
地域 店舗名 郵便番号 住所

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

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

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 

ｎａｍｃｏ札幌エスタ店 060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2丁目1番地1 ｴｽﾀ9階 

プラボ小樽店 047-0008 北海道小樽市築港11番5号 ｳｨﾝｸﾞﾍﾞｲ小樽5番街3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ﾏｯﾊﾗﾝﾄﾞ内

ｎａｍｃｏイオンモール利府店 981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前22 ｲｵﾝﾓｰﾙ利府2F 

セガワールド 石巻 986-0853 宮城県石巻市大街道東4-1-45

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

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 980-2100 宮城県仙台市青葉区中央2-5-5三経60ﾋﾞﾙ

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

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 

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 

セガ 名取セッツウイングス 981-1225 宮城県名取市飯野坂字土城堀57-1

ｎａｍｃｏイオンモール山形南店 990-2453 山形県山形市若宮3-7-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ山形南2F 

セガ庄内 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端326-6

セガ 米沢 992-0021 山形県米沢市大字花沢字ﾀﾅｺ原177

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 

セガ 弘前 036-8085 青森県弘前市大字末広1-3-3

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

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ｻﾝﾛｰﾄﾞ青森 ｱﾑｾﾞ内

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

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

ｎａｍｃｏイオンタウン郡山店 963-8812 福島県郡山市松木町2-88 ｲｵﾝﾀｳﾝ郡山 

ｎａｍｃｏ郡山西部プラザ店 963-8022 福島県郡山市西ﾉ内2丁目11-35 西部ﾌﾟﾗｻﾞ内 

タイトーアミューズメントシティ郡山 963-0115 福島県郡山市南2丁目38番地

セガワールド 福島 960-0103 福島県福島市本内字中井1-2

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 

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ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾊﾟﾙﾅ2F

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

セガワールド 館林 374-0037 群馬県館林市小桑原町949-1

セガワールド 沼田 378-0004 群馬県沼田市下久屋町1100-1

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

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

タイトーFステーション ダイエー大宮店 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3大宮西口共同ﾋﾞﾙ(ﾀﾞｲｴｰ内6F)

タイトーステーション 大宮店 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町一丁目1番地

セガ 与野 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9ｲｵﾝ与野ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

ｎａｍｃｏステラタウン店 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目854-1 ｽﾃﾗﾓｰﾙ3F 

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 

セガワールド 籠原 360-0845 埼玉県熊谷市美土里町1-169

ｎａｍｃｏイオンモール北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東1-3-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ北戸田 

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

セガ ららぽーと 富士見 354-8560 埼玉県富士見市山室1-13133階35200区画

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

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

タイトーステーション 戸塚西口店 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4023番地

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

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 横浜ﾜｰﾙﾄﾞﾎﾟｰﾀｰｽﾞ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

ｎａｍｃｏ港北ＴＯＫＹＵ　Ｓ．Ｃ．店 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ｹ崎中央5-1 港北TOKYU S.C. 

ｎａｍｃｏららぽーと横浜店 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1-2階 23050 

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ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ横浜別所店 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ﾋﾞﾅｳｫｰｸ六番館 2F

ｎａｍｃｏイオンモール座間店 252-0012 神奈川県座間市広野台2丁目10-4 ｲｵﾝﾓｰﾙ座間店3F 

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ﾌﾚｽﾎﾟ小田原ｼﾃｨｰﾓｰﾙ2F

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川崎ﾌﾟﾗｻﾞ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ﾋﾞﾙ3階         

ｎａｍｃｏイオン相模原店 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵2丁目10番1 

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

ｎａｍｃｏＯＳＣ湘南シティ店 254-0807 神奈川県平塚市代官町33番地1 OSC湘南ｼﾃｨ内 

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

イオンタウンユーカリが丘ゲームコーナー 285-0850 千葉県佐倉市西ﾕｰｶﾘが丘6丁目12番地の3 

タイトーFステーション イオン市川妙典店 272-0111 千葉県市川市妙典4丁目1番1号ｲｵﾝ市川妙典店2番街2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ﾀﾞｲｴｰ新松戸店4階

