輪九丁目43番24号　イオンタウン長野三輪2F

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ビル  １Ｆ

アピタ飯田店ゲームコーナー 395-0804 長野県飯田市鼎名古熊２４６１　アピタ飯田店

東京レジャーランドお台場店 135-0091 富山県港区台場１－７－１メディアージュ４Ｆ

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

タイトーステーション ファボーレ婦中店 939-2716 富山県富山市婦中町下轡田165-1フューチャーシティ ファボーレ2F

福井レジャーランド板垣店 918-8112 福井県福井市下馬３丁目１０１

Ｌｅｔ’’ｓ Ｗａｋｕ２ ベル店 918-8015 福井県福井市花堂南２－１６－１

プラサカプコン京都店 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町25-1 イオンモール京都五条3F

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  京都松竹座ビル

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴＢｉｖｉ京都二条店 604-8415 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町１０７番地

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イオンモール京都桂川店３階 ３０５１区画

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イオンモール京都桂川店３階 ３０５１区画

ｎａｍｃｏイオンモールＫＹＯＴＯ店 601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地　イオンモールＫＹＯＴＯ１４０６０

NICOPA八幡店 614-8043 京都府八幡市八幡一ノ坪23-1イズミヤ八幡店1F

ナムコランドらぽーる店 625-0057 京都府舞鶴市南浜町２７－５　らぽーる３Ｆ

アミュージアム木津川店 619-0216 京都府木津川市州見台１丁目１番地１－１  ガーデンモール２Ｆ

楽市楽座 イオンモール東員店 511-0255 三重県員弁郡東員町大字長深字築田５１０－１  イオンモール東員店３階３００８区画

お宝市番館  三重本店 511-0947 三重県桑名市大仲新田３８３

ＮＩＣＯＰＡ四日市北店 510-8016 三重県四日市市富州原町2-40イオン四日市北店2F

津イオン店 514-0003 三重県津市桜橋３－４４６イオン津店２Ｆにこぱ

ｎａｍｃｏイオンモール鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２　イオンモール鈴鹿２Ｆ

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

ゲームフィールド 守山店 524-0101 滋賀県守山市今浜町２６２０－５ピエリ守山１Ｆ

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SC 3階

アミパラ  草津店 525-0051 滋賀県草津市木川町７２

滋賀レジャーランド大津店 520-0801 滋賀県大津市におの浜３－１－４３イオンスクエアアヤハプラザ内

ｎａｍｃｏビバシティ彦根店 522-0044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町４３－１　ビバシティ彦根２Ｆ

レインボーランド泉北店 599-8276 大阪府堺市中区小阪270 イズミヤ泉北店2階　

ＮＩＣＯＰＡ千里丘店 565-0823 大阪府吹田市山田南1番1号 イズミヤ千里丘店2階　

レインボーランド若江岩田店 578-0946 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目10番52号 イズミヤ若江岩田店4階

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

北陸東海

近畿



宝島岸和田店 596-0006 大阪府岸和田市春木若松町21-1ラパーク岸和田店2F

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３Ｆ３３１９

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ鳳店 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町３－１９９－１２　アリオ鳳アリオモール３Ｆ３２８０

ＮＩＣＯＰＡアクロスモール泉北店 590-0132 大阪府堺市南区原山台５－９－８アクロスモール泉北１Ｆ

宝島泉ヶ丘店 590-0111 大阪府堺市南区三原台1-1-3ジョイパーク泉ヶ丘1F

楽市楽座イオンモール四条畷店（１７７） 575-0001 大阪府四條畷市砂四丁目３番２号イオンモール四条畷店３階３０２８

ｎａｍｃｏイオンモール大日店 570-0016 大阪府守口市大日東町１－１８　イオンモール大日４Ｆ

エンターテイメントフィールド ららぽーとEXPOCITY店 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園２－１ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ３００６０  ３Ｆ

タイトーFステーション りんくうシークル店 598-0047 大阪府泉佐野市りんくう往来南3番地りんくうプレジャータウン シークル内

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

NICOPA和泉府中店 595-0021 大阪府泉大津市東豊中町１－５－１０カナートモール和泉府中２Ｆ

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３－１２  イオンりんくう泉南ＳＣ２Ｆ

ATCあそびマーレ 559-0034 大阪府大阪市住之江区南港２－１－１０ ＩＴＭ棟５階

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番１ イオンモール大阪ドームシティ内４０１－１区画

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

ＶＲ　ＺＯＮＥ　ＯＳＡＫＡ 530-0017 大阪府大阪市北区角田町５－１５　ＨＥＰ　ＦＩＶＥ　８・９Ｆ

ｎａｍｃｏ梅田店 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町３番３号　ＯＳビル２Ｆ

アミュージアム  茶屋町店 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町１５－３４

タイトーステーション 梅三小路店 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目2-136　　大阪ステーションシティ　　　　　　　　　

ｎａｍｃｏなんばパークス店 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目１０番７０号　なんばパークス６Ｆ

レインボーランド長岡店 617-0826 大阪府長岡京市開田4-7-1イズミヤ長岡店2階

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イトーヨーカドーアリオ八尾3F

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

ｎａｍｃｏくずはモール店 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町１０―８５　ＫＵＺＵＨＡＭＡＬＬ南館２Ｆ

キッズプラザきゃらんど和泉店 594-1157 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7　ららぽーと和泉　2階

レインボーランド広陵店 635-0825 奈良県北葛城郡広陵町大字安部450番地1 イズミヤ広陵店内　

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７－２０－１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

ハローズガーデン大和郡山店 639-1028 奈良県大和郡山市田中町字宮西517 アピタ大和郡山店2F

レインボーランド昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻1丁目1番地 イズミヤ昆陽店3階　

モーリーファンタジー伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻４－１－１イオン伊丹昆陽店３階

テクモピア伊丹店 664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1イオンモール伊丹3F

タイトーFステーション イオン加古川店 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家615-1イオン加古川店3F

プラザパル  三田店 669-1321 兵庫県三田市けやき台１－６－２イオン三田ウッディータウン３Ｆ

ハローズガーデン新三田店 669-1321 兵庫県三田市けやき台１－６－４イオン三田ウッディタウン２番街

ゲームコーナーバディ店 651-2405 兵庫県神戸市西区岩岡町野中字福吉556ヒラキ（株）内４階

レインボーランド神戸玉津店 651-2132 兵庫県神戸市西区森友３－７－３イズミヤ神戸玉津店２Ｆ

レインボーランド西神戸店 651-2412 兵庫県神戸市西区竜が岡１－２１－１イズミヤ西神戸店２Ｆ

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ビル西館3階

タイトーFステーション ＨＡＴ神戸店 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-2ブルメールHAT神戸2F

楽市楽座  イオンモール神戸北店 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台８－１－１  イオンモール神戸北３階

モーリーファンタジー西宮店 663-8014 兵庫県西宮市林田町２－２４イオン西宮店２階

タイトーステーション 尼崎つかしん店 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1SCつかしん内東町北館3階

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

ｎａｍｃｏイオンモール姫路リバーシティー 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江２５６０番地　イオンモール姫路リバーシティ２Ｆ

きゃらんどスーパーシティ明石店 674-0095 兵庫県明石市二見町西二見駅前1-18 イトーヨーカドー明石店3F

レインボーランド和泉中央店 594-0041 兵庫県和泉市いぶき野５－１－１１イズミヤ和泉中央店３Ｆ

NICOPA和歌山店 640-8325 和歌山県和歌山市新生町7-20イズミヤ和歌山店２Ｆ

レインボーランド紀伊川辺店 649-6312 和歌山県和歌山市川辺２２０イズミヤ紀伊川辺店内

ソユーファレストハンター 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

ｎａｍｃｏフジグラン松山店 790-0065 愛媛県松山市宮西１－２－１　フジグラン松山店４Ｆ

ＳＨＯＣＫＥＲ 790-0012 愛媛県松山市湊町４－９－８

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

ゲームアイビス岡山店 703-8233 岡山県岡山市中区高屋３０８－１

プレイランド高梁店 716-0061 岡山県高梁市落合町阿部１７００ゆめタウン高梁２Ｆゲームコーナー

キッズプラザきゃらんど倉敷店 710-0813 岡山県倉敷市寿町12-2 アリオ倉敷2F

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

アミパラ  倉敷店 710-0833 岡山県倉敷市西中新田６２４－１アミパラボウル１Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール広島府中店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須２－１－１　イオンモール広島府中３Ｆ

タイトーステーション フジグラン緑井店 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井1-5-2フジグラン緑井3F

タイトーステーション 広島紙屋町店 730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-2-21

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

アミパラ　フォレオ広島東店 732-0033 広島県広島市東区温品１丁目３－２フォレオ広島東１Ｆ

ｎａｍｃｏゆめタウン廿日市店 738-0023 広島県廿日市市下平良二丁目２番１号３Ｆ

タイトーステーション フジグラン神辺店 720-2107 広島県福山市神辺町大字新道上字2-10-26 フジグラン神辺店 3F

ピノッキースパティオ福山店 720-0801 広島県福山市入船町３丁目１－６０ゆめタウン福山２Ｆ

近畿

中四国



お宝市番館瀬戸大橋店 769-0213 香川県綾歌郡宇多津町大字東分２９５－１

ソユーゲームフィールド 高松店 761-8012 香川県高松市香西本町１－１イオンモール高松２Ｆ

ゆめタウン高松店 761-8072 香川県高松市三条町中所６０８－１　ゆめタウン高松店２Ｆゆめランド

アミュージアム  高松店 761-8071 香川県高松市伏石町111-1

プラサカプコン高知店 780-0026 高知県高知市秦南町1丁目4番8号 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

ｎａｍｃｏフジグラン宇部店 755-0008 山口県宇部市明神町三丁目１番１号　フジグラン宇部店２Ｆ

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

ピノッキースパティオ 山口店 753-0251 山口県山口市大内千坊六丁目９－１ ゆめタウン山口店２Ｆ

ｎａｍｃｏおのだサンパーク店 756-0806 山口県山陽小野田市中川６丁目４番１号　おのだサンパークショッピングセンタ２Ｆ

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７－１イオンタウン防府 １Ｆ

you me CIRCUS(出雲店) 693-0063 島根県出雲市大塚町650番地1 ゆめタウン出雲 東館3F

タイトーステーション フジグラン北島店 771-0204 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須174

ｎａｍｃｏゆめタウン徳島店 771-1202 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須８８番地の１　ゆめタウン徳島２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２Ｆ

