
地域 店舗名 郵便番号 住所

ディノスパーク旭川店 070-0010 北海道旭川市大雪通５－４９６－５  第８山本ビル

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

キャッツアイ新川店 001-0922 北海道札幌市北区新川二条7-1-7

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

スーパーノバ 天童店 994-0049 山形県天童市南町１丁目５－２６

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

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

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

青森メトロポリス 038-0006 青森県青森市石江三好1-15-8

ピンクパンサー日立店 316-0004 茨城県日立市東多賀町５丁目１０－１０

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

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

宝島  浦和美園店 336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園５－５０－１  イオンモール浦和美園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

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

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

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

アミュージアム所沢店 359-1148 埼玉県所沢市小手指台23-1　マミーマート所沢山口店2F

フェスタ上尾店 362-0034 埼玉県上尾市愛宕3丁目1-40 バリュープラザ上尾愛宕店内

アミュージアム新座店 352-0001 埼玉県新座市東北2-32-12　イオン新座店3F

アミュージアム川口店 332-0012 埼玉県川口市本町2-7-25　ミエルかわぐち3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

GAME  ＰＩＡ 大船店 247-0056 神奈川県鎌倉市大船１－２４大船駅前ビル１-３Ｆ

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

シルクハット 本厚木店 243-0018 神奈川県厚木市中町２－４－１３本厚木駅前ビル１Ｆ

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

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

GAME  ＰＩＡ  川崎モアーズ店 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１・２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番地川崎ダイスビルＢ２Ｆ

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

楽市楽座 湘南藤沢店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目3番5号ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ湘南藤沢ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2階

アピナ印西店 270-1335 千葉県印西市原1-2

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

千葉レジャーランド成東店 289-1327 千葉県山武市姫島１１１－１

ゲームランドちはら台店 290-0194 千葉県市原市ちはら台西3-4 ショッピングモールunimoちはら台

GAME  ＰＩＡ 津田沼 275-0016 千葉県習志野市津田沼１－２－１十三ビルＢ１Ｆ

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

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 　イオン稲毛店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

アミュージアム大泉店 178-0063 東京都練馬区東大泉2-10-11　LIVINオズ大泉5F

アミュージアムＯＳＣ店 178-0063 東京都練馬区東大泉2-34-1　オズ・スタジオ・シティ2F

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番地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

アピナ荻窪店 167-0043 東京都杉並区上荻1-13-10 ﾊｸｻﾝﾋﾞﾙ

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

シルクハット蒲田西口店 144-0051 東京都大田区西蒲田７－２－３第二醍醐ビルＢ１Ｆ～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

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

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

ゲームサファリ大山 173-0014 東京都板橋区大山東町６０－１０パチンコやすだ２Ｆ

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3 キュープラザ池袋　３階

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

ゲームサントロペ池袋 170-0013 東京都豊島区東池袋１－２９サントロペビル２Ｆ

ドラマ 足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町244-1

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

『映画すみっコぐらし 1000ピースパズル』 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。
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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番地4

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　イオン蒲郡店 敷地内

小牧メトロポリス 485-0015 愛知県小牧市間々片山１８１－１

お宝市番館尾張小牧店 485-0046 愛知県小牧市堀の内3-24

ゲームファンタジアン長久手店 480-1121 愛知県長久手市武蔵塚７０５

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ヨシヅヤ津島本店シネマ館2階

半田メトロポリス 475-0838 愛知県半田市旭町3-11-1

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

中川メトロポリス 454-0954 愛知県名古屋市中川区江松3-110

王の洞窟岐南店 501-6017 岐阜県羽島郡岐南町  徳田西１ー２７

大垣メトロポリス 503-0808 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

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

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

シートピアＹＡＺ大須賀店 437-1304 静岡県掛川市西大渕3359

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

アミュージアム津幡店 929-0342 石川県河北郡津幡町北中条1丁目1番地　アル・プラザ津幡２Ｆ

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2階

アピナ塩尻店 399-0702 長野県塩尻市広丘野村1794-1

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

アピナ長野川中島店 381-2221 長野市川中島町御厨967-1

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

マンガ倉庫  富山店 939-8214 富山県富山市黒崎66

アピナ富山南店 939-8072 富山県富山市堀川町355-3

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

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長深510−1

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

楽市楽座 イオンモール大阪ドーム店 550-0023 大阪府大阪市西区千代崎3丁目13-1

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 

アミパラ　大東店 574-0023 大阪府大東市南新田２丁目３－５

ふぇすたらんど東大阪店 578-0947 大阪府東大阪市西岩田3-2-3　山陽ﾏﾙﾅｶ東大阪店内

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

G-pala姫路 672-8074 兵庫県姫路市飾磨区加茂203-1

お宝市番館  加古川店 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福７１－２ ジョイパーク加古川内 ＡＭ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

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

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

ふぇすたらんど広畑店 671-1154 兵庫県姫路市広畑区吾妻町3丁目29-2　ﾏﾙﾅｶ広畑店内

楽市楽座 イオンモール今治新都市店 794-0068 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内

バンバン衣山店 791-8025 愛媛県松山市衣山１－２４８－１

ユーズランド倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江１番地イオンモール倉敷２Ｆ

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

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

福山メトロポリス 721-0953 広島県福山市一文字町24-1

アミュージアム高松店 761-8071 香川県高松市伏石町2144番地9　1F

アミュージアム周南店 744-0025 山口県下松市中央町21-3ゆめタウン下松3F

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

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

ふぇすたらんど下松店 744-0027 山口県下松市南花岡6丁目8番1号　サンリブ下松店内

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

アミパラ 日吉津店 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津１１６０－１イオンモール日吉津西館

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

マンガ倉庫  都城店 885-0006 宮崎県都城市吉尾町８４０マンガ倉庫都城店内

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

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

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

パスカワールドグリーンランド-G店 864-0012 熊本県荒尾市本井手字大谷1574-54

近畿

中四国

九州

北陸東海



マンガ倉庫鹿児島店 891-0114 鹿児島県鹿児島市小松原１－６－７

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴジャングルパーク鹿児島店 890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎1-11-1フレスポジャングルパーク内２Ｆ

マンガ倉庫  大分東店 870-0131 大分県大分市皆春内門６０４

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

G-pala博多 812-0896 福岡県福岡市博多区東光寺町二丁目6番40号コマーシャルモール博多

楽市街道 くるめ店 839-0865 福岡県久留米市新合川2-7-10久留米ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾋﾞﾙ内

ふぇすたらんど古賀店 811-3101 福岡県古賀市天神2丁目5-1　サンリブ古賀店内

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ｽﾞ棟2F

楽市楽座 イオンモール福岡店 811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ﾉ木192-1  2F

楽市街道  箱崎店 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎5-1-8楽市街道箱崎店内

楽市楽座  砂津店 802-0014 福岡県北九州市小倉北区砂津3丁目1−1

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

楽市楽座  イオン八幡東店 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102  ｲｵﾝﾓｰﾙ八幡東ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内3F

アミュージアム南風原店 901-1102 沖縄県島尻郡南風原町字宮城371-1

楽市楽座 イオンモール沖縄ライカム店 901-2300 沖縄県中頭郡北中城村ｱﾜｾ土地区画整理事業区域内4街区

九州

沖縄