ｎａｍｃｏテラスモール松戸店 270-0023 千葉県松戸市八ヶ崎2-8-1 ﾃﾗｽﾓｰﾙ松戸店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蘇我ﾊｰﾊﾞｰｼﾃｨ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｳｫｰｸ ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ棟 1F

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 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾓｰﾙ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 

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

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ｾﾌﾞﾝﾊﾟｰｸｱﾘｵ柏3F

タイトーステーション 柏店 277-0005 千葉県柏市柏2-3-1

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 

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 

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

ｎａｍｃｏイトーヨーカドー木場店 135-0042 東京都江東区木場1-5-30 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ木場店2･3F 

タイトーステーション 渋谷店 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-12渋谷東映ﾌﾟﾗｻﾞ

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指田ﾋﾞﾙ

タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店 160-0022 東京都新宿区新宿3-35-8

タイトーステーション 新宿西口店 160-0023 東京都新宿区西新宿1-13-4

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広瀬本社ﾋﾞﾙ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

タイトーイン綾瀬 120-0005 東京都足立区綾瀬4-9-29ﾎｰｷｮﾎﾞﾅｰﾙﾋﾞﾙ

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丘の上ﾊﾟﾃｨｵ内

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

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

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

セガ 町田 194.-0013 東京都町田市原町田6-13-17ｱｰﾊﾞﾝﾐｻﾜﾋﾞﾙ

タイトーステーション 町田店 194-0013 東京都町田市原町田6-21-23松山ﾋﾞﾙ1階

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            

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

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

セガ 東京ドームシティ 112-0004 東京都文京区後楽1-3-61株式会社東京ﾄﾞｰﾑ ｱﾄﾗｸｼｮﾝｽﾞ内ｶｰﾆﾊﾞﾙ

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

セガ 池袋GiGO 170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-1

タイトーステーション 錦糸町楽天地店 130-0022 東京都墨田区江東橋4-27-14楽天地ﾋﾞﾙ地下1階

タイトーFステーション オリナス錦糸町店 130-0012 東京都墨田区太平4-1-2

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 

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

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

プラボ宇都宮店 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町1606番地1 P&Dﾋﾞﾙ 

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

ｎａｍｃｏフェドラＰ＆Ｄ佐野店 327-0821 栃木県佐野市高萩町1340 

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小山駅ﾋﾞﾙ(VAL小山)

ｎａｍｃｏイオン栃木店 328-8501 栃木県栃木市箱森町37-9 ｲｵﾝ栃木店2F 

セガ イオンモール 木曽川 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田南字八ﾂヶ池25-1ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ･ｷﾘｵ3階

タイトーステーション パールシティ稲沢店 492-8164 愛知県稲沢市井之口大坪町80-1ﾊﾟｰﾙｼﾃｨ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 ｱﾋﾟﾀ稲沢店 

セガ イオンタウン刈谷 448-0007 愛知県刈谷市東境町京和1

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 ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

セガ 東名ボール 489-0972 愛知県瀬戸市西原町2丁目114

ＮＬ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 ﾘｿﾗ大府ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾃﾗｽ2F 

セガワールド 知立 472-0045 愛知県知立市長篠町大山18-1ｷﾞｬﾗﾘｴｱﾋﾟﾀ1F

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 

セガ プライムツリー 赤池 470-0125 愛知県日進市赤池町箕ﾉ手1(311区画)

タイトーステーション 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 

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ﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ4F

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ﾋﾞﾙ1階･2階

ｎａｍｃｏ名古屋駅前店 453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町6-6 ﾆｯｾｲ名古屋駅西ﾋﾞﾙ別館B1 

ｎａｍｃｏイオンモールナゴヤドーム前店 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3 ｲｵﾝﾓｰﾙﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前3F 

