
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 北海道旭川市緑町二十三丁目2161番地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

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

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

Ａｒｉｏ 札幌店キッズ・パーク 065-0007 北海道札幌市東区北七条東９丁目２－２０.２Ｆ

わいわいランド帯広店 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

ファミリーランド 042-0932 北海道函館市湯川町１丁目３４－１５  コープさっぽろ湯川店２Ｆ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ソユープレイランドソピア いとく鹿角店 018-5201 秋田県鹿角市花輪字下夕町164-1　いとく鹿角ショッピングセンター内

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

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

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

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

ゲームフィールド弘前樋の口店 036-8278 青森県弘前市樋の口二丁目9-6　イオンタウン弘前樋の口店

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

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

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

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2階

ソユーエンターテイメントスタジオ 須賀川店 962-0803 福島県須賀川市古河105番地　イオンタウン須賀川B棟内

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

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

ちびっこザウルス 971-8111 福島県いわき市小名浜大原字東田96 ヨークタウンアクロスプラザ大原店1Ｆ

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

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

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

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

ジャングルパーク笠間店 309-1600 茨城県笠間市赤坂8番地笠間SCポレポレシティ1F

宝島  鹿嶋店 314-0031 茨城県鹿嶋市宮中２９０－１鹿島ショッピングセンタ－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

プレビ　水戸オーパ 310-0015 茨城県水戸市宮町1-7-33水戸オーパ 7階 700区画アミューズメント

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

楽市楽座 イオンモール土浦店 300-0811 茨城県土浦市上高津367番地ｲｵﾝﾓｰﾙ土浦ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

こころっこ イトーヨーカ堂日立 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

ファンタジーランドガルー館林店 374-0004 群馬県館林市楠町3648-1 アピタ館林店2階

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
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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

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

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　コクーンシティ コクーン２ ３F

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)

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

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

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

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）

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

宝島  三郷店 341-0021 埼玉県三郷市さつき平１－１－１ＭＥＧＡドン・キホーテ三郷店１Ｆ

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

埼玉レジャーランド春日部店 344-0041 埼玉県春日部市増富谷際１６３－１

ゲームファンタジア春日部店 344-0067 埼玉県春日部市中央1-8-15　春日部ｾﾝﾄﾗﾙ 1～2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

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

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

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

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

ハローズガーデンワカバウォーク店 350-2201 埼玉県鶴ケ島市富士見１－２－１ワカバウォーク北棟２Ｆ

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

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

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

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

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

アピナ山下公園店 231-0801 神奈川県横浜市中区新山下1-2-8港山下ﾅﾅｲﾛﾋﾞﾙ2階

アドアーズ鶴見店Ｂ館 230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-4　ﾏﾂﾊﾞﾗﾋﾞﾙ　1～2階

ファンタスティックジャーニー横浜店 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５ー１ イトーヨーカドーららぽーと横浜店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

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ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ川崎 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　　　　　　　　　

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

こころっこ ホームズ川崎 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

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

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 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

ゲームファンタジア平塚店 254-0043 神奈川県平塚市紅谷町14-21  Ｔﾏﾘﾝ湘南 1～2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

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4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
関東



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

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

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

アミューズメントエース市川店 272-0034 千葉県市川市市川１－９－１１サン市川ハイツ１Ｆ

タイトーＦステーション市川妙典店 272-0111 千葉県市川市妙典４－１－１イオン市川妙典店

アドアーズ新習志野店 275-0024 千葉県習志野市茜浜2-1-9

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

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

プレビ　ワンズモール 263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町330-50ワンズモール 2階 9203区画アミューズメント

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

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

宝島　柏の葉 277-0871 千葉県柏市若柴１７５ららぽーと柏の葉店３階

プレビ　モラージュ柏 277-0837 千葉県柏市大山台2-3-1 モラージュ柏 2階 223区画プレビプレイランドコーナー

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

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

イスカンダル木更津 292-0834 千葉県木更津市潮見４－１－２

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

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

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

東京レジャーランドお台場店 135-0091 東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場4F

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

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

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

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

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

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

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

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

こころっこイトーヨーカ堂東久留米 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

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

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

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

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

キッズプラザきゃらんど曳舟店 131-0046 東京都墨田区京島1-2-1イトーヨーカドー曳舟店4F

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

関東



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

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

タイトーステーション 立川北口店 190-0012 東京都立川市曙町2-4-5　　　　　　　クリサス立川　　　　　　　　　　　　　　

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

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

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

ジャンボリー ヨークベニマル御幸ヶ原 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

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

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

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

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

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

ファンタジーウェストタウン西尾店 445-0064 愛知県西尾市高畠町３丁目２３－９  アピタ西尾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ヨシヅヤ津島本店シネマ館2階