楽市楽座イオンモール都城駅前店 885-0023 宮崎県都城市栄町４６７２番５イオンモール都城駅前店２Ｆ

マンガ倉庫  都城店 885-0006 宮崎県都城市吉尾町８４０

楽市楽座　小川店 869-0606 熊本県宇城市小川町河江１－１イオンモール宇城バリュー店サウスランド内

パスカワールド宇土店 869-0400 熊本県宇土市善導寺町綾織９５番地  宇土シティプラザ内

タイトーステーション ゆめタウン光の森店 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森7丁目33番地1ゆめタウン光の森2F

ｎａｍｃｏゆめタウン光の森店 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目３９番１　ゆめタウン光の森南館３Ｆ

楽市楽座イオン錦店 868-0303 熊本県球磨郡錦町西字打越７１５－１イオン錦店内

ｎａｍｃｏＷＣ南熊本店 862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺６丁目９番１

ｎａｍｃｏサクラマチクマモト店 860-0805 熊本県熊本市中央区桜町３－１０　サクラマチクマモト３Ｆ

パスカランド長嶺店 861-8037 熊本県熊本市東区長嶺西１丁目５番１号

パスカランドはません店 862-0965 熊本県熊本市南区田井島１－２－１ゆめタウンはません店３Ｆ

パスカワールドグリーンランド店 864-0012 熊本県荒尾市本井手字大谷1574-54

タイトーステーション ゆめタウン八代店 866-0045 熊本県八代市建馬町3-1ゆめタウン八代2F

ｎａｍｃｏゆめタウン佐賀店 849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北５－１４－１　ゆめタウン佐賀店２Ｆ

マンガ倉庫  武雄店 843-0022 佐賀県武雄市武雄町武雄５７７１番地

楽市楽座  イオンタウン姶良店 899-5421 鹿児島県姶良市東餅田３３６  イオンタウン姶良２Ｆ  ２０９区画

楽市楽座 オプシアミスミ店 890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿２－３－５オプシアミスミ２Ｆ

タイトーFステーション N'sCITY谷山店 891-0123 鹿児島県鹿児島市卸本町5-35ニシムタ N'sCITY谷山店2階

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アミュプラザ鹿児島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内２Ｆ

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 パークプレイス大分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アミュプラザおおいた4F

モーリーファンタジー日田店 877-0024 大分県日田市南元町１４－２２イオン日田店２階

ｎａｍｃｏ杉乃井ホテル店 874-0822 大分県別府市観海寺１　スギノイパレス１Ｆ

マンガ倉庫  時津店 851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷８２３－２

ｎａｍｃｏゆめタウン夢彩都店 850-0035 長崎県長崎市元船町１０－１　夢彩都４Ｆ

楽市楽座　諫早店 854-0036 長崎県諫早市長野町1086-17

プラボ久留米店 839-0865 福岡県久留米市新合川１丁目２番１号　ゆめタウン久留米２階

楽市街道  くるめ店 839-0865 福岡県久留米市新合川2-7-10久留米アミューズメントビル内

ピノッキースパティオ行橋店 824-0031 福岡県行橋市西宮市３丁目８－１ゆめタウン行橋２Ｆ

楽市楽座  行橋店 824-0038 福岡県行橋市西泉６－１－１コスタ行橋アミューズ棟２Ｆ

楽市楽座  くりえいと宗像店 811-4184 福岡県宗像市くりえいと1-4-4

ピノキオランド宇美店 811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美4-8-1ライフプラザユービオス3F  ピノキオランド

楽市楽座　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

楽市楽座イオンモール筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１イオンモール筑紫野店３Ｆ

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

ゆめタウン八女店 834-0064 福岡県八女市大字蒲原９８８－２８

タイトーステーション マリノア店 819-0001 福岡県福岡市西区小戸2-12-30マリノアシティ福岡 マリナサイド棟 2F

ｎａｍｃｏゆめタウン博多店 812-0055 福岡県福岡市東区東浜１－１－１　ゆめタウン博多店

ジーカム和白店 811-0202 福岡県福岡市東区和白3-27-69

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

ハムリーズキャナルシティ博多店 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉１丁目２－２２　キャナルシティ博多　ＯＰＡ内サウスビルＢ１Ｆ

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　博多バスターミナル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ヨドバシカメラ4F

楽市楽座イオンモール福津店 811-3209 福岡県福津市日蒔野６丁目１６－１  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リバーウォーク北九州4F 5409

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

楽市楽座  イオンモール八幡東店 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ピングセンター内３Ｆ

ｎａｍｃｏサンエー浦添西海岸パルコシティ店 901-2123 沖縄県浦添市西洲三丁目１番１　サンエー浦添西海岸パルコシティ３Ｆ

中四国

九州

沖縄



アミュージアム南風原 901-1102 沖縄県島尻郡南風原町宮城３７１－１  ＳＯＵＴＨＥＲＮ  ＰＬＥＸ内

ｎａｍｃｏ那覇メインプレイス店 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち４丁目４番地９号　サンエー那覇メインプレイス内２Ｆ

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２－５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２３－２１６１－３  イオンモール旭川西３Ｆ

モーリーファンタジー旭川西店 070-0823 北海道旭川市緑町２３－２１６１－３イオン旭川西店２階

ＰＡＬＯ釧路 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木１－１－７

タイトーステーション イオンモール釧路昭和店 084-0902 北海道釧路市昭和中央4-18-1イオンモール釧路昭和2F

モーリーファンタジー釧路昭和店 084-0910 北海道釧路市昭和中央４－１８－１イオン釧路昭和店２階

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

キャッツアイ新札幌店 004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東五条１丁目１－１０

タイトーステーション イオンモール札幌平岡店 004-0873 北海道札幌市清田区平岡3条5-3-1イオンモール札幌平岡店2F

モーリーファンタジー札幌平岡店 004-0873 北海道札幌市清田区平岡３条５丁目３－１イオン札幌平岡店２階

モーリーファンタジー札幌発寒店 063-0828 北海道札幌市西区発寒８条１２丁目１－１イオン札幌発寒店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八条１２丁目１－１イオンモール札幌発寒３Ｆ

タイトーステーション 札幌狸小路2丁目店 060-0063 北海道札幌市中央区南三条西2-14

ｎａｍｃｏサッポロファクトリー店 060-0031 北海道札幌市中央区北１条東４丁目１番地１　札幌ファクトリー１条館

モーリーファンタジー札幌桑園店 060-0008 北海道札幌市中央区北８条西１４丁目２８番地イオン札幌桑園店２階

モーリーファンタジー札幌苗穂店 007-0802 北海道札幌市東区東苗穂２条３丁目１番１号イオン札幌苗穂店２階

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二条３－１－１イオンモール札幌苗穂２Ｆ

モーリーファンタジー札幌元町店 065-0031 北海道札幌市東区北３１条東１５丁目１－１イオン札幌元町店３階

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

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

ＰＡＬＯ苫小牧 053-0814 北海道苫小牧市糸井１３５－１トライアルＧ棟

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

モーリーファンタジー湯川店 042-0932 北海道函館市湯川町３－１４－５イオン湯川店１・２階

宝島函館店 041-0806 北海道函館市美原1-7-1MEGAドン・キホーテ函館店2F

モーリーファンタジー中標津店 086-1146 北海道標津郡中標津町南町３番地１０東武サウスヒルズ中標津店１階

モーリーファンタジー上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜４－４４－１イオン上磯店１階

モーリーファンタジー名寄店 096-0071 北海道名寄市字徳田８０番地１イオンＳＣ名寄店２階

ＰＡＬＯ網走 093-0033 北海道網走市駒場北５丁目８３番地

モーリーファンタジースーパーセンター一関店 029-0131 岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬１１番１ＳｕＣスーパーセンター一関店１階

モーリーファンタジー一関店 021-0055 岩手県一関市山目字泥田８９－１イオン一関店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

ソユーファミリーゲームフィールド 花巻店 025-0016 岩手県花巻市高木第16地割68番地6 銀河モール花巻内

ソユーゲームフィールド 釜石店 026-0011 岩手県釜石市港町２－１－１イオンタウン釜石内３階

ＰＡＬＯ久慈 028-0041 岩手県久慈市長内町第３０地割３２－２

タイトーステーション 盛岡マッハランド店 020-0125 岩手県盛岡市上堂1-2-38マッハランド内

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

モーリーファンタジー盛岡店 020-0148 岩手県盛岡市前潟４－７－１イオン盛岡店２階

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

モーリーファンタジーイオン盛岡南店 020-0866 岩手県盛岡市本宮７－１－１イオンイオン盛岡南店３階

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７丁目１番１号イオンモール盛岡南１階

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２－２－１さくら野百貨店北上店４Ｆ

Ｇ３ポロス イオンタウン 北上店 024-0023 岩手県北上市里分４地割２０－１

モーリーファンタジー涌谷店 987-0121 宮城県遠田郡涌谷町字洞ヶ崎５番地ＳｕＣ涌谷店１階

モーリーファンタジー塩釜店 985-0002 宮城県塩釜市海岸通１５番１００号イオンタウン塩釜店２階

モーリーファンタジー気仙沼店 988-0101 宮城県気仙沼市赤岩舘下６－１外イオン気仙沼店２階

モーリーファンタジー利府店 981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前２２イオン利府店２階

モーリーファンタジー富谷店 981-3329 宮城県黒川郡富谷町大清水１ー３３－１イオン富谷店１階

ユーズランド大河原店 989-1267 宮城県柴田郡大河原町字小島２－１  フォルテ２Ｆファンタジーワールドサザンクロス

モーリーファンタジー石巻店 986-0866 宮城県石巻市茜平４－１０４番地イオン石巻店２階

プラサカプコン石巻店 986-0866 宮城県石巻市茜平4丁目104番地 イオン石巻ショッピングセンター2F

セガワールド 石巻 986-0853 宮城県石巻市大街道東4-1-45

モーリーファンタジー石巻東店 986-2103 宮城県石巻市流留字七勺１番１ＳｕＣ石巻東店１階

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

モーリーファンタジー仙台卸町 984-0015 宮城県仙台市若林区卸町1-1イオンスタイル仙台卸町3階

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

タイトーステーション 仙台クリスロード店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-3-25

セガ 仙台 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-5-5三経60ビル

モーリーファンタジー仙台中山店 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山１－３５－４０イオン仙台中山店３階