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 

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 

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

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 

セガ マーゴ関 501-3936 岐阜県関市倉知516番地

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 

ｎａｍｃｏイオンモール大垣店 503-0933 岐阜県大垣市外野2丁目100番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ大垣店2F 

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･ﾌﾟﾗｻﾞ鶴見店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

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

タイトーF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

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

ｎａｍｃｏ新潟店 950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-1 ひもろぎﾋﾞﾙ2F 

セガサントムーン柿田川 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ｳｪﾙﾃﾞｨ長泉2F

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ﾋﾞﾙ

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ﾍﾞｲﾄﾞﾘｰﾑ清水

ｎａｍｃｏららぽーと磐田店 438-0801 静岡県磐田市高見丘1200番地 ららぽｰと磐田店2F店番21210 

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

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

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ﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3階

ｎａｍｃｏイオンモールかほく店 929-1126 石川県かほく市内日角ﾀ25 ｲｵﾝﾓｰﾙかほく内 

セガアルプラザ 金沢 920-0014 石川県金沢市諸江町30-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ金沢 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宇都宮片町ﾋﾞﾙ 1F

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ﾄﾞ内1Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

セガワールド 豊科 399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高1115

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ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ南松本店3F

タイトーFステーション 松本店 399-0014 長野県松本市平田東1-27-1

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 

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

セガイオンモール高岡 933-0813 富山県高岡市下伏間383ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡西館2F(2001A区画)

アピタ富山東店ゲームコーナー 930-0835 富山県富山市上冨居3-8-38 ｱﾋﾟﾀ富山東店2F 

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 ﾌｧﾎﾞｰﾚ2F

ｎａｍｃｏフェアモール福井大和田店 910-0836 福井県福井市大和田2-1230 ｱﾋﾟﾀ福井大和田店2F 

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32京都ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2F

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 

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番地ｻﾝｼﾊﾟｰｸ内

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

セガワールド 久居 514-1101 三重県津市久居明神町字風早2534-1ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内

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 

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

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

ｎａｍｃｏビバシティ彦根店 522-0044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43-1 ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ彦根2F 

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 

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 

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ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ寝屋川 ﾓｰﾙ棟2F

セガ あべのキューズモール 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1あべのﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸ ｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ

ｎａｍｃｏイオンモール鶴見緑地店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1-421 ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴見緑地4F 

ｅｇｇｎａｍ　ＶＲＺONE大阪 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ﾋﾞﾙ2F 

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ﾋﾞﾙ 1F･2F

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 なんばﾊﾟｰｸｽ6F 

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

セガ 東大阪 577-0004 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64

タイトーステーション アリオ八尾店 581-0803 大阪府八尾市光町2-3ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰｱﾘｵ八尾3F

ｎａｍｃｏくずはモール店 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町10ｰ85 KUZUHAMALL南館2F 

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

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

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ﾋﾞﾙ西館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神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumieMOSAIC

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ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ1F

ｎａｍｃｏイオンモール神戸南店 652-0844 兵庫県神戸市兵庫区中之島2-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸南3F 

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

セガ ららぽーと 甲子園 663-8178 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100ららぽｰと甲子園2050ｿﾆｯｸﾀｳﾝ

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

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ﾊﾞｰｼﾃｨ2F 

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

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

ｎａｍｃｏオークワパビリオンシティ田辺店 646-0051 和歌山県田辺市稲成町新江原3165 ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝｼﾃｨ田辺店C館2F 

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

パームシティ和歌山ナムコランド 640-8535 和歌山県和歌山市中野31-1 ﾊﾟｰﾑｼﾃｨ和歌山店2F 

ｎａｍｃｏフジグラン北宇和島店 798-0022 愛媛県宇和島市伊吹町甲912番地2 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ北宇和島店別棟 

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今治ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ内

ｎａｍｃｏフジグラン松山店 790-0065 愛媛県松山市宮西1-2-1 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ松山店4F 