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

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

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丁目11

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

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

プラサカプコン 徳重店 458-8570 愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重 18番地の44 

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

楽市楽座 イオンモール甲府店 409-3852 山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内1街区ｲｵﾝﾓｰﾙ甲府昭和2011

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

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

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

ハローズガーデン新潟亀田店 950-0157 新潟県新潟市江南区鵜ノ子4-466アピタ新潟亀田店２Ｆ

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

ファミリーアミューズメント新潟西店 950-2023 新潟県新潟市西区小新５－７－２１ アピタ新潟西店２Ｆ

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

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

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ焼津店 425-0091 静岡県焼津市八楠３－１８－５

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

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

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

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

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

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１１－１ＭＥＧＡドン・キホーテ浜松可美店２Ｆ

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

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ富士店 417-0055 静岡県富士市永田町２－９９

ハローズガーデン 富士吉原店 417-0071 静岡県富士市国久保2-1-10アピタ富士吉原店2F

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

楽市楽座 イオンモール新小松店 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

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

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

楽市楽座  イオンモール松本店 390-0811 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

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

関東
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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

レッツワクワク   ベル店 918-8015 福井県福井市花堂南２－１６－１

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

レインボーランド長岡店 617-0826 京都府長岡京市開田4丁目7番1号 イズミヤ長岡店2階　

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

楽市楽座 イオンモール京都桂川店 601-8211 京都府京都市 南区久世高田町376−1

ゲームＡーＣＨＯ 604-8043 京都府京都市中京区寺町通り四条上る東大文字町３０２－３０３Ａ－ｂｒｅａｋビル２Ｆ

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

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

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

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

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

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

アピナ鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4-20-1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

(株)レジャラン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

スキップパーク 520-0242 滋賀県大津市本堅田５－２０－１０アルプラザ堅田３Ｆ

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　４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

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

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

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

ハローズガーデン鳳店 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町３－１９９－１２  アリオ鳳店３Ｆ

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

楽市楽座 イオンモール四條畷 575-0001 大阪府四條畷市砂4丁目3番2号

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

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

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

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13-1

タイトーステーション 難波店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波千日前15-12

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　　　　　　　　　

アミパラ　大東店 574-0023 大阪府大東市南新田２丁目３－５

宝島  鴻池店 578-0972 大阪府東大阪市鴻池町１丁目１－７２  イオン鴻池店２Ｆ

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

ゲームフェイス八尾店 581-0025 大阪府八尾市天王寺屋２－６８ゲームフェイス八尾店内

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

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 イオンモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 奈良県生駒市鹿畑町3027番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ奈良登美ヶ丘店 専門店街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

ゲームフェイス奈良健康ランド店 632-0084 奈良県天理市嘉幡町６００－１奈良健康ランド１Ｆゲームコーナー

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

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

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

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

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

近畿
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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

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

ハローズガーデン広畑店 671-1122 兵庫県姫路市広畑区夢前町１－１－１  ＭＥＧＡドンキホーテ姫路広畑店内１Ｆ

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

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

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

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 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

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

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

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

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

アミューズメントパークＭＧ宇多津店 769-0210 香川県綾歌郡宇多津町新開２４１９番１  マルナカスーパーセンター宇多津店内

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

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

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

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ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎店2F

マンガ倉庫  都城店  トレジャーご担当者 885-0006 宮崎県都城市吉尾町８４０マンガ倉庫都城店内

コミュニケーションワークス  パスカワールド宇土-G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

コミュニケーションワークス 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

コミュニケーションワークス ＰＷ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

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

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

タイトーFステーション 出水店 899-0126 鹿児島県出水市六月田町347

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

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

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

楽市楽座 イオンモール大牟田店 836-0037 福岡県大牟田市岬町3ｰ4ｲｵﾝﾓｰﾙ大牟田2階2010

プラサカプコン直方店 822-0008 福岡県直方市湯野原2-1-1 イオンモール直方2F

タイトーステーション 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

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 811-3213 福岡県福津市793番地ｲｵﾝﾓｰﾙ福津店3階3043A

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

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

沖縄 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

近畿

中四国

九州