『映画すみっコぐらし ボールチェーン付きぬいぐるみ』 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

沖縄



タイトーステーション 仙台ベガロポリス店 982-0034 宮城県仙台市太白区西多賀5-24-1

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 ザ・モール仙台長町店３階  ３２０区画

モーリーファンタジー多賀城店 985-0845 宮城県多賀城市町前４－１－１イオン多賀城店３階

モーリーファンタジー古川店 989-6117 宮城県大崎市古川旭二丁目２－１イオン古川店２階

ゲームランド佐沼店 987-0443 宮城県登米市南方町新島前46-1 イオンタウン佐沼ショッピングセンター内1F

アミュージアム富谷店 981-3329 宮城県富谷市大清水１－３３－１イオンモール富谷別棟  １０９シネマズ富谷内

ｎａｍｃｏイオンモール名取店 981-1294 宮城県名取市杜せきのした５－３－１　イオンモール名取２Ｆ

モーリーファンタジー新名取店 981-1294 宮城県名取市杜せきのした５丁目３番地の１イオン新名取店３階

モーリーファンタジー山形南店 990-2453 山形県山形市若宮３－７－８イオン山形南店２階

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２Ｆ

モーリーファンタジー天童店 994-0067 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内３４街区イオン天童店２階

モーリーファンタジー東根店 999-3720 山形県東根市さくらんぼ駅前３丁目７番１５号イオン東根店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１２８－１イオンモール三川１Ｆ

モーリーファンタジー三川店 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫１２８－１イオン三川店２階

モーリーファンタジー米沢店 992-0044 山形県米沢市春日２－１３－４イオン米沢店２階

ソユープレイランドソピアいとくアクロス能代店 016-0188 秋田県能代市字寺向70番地　いとくアクロス能代店内

ゲームフィールド十文字店 019-0505 秋田県横手市十文字町仁井田字東22-1　スーパーモールラッキー内

モーリーファンタジー横手店 013-0043 秋田県横手市安田字向田１４７イオン横手店２階

ソユーゲームフィールド 御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１  イオンモール秋田２Ｆ

モーリーファンタジー秋田中央店 010-0029 秋田県秋田市楢山川口境５－１１イオン秋田中央店３階

モーリーファンタジー大館店 017-0041 秋田県大館市大田面２３８ＳｕＣ大館店１階

モーリーファンタジー大曲店 014-0033 秋田県大仙市和合字坪立１７７番地イオン大曲店２階

ゲームフィールド 鷹巣店 018-3302 秋田県北秋田市栄字前綱 76　いとく鷹巣ショッピングセンター内

モーリーファンタジーつがる柏店 038-3107 青森県つがる市柏稲盛幾世４１イオンつがる柏店１階

ハロータイトーむつ 035-0071 青森県むつ市小川町2-4-8前田百貨店内 4F

ＰＡＬＯむつ 035-0073 青森県むつ市中央２丁目７番８号

ｎａｍｃｏエルムの街ショッピングセンター 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻５１７－１　エルムの街ＳＣ　本棟２階

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３－１０－１さくら野百貨店弘前店４Ｆ

セガ 弘前 036-8085 青森県弘前市大字末広1-3-3

モーリーファンタジー十和田店 034-0041 青森県十和田市大字相坂字六日町山１６６番１ＳｕＣ十和田店１階

モーリーファンタジー下田店 039-2112 青森県上北郡おいらせ町中野平４０－１イオン下田店２階

ハロータイトーイオン七戸十和田駅前 039-2501 青森県上北郡七戸町字荒熊内67番地990イオン七戸十和田駅前店内

タイトーステーション 青森ガーラモール店 038-0006 青森県青森市三好2-3-19

青森メトロポリス 038-0006 青森県青森市石江三好1-15-8

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　イトーヨーカドー青森店2F

タイトーステーション 青森アムゼ店 030-0845 青森県青森市緑3丁目9番地の2サンロード青森 アムゼ内

モーリーファンタジー藤崎店 038-3803 青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田１－７－１イオン藤崎店２階

ファンタジードーム八戸店 031-0801 青森県八戸市江陽２－１４－１ラピア八戸店別棟

タイトーFステーション 八戸店 031-0032 青森県八戸市三日町27

ソユーゲームフィールド 八戸店 031-0071 青森県八戸市沼館四丁目7番112号　八戸ピアドゥB棟2F

セガ八戸 031-0072 青森県八戸市城下4-25-14

モーリーファンタジー八戸田向店 031-0011 青森県八戸市大字田向字毘沙門平２７－１イオン八戸田向店１階

モーリーファンタジーいわき小名浜 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地内イオンスタイルいわき小名浜4階

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  区画３００２－１

セガ 小名浜 971-8122 福島県いわき市小名浜林城字塚前18-1

モーリーファンタジーいわき店 970-8026 福島県いわき市平字三倉６８－１イオンいわき店３階

セガ 勿来 979-0145 福島県いわき市勿来町四沢字鍵田13

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

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番イオンタウン須賀川Ｂ棟内

モーリーファンタジー白河西郷店 961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字岩下１１－１イオン白河西郷店２階

モーリーファンタジー相馬店 976-0036 福島県相馬市馬場野字雨田５１イオン相馬店２階

セガワールド 白河 961-0853 福島県白河市新高山1-1メガステージ白河内

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴピボット福島店 960-8031 福島県福島市栄町１－１　パワーシティピボット内

モーリーファンタジー福島店 960-0112 福島県福島市南矢野目字西荒田５０番地の１７イオン福島店３階

セガワールド 福島 960-0103 福島県福島市本内字中井1-2

ｎａｍｃｏ　ｉｉａｓつくば店 305-0817 茨城県つくば市研究学園５丁目１９番地　ｉｉａｓつくば店２Ｆ２１９０

JAM  JAMつくば店 305-0032 茨城県つくば市竹園1-9-2ディズタウンつくばB1F

宝島勝田店 312-0057 茨城県ひたちなか市石川町1-1MEGAドン・キホーテ勝田店2F

ＰｌａｙＬａｎｄ ５４ｓｔｒｅｅｔ 境町店 306-0400 茨城県猿島郡境町１２２番地Ｔ－ＰＬＡＣＥ２Ｆ

モーリーファンタジー下妻店 304-0033 茨城県下妻市堀籠９７２－１イオン下妻店２階

モーリーファンタジー古河店 306-0012 茨城県古河市旭町１－２－１７イオン古河店２階

宝島　鹿嶋店 314-0031 茨城県鹿嶋市宮中290-1 ショッピングセンターチェリオ１F

ソユートイズニューヨーク 守谷店 302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘３丁目向原２４９－１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コムボックス310

セガ 水戸南 310-0851 茨城県水戸市千波町2017-1フェドラP&D水戸１F

東北

関東



モーリーファンタジー水戸内原店 319-0317 茨城県水戸市内原２丁目１番地イオン水戸内原店３階

セガ 石岡 315-0031 茨城県石岡市東大橋中峯1976-1

アピナ下館店 308-0847 茨城県筑西市玉戸１０１２－３

モーリーファンタジー土浦店 300-0811 茨城県土浦市上高津３６７番イオン土浦店３階

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ピングセンター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

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

モーリーファンタジー高崎店 370-3521 群馬県高崎市棟高町１４００番地イオン高崎店３階

タイトーFステーション 前橋リリカ店 371-0033 群馬県前橋市国領町2-14-1　　　　前橋リリカ2F

モーリーファンタジーガーデン前橋店 379-2121 群馬県前橋市小屋原町４７２－１ガーデン前橋ガーデン前橋店１階

ｎａｍｃｏけやきウォーク前橋店 371-0801 群馬県前橋市文京町２－１－１　けやきウォーク前橋２Ｆ

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

モーリーファンタジー太田店 373-0808 群馬県太田市石原町８１番地イオン太田店２階

アピナ太田店 373-0813 群馬県太田市内ケ島町９０７－１

スウィーツファンタジーパックン東松山店 355-0048 埼玉県東松山市あずま町4-3　ピオニウォーク東松山店2階

KIDS PLAZA さいたま新都心店 330-9559 埼玉県 さいたま市 大宮区 吉敷町4-263-1 コクーン2　3階

プレイランド イオン北浦和店　　　　　　 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤10-20-29　　　　　　　　　　イオン北浦和店3階

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

キャラポート さいたま新都心店 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーン新都心西館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大宮西口共同ビル(ダイエー内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イオン与野ショッピングセンター3F

モーリーファンタジー与野店 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目２－９イオン与野店３階

モーリーファンタジー大宮店 331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－５７４－１イオン大宮店３階

モーリーファンタジー浦和美園店 336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門３７１０イオン浦和美園店３階

モーリーファンタジー大井店 356-0050 埼玉県ふじみ野市ふじみ野１－２－１イオン大井店３階

プラサカプコン羽生店 348-0035 埼玉県羽生市川崎2丁目281番地3 イオンモール羽生ショッピングセンター内2F

モーリーファンタジー羽生店 348-0039 埼玉県羽生市川崎２丁目２８１番地３イオン羽生店３階

モーリーファンタジーレイクタウン店 343-0826 埼玉県越谷市レイクタウン３丁目１番地１イオンレイクタウン ｍｏｒｉレイクタウン店３階

ｎａｍｃｏイオンレイクタウン店 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン３丁目１番地１イオンレイクタウンｍｏｒｉ３Ｆ　３１３３区画

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モラージュ菖蒲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　ショッピングセンターニットーモール4F

モーリーファンタジー北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東１－３－１イオン北戸田店２階

アミュージアム  川口店 332-0012 埼玉県埼玉県川口市本町２－７－２５ミエルかわぐち３Ｆ

キッズプラザきゃらんど新三郷店 341-0009 埼玉県三郷市新三郷ららシティ三丁目ららぽーと新三郷2階

キッズランド マルイファミリー志木店 353-0004 埼玉県志木市本町5-26-1マルイファミリー志木店 7階

モーリーファンタジー上里店 369-0301 埼玉県児玉郡上里町大字金久保字蓮山３５９番１イオンタウン上里店２階

キッズプラザきゃらんど上里店 369-0306 埼玉県児玉郡上里町大字七本木2272-1 ウニクス上里 2階

モーリーファンタジー春日部店 344-0122 埼玉県春日部市下柳４２０－１イオン春日部店３階

クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ　ブリブリ　シネマスタジオ 344-0064 埼玉県春日部市南１丁目１－１　ララガーデン春日部　３階 