ｎａｍｃｏパルティ・フジ西条玉津店 793-0001 愛媛県西条市玉津564番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

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

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ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ緑井3F

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 広島本通店 730-0035 広島県広島市中区本通3-5せらかぐ本通ﾋﾞﾙ

セガ 広島本通 730-0035 広島県広島市中区本通9-30ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾋﾞﾙ

ｎａｍｃｏゆめタウン広島店 734-0007 広島県広島市南区皆実町2丁目8番17号 ゆめﾀｳﾝ広島店342 

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ東広島店 739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇4405番地 

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

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 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ神辺店 3F

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ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ丸亀 ﾊﾞｯﾊ棟2F

セガ 丸亀 763-0062 香川県丸亀市蓬莱町56-1

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ゆめﾗﾝﾄﾞ 

セガ 高松 761-8058 香川県高松市勅使町535

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ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ野市店内

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ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ高知 3F

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 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ宇部店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 おのだｻﾝﾊﾟｰｸｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ2F 

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 

ｎａｍｃｏフジグラン石井店 779-3223 徳島県名西郡石井町高川原字天神544番地1 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ石井店内2F 

ｎａｍｃｏイオンモール宇城店 869-0606 熊本県宇城市小川町河江1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ宇城2F 

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 

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 

ゆめタウンサンピアンアミューズパーク 861-8010 熊本県熊本市東区上南部二丁目2番2号 ゆめﾀｳﾝｻﾝﾋﾟｱﾝ3F 

ｎａｍｃｏモラージュ佐賀店 840-8551 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730 ﾓﾗｰｼﾞｭ佐賀 南館1F 

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 

ゆめタウン武雄店 843-0022 佐賀県武雄市武雄町武雄4992 ゆめﾀｳﾝ武雄2Fゆめｷｯｽﾞ 

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

タイトーステーション アミュプラザ鹿児島店 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町1-1ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島6F

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

ｎａｍｃｏトキハわさだタウン店 870-1155 大分県大分市大字玉沢字楠本755-1 ﾄｷﾊわさだﾀｳﾝ内2F 

ｎａｍｃｏ杉乃井ホテル店 874-0822 大分県別府市観海寺1 ｽｷﾞﾉｲﾊﾟﾚｽ1F 

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         

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

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 

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ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ長崎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

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 

ｎａｍｃｏゆめタウン筑紫野店 818-0081 福岡県筑紫野市針摺東3-3-1 

セガアリーナ 中間 809-0013 福岡県中間市上蓮花寺3-1-1

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 ﾏﾘﾅｻｲﾄﾞ棟 2F

ｎａｍｃｏマークイズ福岡ももち店 810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1 ﾏｰｸｲｽﾞ福岡ももち店4F 

タイトーステーション 福岡天神店 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-6-35ｻｻﾞﾝｸﾛｽﾋﾞﾙ

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 

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

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 博多ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ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ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ4F

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

タイトーステーション リバーウォーク店 803-0812 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1ﾘﾊﾞｰｳｫｰｸ北九州4F 5409

ｎａｍｃｏイオン具志川店 904-2235 沖縄県うるま市字前原幸崎原303番地 ｲｵﾝ具志川SC2F 

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ﾊﾟﾙｺｼﾃｨ3F 

クラブセガ 北谷 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

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ﾌﾟﾚｲｽ内2F 

近畿

中四国

九州

沖縄

『映画すみっコぐらし ぬいぐるみXL 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

関東

北陸東海



地域 店舗名 郵便番号 住所

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

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

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 

ｎａｍｃｏ札幌エスタ店 060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2丁目1番地1 ｴｽﾀ9階 

プラボ小樽店 047-0008 北海道小樽市築港11番5号 ｳｨﾝｸﾞﾍﾞｲ小樽5番街3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ﾏｯﾊﾗﾝﾄﾞ内

ｎａｍｃｏイオンモール利府店 981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前22 ｲｵﾝﾓｰﾙ利府2F 