タイトーステーション 所沢店 359-1123 埼玉県所沢市日吉町3番7号

セガ 所沢 359-1123 埼玉県所沢市日吉町8-1

アミュージアム新座店 352-0001 埼玉県新座市東北２－３２－１２イオン新座３Ｆ

セガ 花園 369-1245 埼玉県深谷市荒川359

ゲームシテイ川口店 332-0017 埼玉県川口市栄町１－１０－５

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

モーリーファンタジー川口前川店 333-0842 埼玉県川口市前川１丁目１番１１号イオン川口前川店３階

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１－７９アリオ川口店３Ｆ

モーリーファンタジー入間店 358-0013 埼玉県入間市上藤沢４６２－１イオン入間店２階

セガ 入間 358-0012 埼玉県入間市東藤沢2-18

エブリデイとってき屋東京本店 340-0803 埼玉県八潮市上馬場４６０－１

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

キッズプラザきゃらんど富士見店 354-8560 埼玉県富士見市山室1313　ららぽーと富士見２F

アドアーズ和光店 351-0114 埼玉県和光市本町3-5　MillionAnnex和光 1～3階

ソユーパイレーツキッズ 錦町店 335-0005 埼玉県蕨市錦町一丁目12番1号　イトーヨーカドー錦町店2F

ＧＡＭＥ　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

スウィーツファクトリーパックン長津田店 226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-7-1 アピタ長津田2階

ＧＡＭＥ　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

モーリーファンタジー久里浜店 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜５丁目１３－１イオン久里浜店２階

NICOPA四季の森フォレオ店 241-0002 神奈川県横浜市旭区上白根３－４１－１ 四季の森フォレオ３Ｆ

プラサカプコン磯子店 235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子1-2-1 マリコム磯子ショッピングセンター2F

クラブセガ 新杉田 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目1-1　らびすた新杉田2F

モーリーファンタジー東戸塚店 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３５－１イオン東戸塚店３階

関東



モーリーファンタジー港南台店 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台３－１－２ダイエー港南台店４階

モーリーファンタジー横浜新吉田店 223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東八丁目４９番１号イオン横浜新吉田店２階

モーリーファンタジー三ツ境店 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境７－１ダイエー三ツ境店２階

キッズプラザきゃらんど立場店 245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西1-1-15　イトーヨーカドー 立場店3F

横浜みなとみらい万葉の湯８Ｆお祭り広場 231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-7-1

ｎａｍｃｏ横浜ワールドポーターズ店 231-0001 神奈川県横浜市中区新港二丁目２番１号　横浜ワールドポーターズ５Ｆ

セガ センター南 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央3-25aune港北

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 ノースポートモール６Ｆ

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モザイクモール港北店５階

ドラマ港北インター店 224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町３２１－６

タイトーステーション イトーヨーカドー横浜別所店 232-0064 神奈川県横浜市南区別所1-14-1イトーヨーカドー横浜別所店 2F

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ビナウォーク六番館 2F

セガ 海老名 243-0432 神奈川県海老名市中央1-4-31海老名プラザビル

プレイランド　ダイエー海老名店 243-0432 神奈川県海老名市中央3-2-5ダイエー海老名店 3F

モーリーファンタジー茅ヶ崎中央店 253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ケ崎３丁目５番１６号イオン茅ヶ崎中央店３階

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

モーリーファンタジー座間店　 252-0012 神奈川県座間市広野台2-10-4イオンモール座間３階

タイトーステーション 小田原店 250-0011 神奈川県小田原市栄町1-3-12

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フレスポ小田原シティーモール2F

小田原メトロポリス 256-0813 神奈川県小田原市前川219-4

キッズトレイン 小田原店 250-0872 神奈川県小田原市中里２０８ダイナシティウエストモール４Ｆ

モーリーファンタジー秦野店 257-0041 神奈川県秦野市入船町１２－１イオン秦野店２階

ＹＡＺ川崎店 212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉５－１９－２３ クロスガーデン川崎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ビル3階　　　　　　　　　

モーリーファンタジー川崎小田栄店 210-0843 神奈川県川崎市川崎区小田栄２－３－１コーナン川崎小田栄店２階

プレイランド 川崎店 210-0843 神奈川県川崎市川崎区小田栄二丁目2-1　イトーヨーカドー川崎店3F

モーリーファンタジー向ヶ丘店 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２７８９ダイエー向ヶ丘店３階

モーリーファンタジー相模原小山店 252-0205 神奈川県相模原市中央区小山３－３７－１相模原小山モール相模原小山店２階

モーリーファンタジーイオン相模原店 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵２－１０－１イオンＳＣイオン相模原店３階

アドアーズ橋本店 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-3-1　SING橋本 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1-3-1イトーヨーカドー大和鶴間店３Ｆ

モーリーファンタジー大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間一丁目２番１号イオン大和鶴間店３階

モーリーファンタジー大和店 242－0015 神奈川県大和市下和田字上ノ原１２１６－１イオン大和店３階

ソユーゲームフィールド 湘南店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町４－１－１湘南モールＦＩＬＬ　２Ｆ

楽市楽座 藤沢店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町４－３－５  ミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンター２階

ドラマ  藤沢店 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢５－６－８

アピナ印西店 270-1335 千葉県印西市原１－２ビッグホップガーデンモール印西２Ｆ

モーリーファンタジー千葉ニュータウン店 270-1350 千葉県印西市中央北３丁目１番１イオン千葉ニュータウン店３階

ＮＩＣＯＰＡ＆ｎｉｃｏｇｒｏｕｎｄ新浦安店 279-0014 千葉県浦安市明海４－４－１  ニューコースト３Ｆ

プレイランド　あびこ　　　　　　　　　　 270-1166 千葉県我孫子市我孫子4-11-1

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

モーリーファンタジー館山店 294-0047 千葉県館山市八幡５４５－１イオン館山店１階

アピナ市原店 290-0050 千葉県市原市更級4丁目2-1 アクロスプラザ市原更級F棟1階

ＰＡＬＯ市川 272-0015 千葉県市川市鬼高１－１－１

モーリーファンタジー南行徳店 272-0138 千葉県市川市南行徳２－２０－２５イオン南行徳店２階

モーリーファンタジー市川妙典店 272-0111 千葉県市川市妙典５－３－１イオン市川妙典店３階

モーリーファンタジー津田沼店 275-0016 千葉県習志野市津田沼１丁目２３番１号イオン津田沼店３階

タイトーFステーション ダイエー新松戸店 270-0034 千葉県松戸市新松戸3-2-21ダイエー新松戸店4階

モーリーファンタジー成田店 286-0021 千葉県成田市ウイング土屋２４番地イオン成田店２階

テクモピアロックダム公津の杜店 286-0000 千葉県成田市公津の杜4-5-3成田ユアエルム3F

アミュージアム稲毛店 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台１－４－２０イオン稲毛３Ｆ

ソユープレイランドソピア 幕張店 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目417-25　イトーヨーカドー幕張店2F

セガアリーナ 蘇我 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町51-1蘇我ハーバーシティ フェスティバルウォーク アミューズメント棟　1F

タイトーステーション アリオ蘇我店 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町52-7アリオ蘇我2F

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富士ビル

セガ 幕張 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-8メッセアミューズモール 1F

ｎａｍｃｏイオンモール幕張新都心店 261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂１－１　イオンモール幕張新都心　グランドモール３階

モーリーファンタジー幕張新都心店 261-0024 千葉県千葉市美浜区豊砂１－５イオンモール （ファミリーモール）幕張新都心店２階

モーリーファンタジーおゆみ野店 266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南５丁目３７－１イオンタウンおゆみ野店２階

ｎａｍｃｏイオンモール船橋店 273-0045 千葉県船橋市山手１丁目１番８号

モーリーファンタジー船橋店 273-0021 千葉県船橋市山手１丁目１番地８号イオン船橋店３階

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

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

関東



タイトーステーション セブンパークアリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏3F

アドアーズ柏店 277-0005 千葉県柏市柏1-3-1　柏長崎屋共同ﾋﾞﾙ 1階

タイトーステーション 柏店 277-0005 千葉県柏市柏2-3-1

モーリーファンタジー柏店 277-0854 千葉県柏市豊町２丁目５番２５号イオン柏店２階

アミュージアム茂原 297-0029 千葉県茂原市高師１６１９－１

ＧＡＭＥ ＳＱＵＡＲＥ 茂原 297-0012 千葉県茂原市六ツ野八貫野２７８５－１ライフガーデン内ゲームコーナー

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１－４イオンモール木更津２Ｆ

モーリーファンタジー木更津店 292-0835 千葉県木更津市築地１－４イオン木更津店２階

千葉レジャーランド野田店 278-0042 千葉県野田市吉春７７６－１

モーリーファンタジーノア店 278-0031 千葉県野田市中根３６－１イオンノア店１階

ｎａｍｃｏ流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店 270-0139 千葉県流山市おおたかの森南一丁目５番地の１　流山おおたかの森Ｓ・Ｃ　３Ｆ

GAME サントロペ池袋 170-0013 東京都豊島区東池袋1-29　サントロペビル2階

こちら葛飾区亀有公園前派出所 こち亀ゲームぱ～く 125-0061 東京都葛飾区亀有3-49-3　アリオ亀有アリオモール3F

アドアーズ新小岩店 124-0024 東京都葛飾区新小岩1-44-4　ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾞﾙ B1～3階

宝島瑞江店 132-0011 東京都江戸川区瑞江2-1-2ドン・キホーテ　ラパーク瑞江店4F

セガワールド 葛西 134-0084 東京都江戸川区東葛西9-3-3イトーヨーカ堂 3F

モーリーファンタジー島忠ホームズ葛西店 134-0084 東京都江戸川区東葛西９－３－６ホームズ葛西島忠ホームズ葛西店１階

アドアーズ亀戸店 136-0071 東京都江東区亀戸5-2-6　ｻﾝｴｰﾋﾞﾙ 1～5階

アドアーズ南砂町SUNAMO店 136-0075 東京都江東区新砂3-4-31　南砂町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰSUNAMO 4階

アミュージアム豊洲店 135-8614 東京都江東区豊洲２－４－９アーバンドックららぽーと豊洲３Ｆ

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

ハイテクランドセガ 渋谷 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-14-14東口会館 1F

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渋谷東映プラザ

アミュージアムモリタウン昭島店 196-0014 東京都昭島市田中町５６２－１モリタウン東館２Ｆ

アミュージアム昭島店 196-0014 東京都昭島市田中町５７３－１－２

セガ 新宿歌舞伎町 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-21-1第二東亜会館1F・2F

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指田ビル

イエストロン 160-0022 東京都新宿区新宿3-34-9

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 祖師谷大蔵店 157-0073 東京都世田谷区砧8-10-1プラッツ砧1F

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１ 155-0031 東京都世田谷区北沢２－1２－1６

ドラマ 瑞穂店 190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵３８２－１

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

モーリーファンタジー日の出店 190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木２７３番３イオン日の出店３階

セガ秋葉原5号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-1

Ｈｅｙ 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-5広瀬本社ビル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

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

ＰＡＬＯ聖蹟桜ヶ丘 206-0011 東京都多摩市関戸４－７２

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合１－４１－１マグレブウエスト１階、２階

タイトーステーション 多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合1-45-1丘の上パティオ内

タイトーステーション 上野アメ横店 110-0005 東京都台東区上野4-10-17

タイトーステーション 上野御徒町店 110-0005 東京都台東区上野4-6-9

アドアーズ上野アメ横店 110-0005 東京都台東区上野4-9-14　上野K･Kﾋﾞﾙ B1～4階

タイトーステーション 浅草店 111-0032 東京都台東区浅草1-27-5ROX DOME 1F

アドアーズ浅草店 111-0032 東京都台東区浅草1-42-4　ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺｰﾄ浅草 B1～1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

ソユーザウルスワールド 大森店 143-0016 東京都大田区大森北２－１３－１イトーヨーカドー大森店３Ｆ

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

セガ 町田 194.-0013 東京都町田市原町田6-13-17アーバンミサワビル

アドベンチャーリーフ国領店 182-0022 東京都調布市国領町８－２－６４イトーヨーカドー国領店内３Ｆ

アドアーズ仙川店 182-0002 東京都調布市仙川町2-21-12  VICﾋﾞﾙ7 1～3階

モーリーファンタジー東久留米店 203-0023 東京都東久留米市南沢５丁目１７イオンモール東久留米店３階

モーリーファンタジー多摩平の森店 191-0062 東京都日野市多摩平２丁目４番１イオンモール多摩平の森店３階

ソユープレイランドソピア 八王子店 193-0941 東京都八王子市狭間町1462-1　イトーヨーカドー八王子店3F

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

ＮＩＣＯＰＡ高尾店 193-0834 東京都八王子市東浅川町５４９－３  イーアス高尾店２Ｆ

タイトーFステーション 南大沢店 192-0364 東京都八王子市南大沢２－３　　　　　　　FAB南大沢２Ｆ　　　　　　　　　　　　

ソユープレイランドソピア 南大沢店 192-0364 東京都八王子市南大沢二丁目28-1　イトーヨーカドー南大沢店3F

東京あそびマーレ 192-0363 東京都八王子市別所２－１－２ＶＩＡ長池新館  東京あそびマーレ

関東



モーリーファンタジー板橋店 175-0083 東京都板橋区徳丸２丁目６番地１イオン板橋店３階

アムネット 五反田店 141-0031 東京都品川区西五反田1-27-5NA五反田ビル

モーリーファンタジー品川シーサイド店 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－５イオン品川シーサイド店２階

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

モーリーファンタジーむさし村山店 208-0022 東京都武蔵村山市榎１丁目１番３号イオンむさし村山店３階

セガ 東京ドームシティ 112-0004 東京都文京区後楽1-3-61株式会社東京ドーム　アトラクションズ内カーニバル

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

アドアーズ池袋東口店 170-0013 東京都豊島区東池袋1-41-4　池袋とうきゅうﾋﾞﾙ 1～2階

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

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

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 3階

セガ 赤羽駅前 115-0045 東京都北区赤羽1-2-4

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楽天地ビル地下1階

クラブセガ 自由ヶ丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-10-9

クラブセガ 立川 190-0023 東京都立川市柴崎町3-2-1サザンビル 1F

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　　　　　　　　　　　　　　

ｎａｍｃｏららぽーと立川立飛店 190-0015 東京都立川市泉町９３５番１　ららぽーと立川立飛店３Ｆ

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・シティー２Ｆ

ファンタジーランドガルー宇都宮店 321-0101 栃木県宇都宮市江曽島本町22-7 アピタ宇都宮店2階

モーリーファンタジーさくら店 329-1312 栃木県さくら市桜野１５５１ザビッグさくら店１階

テクモピアロックダムインターパーク店 321-0114 栃木県宇都宮市インターパーク６－１－１ＦＫＤショッピングモール インターパーク店２Ｆ

ＩＮＴＥＲＰＡＲＫ+１宇都宮店 321-0123 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

タイトーステーション 宇都宮ベルモール店 321-8555 栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1

タイトーステーション イオンモール佐野新都市店 327-0821 栃木県佐野市高萩町1324-1

モーリーファンタジー佐野新都市店 327-0821 栃木県佐野市高萩町１３２４－１イオン佐野新都市店２階

モーリーファンタジー小山店 323-0806 栃木県小山市中久喜１４６７－１イオン小山店２階

セガ小山 323-0825 栃木県小山市東城南1-1-18

モーリーファンタジー真岡店 321-4306 栃木県真岡市台町２６６８ザビッグ真岡店１階

ＰＡＬＯ足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町２－２１－１６ヨークタウン足利店足利店１階

ドラマ 足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町244-1

モーリーファンタジー那須塩原店 329-3152 栃木県那須塩原市島方４５５イオンタウン那須塩原店１階

セガ 西那須野 329-2705 栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27

モーリーファンタジー今市店 321-2493 栃木県日光市豊田字若林７９－１イオン今市店２階

ソユーブレーメンタウン 鳴海店 458-0844 愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山3番地9　アピタ鳴海店2F

ファミリーファーム　赤池店 470-0126 愛知県日進市赤池町箕ノ手1番　PRIMETREE AKAIKE 3F

モーリーファンタジー三好店 470-0224 愛知県みよし市三好町青木９１番地イオン三好店２階

ハローズガーデン安城南店 444-1154 愛知県安城市桜井町貝戸尻６０アピタ安城南店２Ｆ

ソユープレイランドソピア 安城店 446-0072 愛知県安城市住吉町三丁目1番8号　イトーヨーカドー安城店2F

セガ 安城 446-0044 愛知県安城市百石町2-35-13

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

モーリーファンタジー木曽川店 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池２５－１イオン木曽川店２階

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ダイヤモンドシティ・キリオ3階

NICOPAウイングタウン岡崎店 444-0813 愛知県岡崎市羽根町小豆坂３番地ウイングタウン岡崎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

モーリーファンタジー岡崎南店 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字ばら山１－１イオン岡崎南店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SC シネマ棟2階

セガ 岡崎 444-0823 愛知県岡崎市上地3-50-4

モーリーファンタジー岡崎店 444-0859 愛知県岡崎市上六名町字宮前１ショッピングセンターコムタウン岡崎店１階

セガ イオンタウン刈谷 448-0007 愛知県刈谷市東境町京和1

ファンタジープラザ岩倉店 482-0024 愛知県岩倉市旭町１丁目２５  アピタ岩倉店２Ｆ

セガ 春日井 486-0805 愛知県春日井市岩野町菅廻間4180

モーリーファンタジー春日井店 486-0927 愛知県春日井市柏井町４－１７イオン春日井店４階

小牧メトロポリス 485-0015 愛知県小牧市間々片山１８１－１

アミューズファクトリー常滑店 479-0882 愛知県常滑市りんくう町2-20-3イオンモール常滑2階

モーリーファンタジー常滑店 479-0882 愛知県常滑市りんくう町２丁目２０番３イオンスタイル常滑店２階

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤヒーローズキャンプ名古屋店 480-0288 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先１番地８

ｎａｍｃｏリソラ大府店 474-0053 愛知県大府市柊山町１丁目９８番地　リソラ大府ショッピングテラス２Ｆ

モーリーファンタジー扶桑店 480-0105 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚５－１イオン扶桑店２階

ユーズランド東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２イオンモール東浦２Ｆ

モーリーファンタジー東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２イオン東浦店１階

モーリーファンタジー長久手店 480-1100 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地５、１０、１１街区イオンモール長久手店3階

ｎａｍｃｏイオンモール長久手店 480-1100 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内５、１０、１１街区　イオンモール長久手３Ｆ

アミュージアム　津島店 496-0027 愛知県津島市大字津島字北新開３５１番地  ヨシヅヤ津島本店シネマ館  ２Ｆ

北陸東海

関東



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）

半田メトロポリス 475-0838 愛知県半田市旭町3-11-1

モーリーファンタジー半田店 475-0837 愛知県半田市有楽町８－７イオン半田店２階

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

セガ 飯村 440-0833 愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121

モーリーファンタジー豊橋南店 441-8124 愛知県豊橋市野依町字落合１－１２イオン豊橋南店２階

豊川メトロポリス 442-0824 愛知県豊川市下長山町上アライ１４－１

モーリーファンタジー豊川店 442-0048 愛知県豊川市開運通り２－３１イオン豊川店２階

モーリーファンタジー豊田店 471-0864 愛知県豊田市広路町1-1イオンスタイル３階

セガ 豊田 471-0841 愛知県豊田市深田町1-65-1

モーリーファンタジー名古屋茶屋店 455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋２丁目１１イオン名古屋茶屋店３階

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ワンダーシティ4F

モーリーファンタジーワンダーシティ店 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町４０イオンワンダーシティ店３階

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

中川メトロポリス 454-0954 愛知県名古屋市中川区江松3-110

モーリーファンタジーナゴヤドーム前店 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南４丁目１０２番地の３イオンナゴヤドーム前店３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

ｎａｍｃｏイオンモール熱田店 456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野１－２－１１　イオンモール熱田４Ｆ

NICOPAなるぱーく店 458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里３丁目２３２なるぱーく１Ｆ

モーリーファンタジー大高店 459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高２丁目４５０番地イオン大高店３階

バローランド羽島店 501-6236 岐阜県羽島市江吉良町２９３９ホームセンターバロー羽島インター店１Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール各務原店 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町３－８　イオンモール各務原店２Ｆ

モーリーファンタジー各務原店 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町３－８イオンモール各務原店３階

モーリーファンタジー関店 501-3936 岐阜県関市倉知５１６サンサンシティ・マーゴイオン関店１階

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

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

ｎａｍｃｏカラフルタウン岐阜店 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野三丁目３番６　カラフルタウン岐阜内

岐阜レジャーランド穂積店 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里６３０

セガ 多治見 507-0015 岐阜県多治見市住吉町1-1-1

モーリーファンタジー大垣店 503-0933 岐阜県大垣市外野２丁目１００番イオン大垣店２階

大垣メトロポリス 503-0808 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

セガワールド アクアウォーク 大垣 503-0015 岐阜県大垣市林町6-80-21アクアウォーク大垣2F

タイトーFステーション ラザウォーク甲斐双葉店 400-0107 山梨県甲斐市志田字柿木616-1

モーリーファンタジー甲府昭和店 409-3852 山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内１街区イオン甲府昭和店３階