セガワールド 石巻 986-0853 宮城県石巻市大街道東4-1-45

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

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 980-2100 宮城県仙台市青葉区中央2-5-5三経60ﾋﾞﾙ

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

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 

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 

セガ 名取セッツウイングス 981-1225 宮城県名取市飯野坂字土城堀57-1

ｎａｍｃｏイオンモール山形南店 990-2453 山形県山形市若宮3-7-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ山形南2F 

セガ庄内 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端326-6

セガ 米沢 992-0021 山形県米沢市大字花沢字ﾀﾅｺ原177

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 

セガ 弘前 036-8085 青森県弘前市大字末広1-3-3

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

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ｻﾝﾛｰﾄﾞ青森 ｱﾑｾﾞ内

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

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

ｎａｍｃｏイオンタウン郡山店 963-8812 福島県郡山市松木町2-88 ｲｵﾝﾀｳﾝ郡山 

ｎａｍｃｏ郡山西部プラザ店 963-8022 福島県郡山市西ﾉ内2丁目11-35 西部ﾌﾟﾗｻﾞ内 

タイトーアミューズメントシティ郡山 963-0115 福島県郡山市南2丁目38番地

セガワールド 福島 960-0103 福島県福島市本内字中井1-2

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 

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ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾊﾟﾙﾅ2F

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

セガワールド 館林 374-0037 群馬県館林市小桑原町949-1

セガワールド 沼田 378-0004 群馬県沼田市下久屋町1100-1

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

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

タイトーFステーション ダイエー大宮店 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3大宮西口共同ﾋﾞﾙ(ﾀﾞｲｴｰ内6F)

タイトーステーション 大宮店 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町一丁目1番地

セガ 与野 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9ｲｵﾝ与野ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

ｎａｍｃｏステラタウン店 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目854-1 ｽﾃﾗﾓｰﾙ3F 

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 

セガワールド 籠原 360-0845 埼玉県熊谷市美土里町1-169

ｎａｍｃｏイオンモール北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東1-3-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ北戸田 

セガ ららぽーと 富士見 354-8560 埼玉県富士見市山室1-13133階35200区画

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

タイトーステーション 戸塚西口店 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4023番地

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

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 横浜ﾜｰﾙﾄﾞﾎﾟｰﾀｰｽﾞ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

ｎａｍｃｏ港北ＴＯＫＹＵ　Ｓ．Ｃ．店 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ｹ崎中央5-1 港北TOKYU S.C. 

ｎａｍｃｏららぽーと横浜店 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1-2階 23050 

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ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ横浜別所店 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ﾋﾞﾅｳｫｰｸ六番館 2F

ｎａｍｃｏイオンモール座間店 252-0012 神奈川県座間市広野台2丁目10-4 ｲｵﾝﾓｰﾙ座間店3F 

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ﾌﾚｽﾎﾟ小田原ｼﾃｨｰﾓｰﾙ2F

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川崎ﾌﾟﾗｻﾞ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ﾋﾞﾙ3階         

ｎａｍｃｏイオン相模原店 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵2丁目10番1 

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

ｎａｍｃｏＯＳＣ湘南シティ店 254-0807 神奈川県平塚市代官町33番地1 OSC湘南ｼﾃｨ内 

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

イオンタウンユーカリが丘ゲームコーナー 285-0850 千葉県佐倉市西ﾕｰｶﾘが丘6丁目12番地の3 

タイトーFステーション イオン市川妙典店 272-0111 千葉県市川市妙典4丁目1番1号ｲｵﾝ市川妙典店2番街2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ﾀﾞｲｴｰ新松戸店4階

ｎａｍｃｏテラスモール松戸店 270-0023 千葉県松戸市八ヶ崎2-8-1 ﾃﾗｽﾓｰﾙ松戸店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蘇我ﾊｰﾊﾞｰｼﾃｨ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｳｫｰｸ ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ棟 1F