モーリーファンタジー石和店 406-0028 山梨県笛吹市石和町駅前１６－１イオン石和店３階

アミュージアム河口湖店 401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津２９８６  河口湖ショッピングセンターベル ３Ｆ

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

モーリーファンタジー県央店 959-1232 新潟県燕市井土巻３－６５イオン県央店２階

アピナ上越インター店 942-0063 新潟県上越市下門前1661

モーリーファンタジー上越店 943-0187 新潟県上越市富岡３４５８番地アコーレ２階アコーレ上越店２階

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

モーリーファンタジー新潟南店 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３階

タイトーFステーション イオン新潟西店 950-2028 新潟県新潟市西区小新南2丁目1番10号

モーリーファンタジー新潟青山店 950-2002 新潟県新潟市西区青山２－５－１イオン新潟青山店２階

DeKKY401ファミリーパーク 950-0973 新潟県新潟市中央区上近江4-12-20 Dekky401　2F

モーリーファンタジー新発田店 957-0061 新潟県新発田市住吉町５丁目１１番５号イオン新発田店２階

ハローズガーデン長岡店 940-2108 新潟県長岡市千秋２－２７８アピタリバーサイド千秋長岡店２Ｆ．Ｅ２４７区画

セガ 掛川 436-0048 静岡県掛川市細田248

モーリーファンタジー御殿場店 412-0042 静岡県御殿場市萩原６３６番地サンサンプラザ御殿場店３階

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

モーリーファンタジー焼津店 425-0045 静岡県焼津市祢宜島５５５イオン焼津店２階

モーリーファンタジー裾野店 410-1118 静岡県裾野市佐野１０３９マックスバリュベルシティ裾野店１階

セガワールド 静岡 420-0035 静岡県静岡市葵区七間町4-2静活プラザビル 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

ソユー竜宮タウン 静岡店 422-8042 静岡県静岡市駿河区石田１－５－１ アピタ静岡ＳＣ２Ｆ

モーリーファンタジー清水店 424-0871 静岡県静岡市清水区上原１－６－１６イオン清水店２階

アミュージアム  清水店 424-0942 静岡県静岡市清水区入船町１３－１５  エスパルスドリームプラザ３Ｆ

モーリーファンタジー袋井店 437-0125 静岡県袋井市上山梨４丁目１番地の１イオン袋井店２階

ハローズガーデン  島田店 427-0016 静岡県島田市宝来町８－２アピタ島田店内２Ｆ

プラサカプコンパルパル店 431-1209 静岡県浜松市西区舘山寺町1891 浜名湖パルパル内ゲームコーナー

モーリーファンタジー浜松志都呂店 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂町二丁目３７番１号イオン浜松志都呂店３階

プラサカプコン志都呂店 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂二丁目37番1号　イオンモール浜松志都呂3階

モーリーファンタジー浜松西店 432-8061 静岡県浜松市西区入野町６２４４－１イオン浜松西店３階

モーリーファンタジー浜松市野店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪１９８１－３イオン浜松市野店２階
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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

タイトーFステーション プレ葉ウォーク浜北店 434-0038 静岡県浜松市浜北区貴布祢1200番地

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

ゲームパラダイス 920-0849 石川県金沢市堀川新町５－１アミューズメントスクエア３Ｆ

金沢メトロポリス 920-0333 石川県金沢市無量寺第２土地区画整理事業地内Ｂ－２０街区金沢コロナワールド１Ｆ

アミュージアム小松店 923-0801 石川県小松市園町ハ２３－１番地アル・プラザ小松２Ｆ

モーリーファンタジー新小松店 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 イオンモール新小松店 3F

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

セガ 松本 390-0841 長野県松本市渚1-7-1渚ライフサイト内

モーリーファンタジー南松本店 390-0833 長野県松本市双葉５－２０イオン南松本店２階

モーリーファンタジー松本店 390-0811 長野県松本市中央4丁目9-51イオンモール松本３階

楽市楽座  イオンモール松本店 390-8560 長野県松本市中央４丁目９番５１号  イオンモール松本  風庭２階

モーリーファンタジー上田店 386-0018 長野県上田市常田２－１２－１８イオン上田店２階

ＰＡＬＯ諏訪 392-0013 長野県諏訪市沖田町５－１８

モーリーファンタジー中野店 383-0012 長野県中野市大字一本木２５２－１イオン中野店２階

ソユーゲームフィールド 長野三輪店 380-0803 長野県長野市三輪九丁目43番24号　イオンタウン長野三輪2F

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ビル  １Ｆ

タイトーステーション アイシティ２１松本店 390-1301 長野県東筑摩郡山形村7977アイシティ21内

東京レジャーランドお台場店 135-0091 富山県港区台場１－７－１メディアージュ４Ｆ

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

モーリーファンタジー高岡南店 933-0813 富山県高岡市下伏間江３８３イオン高岡南店２階

モーリーファンタジーとなみ店 939-1343 富山県砺波市中神土地区画整理事業地内３１街区１イオンモールとなみ店２階

タイトーステーション ファボーレ婦中店 939-2716 富山県富山市婦中町下轡田165-1フューチャーシティ ファボーレ2F

モーリーファンタジー鯖江店 916-0038 福井県鯖江市下河端１６字下町１６－１アル・プラザ鯖江店２階

フクイレジャーランドワイプラザ店 910-0838 福井県福井市新保北１丁目３０３ヤスサキワイプラザＢ棟２Ｆ

レッツワクワク  エルパ店 910-0836 福井県福井市大和田町２丁目１２１２番地  エルパ２階

ゆけむり温泉ゆー遊ゲームコーナー 918-8026 福井県福井市渕町１６－４－１

プラサカプコン京都店 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町25-1 イオンモール京都五条3F

ファインワールド亀岡店 621-0815 京都府亀岡市古世町西内坪１０１イオン亀岡店３Ｆ

モーリーファンタジー久御山店 613-0024 京都府久世郡久御山町森南大内１５６－１イオン久御山店２階

モーリーファンタジー京都五条店 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町２５－１イオン京都五条店２階

モーリーファンタジー洛南店 601-8327 京都府京都市南区吉祥院御池町３１イオン洛南店２階

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イオンモール京都桂川店３階 ３０５１区画

モーリーファンタジー京都桂川店 601-8211 京都府京都市南区久世高田町３７６番１イオン京都桂川店３階

ｎａｍｃｏイオンモールＫＹＯＴＯ店 601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地　イオンモールＫＹＯＴＯ１４０６０

セガワールド 六地蔵 612-8002 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32京都ショッピングセンター 2F

NICOPA八幡店 614-8043 京都府八幡市八幡一ノ坪23-1イズミヤ八幡店1F

モーリーファンタジー福知山店 620-0922 京都府福知山市岩井７９－８イオン福知山店２階

モーリーファンタジー高の原店 619-0223 京都府木津川市相楽台１－１－１イオンＳＣ高の原店４階

モーリーファンタジー伊勢ララパーク店 516-0007 三重県伊勢市小木町曽祢５３８イオンタウン伊勢ララパーク伊店２階

セガ 伊勢 516-0053 三重県伊勢市中須町666

NICOPA新伊勢店ファンタジーアイランド 516-0014 三重県伊勢市楠部町乙１６０イオン新伊勢店２Ｆ

楽市楽座 イオンモール東員店 511-0255 三重県員弁郡東員町大字長深字築田５１０－１  イオンモール東員店３階３００８区画

モーリーファンタジー東員店 511-0255 三重県員弁郡東員町長深字築田５１０番地１イオン東員店３階

モーリーファンタジー桑名店 511-0863 三重県桑名市新西方１丁目２２番地イオン桑名店３階

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

モーリーファンタジー四日市北店 510-8016 三重県四日市市富州原町２－４０イオン四日市北店２階

モーリーファンタジー阿児店 517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方３２１５イオン阿児店２階

モーリーファンタジー明和店 515-0348 三重県多気郡明和町中村長波賀１２２３番地イオン明和店２階

モーリーファンタジー津城山店 514-1112 三重県津市久居小野辺町１１３０－７イオンタウン津城山店２階

モーリーファンタジー津南店 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

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

NICOPA津イオン店 514-0003 三重県津市桜橋３－４４６イオン津店２Ｆにこぱ

クラブセガ 名張 518-0773 三重県名張市希央台3-15

ｎａｍｃｏイオンモール鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２　イオンモール鈴鹿２Ｆ

モーリーファンタジーイオン鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２イオンイオン鈴鹿店２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

ゲームフィールド 守山店 524-0101 滋賀県守山市今浜町２６２０－５ピエリ守山１Ｆ

モーリーファンタジー草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町３００イオン草津店３階

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SC 3階

セガエイスクエア草津 525-0025 滋賀県草津市西渋川1-23-23ＡーＳＱＵＡＲＥ ＳＡＲＡ新棟2F

モーリーファンタジー長浜店 526-0847 滋賀県長浜市山階町２７１－１イオン長浜店２階

アミューズメントパークさくら 527-0011 滋賀県東近江市八日市浜野町３－１ ショッピングプラザアピア４Ｆ

レインボーランド和泉中央店 594-0041 大阪府和泉市いぶき野5丁目1番11号 イズミヤ和泉中央店3階　
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レインボーランド泉北店 599-8276 大阪府堺市中区小阪270 イズミヤ泉北店2階　

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

モーリーファンタジー茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町８－３０－６イオンＳＣ茨木店３階

モーリーファンタジー高槻店 569-8567 大阪府高槻市萩之庄３－４７－２イオン高槻店３階

モーリーファンタジー堺鉄砲町店 590-0905 大阪府堺市堺区鉄砲町１番地イオンスタイル堺鉄砲町店３階

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３Ｆ３３１９

モーリーファンタジーおおとり店 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町７－７３３おおとりウィングスおおとり店２階

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ鳳店 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町３－１９９－１２　アリオ鳳アリオモール３Ｆ３２８０

モーリーファンタジー堺北花田店 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町４－１－１２イオン堺北花田店２階

モーリーファンタジー四條畷店 575-0001 大阪府四條畷市砂四丁目３番２号イオンスタイル四條畷店３階

ｎａｍｃｏイオンモール大日店 570-0016 大阪府守口市大日東町１－１８　イオンモール大日４Ｆ

モーリーファンタジー大日店 570-0016 大阪府守口市大日東町１番１８号イオン大日店２階

セガ ビバモール 寝屋川 572-0855 大阪府寝屋川市寝屋南2-22-2ビバモール寝屋川　モール棟2F

NICOPA千里丘店 565-0823 大阪府吹田市山田南１－１イズミヤ千里丘店内２階

エンターテイメントフィールド ららぽーとEXPOCITY店 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園２－１ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ３００６０  ３Ｆ

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

ＮＩＣＯＰＡ和泉府中店 595-0021 大阪府泉大津市東豊中町1-5-10 カナートモール和泉府中2F 

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３－１２  イオンりんくう泉南ＳＣ２Ｆ

モーリーファンタジーりんくう泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜３－１イオンりんくう泉南店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アポロビル 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あべのマーケットパーク

タイトーＦステーション あべのアポロ店 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

ソユー ウェスタンシティ 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋６－２－８２ユニバーサルシティウォークＴＭ大阪３Ｆ

ATCあそびマーレ 559-0034 大阪府大阪市住之江区南港２－１－１０ ＩＴＭ棟５階

モーリーファンタジー大阪ドームシティ店 550-0023 大阪府大阪市西区千代崎３丁目１３番１イオン大阪ドームシティ店３階

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

モーリーファンタジー鶴見緑地店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目１７－１イオン鶴見緑地店３階

モーリーファンタジー野田阪神店 553-0001 大阪府大阪市福島区海老江１－１－２３イオン野田阪神店４階

モーリーファンタジー喜連瓜破駅前店 547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破２－１－１３イオン喜連瓜破駅前店３階

ＶＲ　ＺＯＮＥ　ＯＳＡＫＡ 530-0017 大阪府大阪市北区角田町５－１５　ＨＥＰ　ＦＩＶＥ　８・９Ｆ

ｎａｍｃｏ梅田店 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町３番３号　ＯＳビル２Ｆ

アミュージアム  茶屋町店 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町１５－３４

クラブセガ 東梅田 530-0027 大阪府大阪市北区堂山町9-28

タイトーステーション 梅三小路店 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目2-136　　大阪ステーションシティ　　　　　　　　　

ｎａｍｃｏなんばパークス店 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目１０番７０号　なんばパークス６Ｆ

アミパラ　大東店 574-0023 大阪府大東市南新田２丁目３－５

レインボーランド長岡店 617-0826 大阪府長岡京市開田4-7-1イズミヤ長岡店2階

セガ 東大阪 577-0004 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64

モーリーファンタジー東大阪店 577-0011 大阪府東大阪市荒本北２丁目３番２２号イオン東大阪店１階

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

プラサカプコン 藤井寺店 583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目10番11号 イオン藤井寺ショッピングセンター内

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

モーリーファンタジー金剛東店 584-0082 大阪府富田林市向陽台３－１－１イオン金剛東店４階

セガ 新三国アルゴ7 561-0823 大阪府豊中市神州町1-15アルゴセブンビル2階

キッズプラザきゃらんど和泉店 594-1157 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7　ららぽーと和泉　2階

レインボーランド広陵店 635-0825 奈良県北葛城郡広陵町大字安部450番地1 イズミヤ広陵店内　

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７－２０－１イオンモール橿原３Ｆ

モーリーファンタジー橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町７－２０－１イオン橿原店２階

モーリーファンタジー桜井店 633-0061 奈良県桜井市上之庄２７８－１イオン桜井店２階

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

ハローズガーデン大和郡山店 639-1028 奈良県大和郡山市田中町字宮西517 アピタ大和郡山店2F

アミューズメントＣＵＥ奈良三条店 630-8244 奈良県奈良市三条町478-1

レインボーランド昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻1丁目1番地 イズミヤ昆陽店3階　

レインボーランド神戸玉津店　 651-2132 兵庫県神戸市西区森友3丁目7-3 イズミヤ神戸玉津店2階　

レインボーランド西神戸店 651-2412 兵庫県神戸市西区竜が岡1丁目21番地1 イズミヤ西神戸2階　

モーリーファンタジー伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻４－１－１イオン伊丹昆陽店３階

モーリーファンタジー伊丹店 664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木１－１－１イオン伊丹店３階

タイトーFステーション イオン加古川店 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家615-1イオン加古川店3F

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

モーリーファンタジー高砂店 676-0019 兵庫県高砂市緑丘２丁目１－４０イオン高砂店２階

プラザパル  三田店 669-1321 兵庫県三田市けやき台１－６－２イオン三田ウッディータウン３Ｆ

ハローズガーデン新三田店 669-1321 兵庫県三田市けやき台１－６－４イオン三田ウッディタウン２番街

モーリーファンタジー三木店 673-0404 兵庫県三木市大村字砂１６３イオン三木店３階

モーリーファンタジー洲本店 656-0021 兵庫県洲本市塩屋１－１－８イオン洲本店２階

モーリーファンタジー名谷店 654-0154 兵庫県神戸市須磨区中落合２－２－２ダイエー名谷店３階

ゲームコーナーバディ店 651-2405 兵庫県神戸市西区岩岡町野中字福吉556ヒラキ（株）内４階

近畿



モーリーファンタジー西神中央店 651-2273 兵庫県神戸市西区糀台５－３－４ダイエー西神中央店３階

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

タイトーFステーション ＨＡＴ神戸店 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-2ブルメールHAT神戸2F

アミューズメントランド  ズモズモ新長田店 653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町５丁目２番１  アスタプラザファースト１２４号

モーリーファンタジー長田南店 653-0023 兵庫県神戸市長田区東尻池新町１番２０号イオンＳＣ長田南店２階

セガ フェニックスプラザ 摩耶 657-0851 兵庫県神戸市灘区味泥町6-1フェニックスプラザ１Ｆ

モーリーファンタジー神戸北店 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台８－１－１イオン神戸北店３階

モーリーファンタジー西宮店 663-8014 兵庫県西宮市林田町２－２４イオン西宮店２階

モーリーファンタジー猪名川店 666-0257 兵庫県川辺郡猪名川町白金２－１イオン猪名川店３階

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

クラブセガ 姫路OS 670-0927 兵庫県姫路市駅前町254姫路OSビル B1F

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

モーリーファンタジー姫路リバーシティ店 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江２５６０番地イオン姫路リバーシティ店２階

ゆめタウン姫路店  ゆめパーク 670-0052 兵庫県姫路市神子岡前３丁目１２－１７  ゆめタウン姫路店４Ｆ

モーリーファンタジー姫路大津店 671-1146 兵庫県姫路市大津区大津町２丁目５番イオンモール姫路大津店２階

モーリーファンタジー宝塚中山店 665-0867 兵庫県宝塚市売布東の町２１－２２ダイエー宝塚中山店２階

モーリーファンタジー明石店 674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り３－３－１イオン明石 ３番街明石店３階

NICOPA和歌山店 640-8325 和歌山県和歌山市新生町7-20イズミヤ和歌山店２Ｆ

レインボーランド紀伊川辺店 649-6312 和歌山県和歌山市川辺２２０イズミヤ紀伊川辺店内

モーリーファンタジー和歌山店 640-8451 和歌山県和歌山市中字楠谷５７３番地イオン和歌山店３階

ソユーファレストハンター 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

楽市楽座 イオンモール今治店 794-0068 愛媛県今治市にぎわい広場１－１イオンモール今治新都市店２階２０２３

タイトーＦステーション今治ワールドプラザ店 799-1506 愛媛県今治市東村１－１４－２今治ワールドプラザ

バンバン衣山店 791-8025 愛媛県松山市衣山１－２４８－１

ｎａｍｃｏフジグラン松山店 790-0065 愛媛県松山市宮西１－２－１　フジグラン松山店４Ｆ

モーリーファンタジー南松山店 790-0952 愛媛県松山市朝生田町５丁目１番２５号ジョー・プラ南松山店２階

モーリーファンタジー松山店 790-0951 愛媛県松山市天山１丁目１３番５号イオン松山店３階

ＳＨＯＣＫＥＲ 790-0012 愛媛県松山市湊町４－９－８

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

モーリーファンタジー新居浜店 792-0007 愛媛県新居浜市前田町８番８号イオン新居浜店２階

ピノッキーランド井原店 715-0022 岡山県井原市下出部町2-11-2　ゆめタウン井原3F

ゲームアイビス岡山店 703-8233 岡山県岡山市中区高屋３０８－１

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

キッズプラザきゃらんど倉敷店 710-0813 岡山県倉敷市寿町12-2 アリオ倉敷2F

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

モーリーファンタジー倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江１番地イオン倉敷店１階

モーリーファンタジー水島店 712-8066 岡山県倉敷市水島高砂町３番１１号マックスバリュ水島店１階

セガ 倉敷 710-0833 岡山県倉敷市西中新田535-2

モーリーファンタジー津山店 708-0842 岡山県津山市河辺１０００－１イオン津山店２階

セガ 海田 736-0042 広島県安芸郡海田町南大正町 3-35

モーリーファンタジー広島府中店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須２－１－１イオン広島府中店２階

ピノッキースパティオ吉田店 731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田594-1 ゆめタウン吉田店2F

モーリーファンタジー・ｆ広島祇園店 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園３丁目２－１イオンＳＣ広島祇園店３階

モーリーファンタジー広島祇園店 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園３丁目２－１イオン広島祇園店３階

ふぇすたらんど可部店 731-0221 広島県広島市安佐北区可部7丁目4-13　マルナカ可部店内

ふぇすたらんど五日市店 731-5116 広島県広島市佐伯区八幡1-24-17　サンリブ五日市店内

タイトーステーション 広島紙屋町店 730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-2-21

セガ 広島本通 730-0035 広島県広島市中区本通9-30ランドマークビル

アミパラ　フォレオ広島東店 732-0033 広島県広島市東区温品１丁目３－２フォレオ広島東１Ｆ

モーリーファンタジー三原店 723-0014 広島県三原市城町２－１３－１イオン三原店２階

ピノッキーランドゆめタウン黒瀬店 739-2613 広島県東広島市黒瀬町楢原１００－１ ２Ｆ

プラザパル学園店 739-0047 広島県東広島市西条下見６丁目２－３２ ゆめタウン学園店２Ｆ

福山メトロポリス 721-0953 広島県福山市一文字町24-1

タイトーステーション フジグラン神辺店 720-2107 広島県福山市神辺町大字新道上字2-10-26 フジグラン神辺店 3F

ピノッキースパティオ福山店 720-0801 広島県福山市入船町３丁目１－６０ゆめタウン福山２Ｆ

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綾川店 761-2304 香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１イオン綾川店３階