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 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾓｰﾙ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 

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

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ｾﾌﾞﾝﾊﾟｰｸｱﾘｵ柏3F

タイトーステーション 柏店 277-0005 千葉県柏市柏2-3-1

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 

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 

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

ｎａｍｃｏイトーヨーカドー木場店 135-0042 東京都江東区木場1-5-30 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ木場店2･3F 

タイトーステーション 渋谷店 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-12渋谷東映ﾌﾟﾗｻﾞ

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指田ﾋﾞﾙ

タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店 160-0022 東京都新宿区新宿3-35-8

タイトーステーション 新宿西口店 160-0023 東京都新宿区西新宿1-13-4

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ﾌﾟﾗｯﾂ砧1F

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広瀬本社ﾋﾞﾙ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

タイトーイン綾瀬 120-0005 東京都足立区綾瀬4-9-29ﾎｰｷｮﾎﾞﾅｰﾙﾋﾞﾙ

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丘の上ﾊﾟﾃｨｵ内

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

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

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

セガ 町田 194.-0013 東京都町田市原町田6-13-17ｱｰﾊﾞﾝﾐｻﾜﾋﾞﾙ

タイトーステーション 町田店 194-0013 東京都町田市原町田6-21-23松山ﾋﾞﾙ1階

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            

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

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

セガ 東京ドームシティ 112-0004 東京都文京区後楽1-3-61株式会社東京ﾄﾞｰﾑ ｱﾄﾗｸｼｮﾝｽﾞ内ｶｰﾆﾊﾞﾙ

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

セガ 池袋GiGO 170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-1

タイトーステーション 錦糸町楽天地店 130-0022 東京都墨田区江東橋4-27-14楽天地ﾋﾞﾙ地下1階

タイトーFステーション オリナス錦糸町店 130-0012 東京都墨田区太平4-1-2

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 

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

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

プラボ宇都宮店 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町1606番地1 P&Dﾋﾞﾙ 

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

ｎａｍｃｏフェドラＰ＆Ｄ佐野店 327-0821 栃木県佐野市高萩町1340 

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小山駅ﾋﾞﾙ(VAL小山)

ｎａｍｃｏイオン栃木店 328-8501 栃木県栃木市箱森町37-9 ｲｵﾝ栃木店2F 

セガ イオンモール 木曽川 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田南字八ﾂヶ池25-1ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ･ｷﾘｵ3階

タイトーステーション パールシティ稲沢店 492-8164 愛知県稲沢市井之口大坪町80-1ﾊﾟｰﾙｼﾃｨ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 ｱﾋﾟﾀ稲沢店 

セガ イオンタウン刈谷 448-0007 愛知県刈谷市東境町京和1

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 ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

セガ 東名ボール 489-0972 愛知県瀬戸市西原町2丁目114

ＮＬ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 ﾘｿﾗ大府ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾃﾗｽ2F 

セガワールド 知立 472-0045 愛知県知立市長篠町大山18-1ｷﾞｬﾗﾘｴｱﾋﾟﾀ1F

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 

セガ プライムツリー 赤池 470-0125 愛知県日進市赤池町箕ﾉ手1(311区画)

タイトーステーション 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 

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ﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ4F

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ﾋﾞﾙ1階･2階

ｎａｍｃｏ名古屋駅前店 453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町6-6 ﾆｯｾｲ名古屋駅西ﾋﾞﾙ別館B1 

ｎａｍｃｏイオンモールナゴヤドーム前店 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3 ｲｵﾝﾓｰﾙﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前3F 

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 

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 

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

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 

セガ マーゴ関 501-3936 岐阜県関市倉知516番地

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 

ｎａｍｃｏイオンモール大垣店 503-0933 岐阜県大垣市外野2丁目100番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ大垣店2F 

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･ﾌﾟﾗｻﾞ鶴見店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