お宝市番館瀬戸大橋店 769-0213 香川県綾歌郡宇多津町大字東分２９５－１

ゆめタウン丸亀店ＢＩＧ  ＷＡＶＥ 763-0055 香川県丸亀市新田町１５０

ソユーゲームフィールド 高松店 761-8012 香川県高松市香西本町１－１イオンモール高松２Ｆ

アミュージアム  高松店 761-8071 香川県高松市伏石町111-1

モーリーファンタジー高知店 780-0026 高知県高知市秦南町１丁目４－８イオン高知店２階

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

ゆめシティ  ゆめパーク 751-0869 山口県下関市伊倉新町３丁目１－１

モーリーファンタジー下関店 750-0025 山口県下関市竹崎町４－４－７シーモールエスト下関店４階

近畿

中四国



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

タイトーFステーション 山口メルクス店 753-0851 山口県山口市大字黒川82-1ハイパーモールメルクス内

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

アミパラ周南久米店 745-0801 山口県周南市大字久米２８３４イオンタウン周南久米

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７－１イオンタウン防府 １Ｆ

PALO防府店 747-0802 山口県防府市中央町１－３イオン防府店３階

モーリーファンタジー日吉津店 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１イオン日吉津店２階

モーリーファンタジー鳥取北店 680-0904 鳥取県鳥取市晩稲３４８番地イオン鳥取北店２階

you me CIRCUS(出雲店) 693-0063 島根県出雲市大塚町650番地1 ゆめタウン出雲 東館3F

モーリーファンタジー出雲店 693-0004 島根県出雲市渡橋町１０６６イオンモール出雲店３階

セガ 松江 690-0047 島根県松江市嫁島町12-15

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

セガ 徳島 スエヒロボウル 770-0865 徳島県徳島市南末広町4-95-2

タイトーステーション フジグラン北島店 771-0204 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須174

ｎａｍｃｏゆめタウン徳島店 771-1202 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須８８番地の１　ゆめタウン徳島２階

モーリーファンタジー徳島店 770-0865 徳島市南末広町4−1イオンスタイル徳島店4階

モーリーファンタジー延岡店 882-0847 宮崎県延岡市旭町２－２－１イオン延岡店２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２Ｆ

モーリーファンタジー宮崎店 880-8577 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１イオン宮崎店２階

モーリーファンタジー南宮崎店 880-0902 宮崎県宮崎市大淀４－７－３０イオン南宮崎店３階

モーリーファンタジー都城駅前店 885-0023 宮崎県都城市栄町４６７２－５イオン都城駅前店２階

マンガ倉庫  都城店 885-0006 宮崎県都城市吉尾町８４０

モーリーファンタジー都城店 885-0055 宮崎県都城市早鈴町１９５０番地イオンＳＣ都城店２階

パスカワールド宇土店 869-0400 熊本県宇土市善導寺町綾織９５番地  宇土シティプラザ内

タイトーステーション ゆめタウン光の森店 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森7丁目33番地1ゆめタウン光の森2F

ｎａｍｃｏゆめタウン光の森店 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目３９番１　ゆめタウン光の森南館３Ｆ

楽市楽座イオン錦店 868-0303 熊本県球磨郡錦町西字打越７１５－１イオン錦店内

モーリーファンタジー田崎店 860-0058 熊本県熊本市西区田崎町字下寄３８０番地イオンタウン田崎店１階

ｎａｍｃｏＷＣ南熊本店 862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺６丁目９番１

ｎａｍｃｏサクラマチクマモト店 860-0805 熊本県熊本市中央区桜町３－１０　サクラマチクマモト３Ｆ

パスカランドはません店 862-0965 熊本県熊本市南区田井島１－２－１ゆめタウンはません店３Ｆ

パスカワールドグリーンランド店 864-0012 熊本県荒尾市本井手字大谷1574-54

モーリーファンタジー熊本店 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町上島字長池２２３２イオン熊本店２階

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

モーリーファンタジー八代店 866-0013 熊本県八代市沖町六番割３９８７－３イオン八代店２階

タイトーステーション ゆめタウン八代店 866-0045 熊本県八代市建馬町3-1ゆめタウン八代2F

モーリーファンタジー佐賀大和店 840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺３５３５番地イオンモール佐賀大和店２階

モーリーファンタジー唐津店 847-0022 佐賀県唐津市鏡字立神４６７１イオン唐津店２階

マンガ倉庫  武雄店 843-0022 佐賀県武雄市武雄町武雄５７７１番地

モーリーファンタジー姶良店 899-5421 鹿児島県姶良市西餅田２６４－１イオン姶良店３階

楽市楽座 オプシアミスミ店 890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿２－３－５オプシアミスミ２Ｆ

タイトーFステーション N'sCITY谷山店 891-0123 鹿児島県鹿児島市卸本町5-35ニシムタ N'sCITY谷山店2階

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

モーリーファンタジー鹿児島店 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町７イオンモール鹿児島店３階

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内２Ｆ

モーリーファンタジーパークプレイス大分店 870-0125 大分県大分市公園通り西２丁目－１イオンパークプレイス大分店２階

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 パークプレイス大分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アミュプラザおおいた4F

セガワールド 中津 871-0021 大分県中津市沖代町1-2-16

ユーズランド三光店 871-0111 大分県中津市三光佐知１０３２イオン三光ＳＣ２Ｆコズミックパーク

タイトーＦステーションゆめタウン別府店 874-0943 大分県別府市楠町３８２－６ゆめタウン別府店３Ｆ

モーリーファンタジー壱岐店 811-5463 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触字干拓２６０４－２イオン壱岐店２階

モーリーファンタジー大塔店 857-1161 長崎県佐世保市大塔町１４－２イオン大塔店３階

モーリーファンタジー時津店 851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷７５１－５イオン時津店２階

マンガ倉庫  時津店 851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷８２３－２

モーリーファンタジー大村店 856-0836 長崎県大村市幸町２５－２００イオン大村店２階

セガワールド サンスパおおむら 856-0815 長崎県大村市森園町663-3

モーリーファンタジーチトセピア店 852-8135 長崎県長崎市千歳町５番１号イオンチトセピア店３階

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

モーリーファンタジー有家店 859-2202 長崎県南島原市有家町山川１３５－１イオン有家店１階

ハイテクセガ もみの木村 854-0053 長崎県諫早市小川町90-1

楽市楽座　諫早店 854-0036 長崎県諫早市長野町1086-17

楽市街道  くるめ店 839-0865 福岡県久留米市新合川2-7-10久留米アミューズメントビル内

ピノッキースパティオ行橋店 824-0031 福岡県行橋市西宮市３丁目８－１ゆめタウン行橋２Ｆ

スペースタイム２５　宗像店 811-4184 福岡県宗像市くりえいと1-5-1サンリブ宗像2F

楽市楽座　トリアス店 811-2502 福岡県糟屋郡久山町大字山田９９０
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モーリーファンタジー福岡空港店 811-2205 福岡県糟屋郡志免町別府２－１７－２０スーパーセンタートライアル福岡空港店１階

モーリーファンタジー福岡店 811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２－１イオン福岡店２階

モーリーファンタジー大牟田店 836-0037 福岡県大牟田市岬町３－４イオン大牟田店２階

モーリーファンタジー大野城店 816-0935 福岡県大野城市錦町４－１－１イオン大野城店３階

楽市楽座イオンモール筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１イオンモール筑紫野店３Ｆ

モーリーファンタジー筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１イオン筑紫野店３階

モーリーファンタジーなかま店 809-0013 福岡県中間市上蓮花寺１丁目１番１号イオンなかま店１階

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

モーリーファンタジー直方店 822-0008 福岡県直方市湯野原２丁目１番１号イオン直方店２階

モーリーファンタジー田川店 825-0002 福岡県田川市大字伊田４６１６トライアル田川店田川店１階

楽市楽座　イオン穂波店 820-0081 福岡県飯塚市枝国長浦６６６－４８イオン穂波店２Ｆ

タイトーステーション マリノア店 819-0001 福岡県福岡市西区小戸2-12-30マリノアシティ福岡 マリナサイド棟 2F

モーリーファンタジー福岡伊都店 819-0379 福岡県福岡市西区北原１丁目２番１号イオンモール福岡伊都店３階

モーリーファンタジー笹丘店 810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘１－２８－７４イオン笹丘店Ｂ１階

モーリーファンタジー香椎浜店 813-0016 福岡県福岡市東区香椎浜３－１２－１イオンモール香椎浜店２階

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

ハムリーズキャナルシティ博多店 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉１丁目２－２２　キャナルシティ博多　ＯＰＡ内サウスビルＢ１Ｆ

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　博多バスターミナル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ヨドバシカメラ4F

モーリーファンタジー福津店 811-3208 福岡県福津市日蒔野６－１６－１イオン福津店２階

楽市楽座イオンモール福津店 811-3209 福岡県福津市日蒔野６丁目１６－１  イオンモール福津店３階  ３０４３Ａ

モーリーファンタジー若松店 808-0103 福岡県北九州市若松区二島１－３－１イオン若松店２階

楽市楽座　砂津店 802-0014 福岡県北九州市小倉北区砂津３－１－１チャチャタウン小倉Ｂ棟３Ｆ

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リバーウォーク北九州4F 5409

小倉メトロポリス 803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町２７－５

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

楽市楽座  イオンモール八幡東店 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ピングセンター内３Ｆ

モーリーファンタジー八幡東店 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田３丁目２－１０２イオン八幡東店３階

モーリーファンタジー具志川店 904-2235 沖縄県うるま市前原幸崎原３０３番地イオン具志川店２階

ｎａｍｃｏサンエー浦添西海岸パルコシティ店 901-2123 沖縄県浦添市西洲三丁目１番１　サンエー浦添西海岸パルコシティ３Ｆ

モーリーファンタジー糸満店 901-0303 沖縄県糸満市字兼城４００番地サンプラザいとまん店糸満店１階

モーリーファンタジー北谷店 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜８－３イオン北谷店２階

クラブセガ 北谷 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

モーリーファンタジーライカム店 901-2300 沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業区画内４街区イオンライカム店４階

アミュージアム南風原 901-1102 沖縄県島尻郡南風原町宮城３７１－１  ＳＯＵＴＨＥＲＮ  ＰＬＥＸ内

モーリーファンタジー南風原店 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町字宮平２６４イオン南風原店２階

モーリーファンタジー那覇店 901-0155 沖縄県那覇市金城５－１０－２イオン那覇店３階

モーリーファンタジー名護店 905-0012 沖縄県名護市字名護見取川原４４７２イオン名護店１階
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