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

タイトーF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

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

ｎａｍｃｏ新潟店 950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-1 ひもろぎﾋﾞﾙ2F 

セガサントムーン柿田川 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ｳｪﾙﾃﾞｨ長泉2F

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ﾋﾞﾙ

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ﾍﾞｲﾄﾞﾘｰﾑ清水

ｎａｍｃｏららぽーと磐田店 438-0801 静岡県磐田市高見丘1200番地 ららぽｰと磐田店2F店番21210 

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

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

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ﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3階

ｎａｍｃｏイオンモールかほく店 929-1126 石川県かほく市内日角ﾀ25 ｲｵﾝﾓｰﾙかほく内 

セガアルプラザ 金沢 920-0014 石川県金沢市諸江町30-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ金沢 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宇都宮片町ﾋﾞﾙ 1F

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ﾄﾞ内1Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

セガワールド 豊科 399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高1115

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ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ南松本店3F

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 

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

セガイオンモール高岡 933-0813 富山県高岡市下伏間383ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡西館2F(2001A区画)

アピタ富山東店ゲームコーナー 930-0835 富山県富山市上冨居3-8-38 ｱﾋﾟﾀ富山東店2F 

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 ﾌｧﾎﾞｰﾚ2F

ｎａｍｃｏフェアモール福井大和田店 910-0836 福井県福井市大和田2-1230 ｱﾋﾟﾀ福井大和田店2F 

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32京都ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2F

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 

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番地ｻﾝｼﾊﾟｰｸ内

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

セガワールド 久居 514-1101 三重県津市久居明神町字風早2534-1ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内

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 

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

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

ｎａｍｃｏビバシティ彦根店 522-0044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43-1 ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ彦根2F 

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 

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 

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ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ寝屋川 ﾓｰﾙ棟2F

セガ あべのキューズモール 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1あべのﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸ ｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ

ｎａｍｃｏイオンモール鶴見緑地店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1-421 ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴見緑地4F 

ＡＭｅｇｇｎａｍ　ＶＲＺONE大阪 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ﾋﾞﾙ2F 

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ﾋﾞﾙ 1F･2F

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 なんばﾊﾟｰｸｽ6F 

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

セガ 東大阪 577-0004 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64

タイトーステーション アリオ八尾店 581-0803 大阪府八尾市光町2-3ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰｱﾘｵ八尾3F

ｎａｍｃｏくずはモール店 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町10ｰ85 KUZUHAMALL南館2F 

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

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

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ﾋﾞﾙ西館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神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumieMOSAIC

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ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ1F

ｎａｍｃｏイオンモール神戸南店 652-0844 兵庫県神戸市兵庫区中之島2-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸南3F 

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

セガ ららぽーと 甲子園 663-8178 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100ららぽｰと甲子園2050ｿﾆｯｸﾀｳﾝ

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

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ﾊﾞｰｼﾃｨ2F 

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

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

ｎａｍｃｏオークワパビリオンシティ田辺店 646-0051 和歌山県田辺市稲成町新江原3165 ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝｼﾃｨ田辺店C館2F 

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

パームシティ和歌山ナムコランド 640-8535 和歌山県和歌山市中野31-1 ﾊﾟｰﾑｼﾃｨ和歌山店2F 

ｎａｍｃｏフジグラン北宇和島店 798-0022 愛媛県宇和島市伊吹町甲912番地2 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ北宇和島店別棟 

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今治ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ内

ｎａｍｃｏフジグラン松山店 790-0065 愛媛県松山市宮西1-2-1 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ松山店4F 

ｎａｍｃｏパルティ・フジ西条玉津店 793-0001 愛媛県西条市玉津564番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

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

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ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ緑井3F

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 広島本通店 730-0035 広島県広島市中区本通3-5せらかぐ本通ﾋﾞﾙ

セガ 広島本通 730-0035 広島県広島市中区本通9-30ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾋﾞﾙ

ｎａｍｃｏゆめタウン広島店 734-0007 広島県広島市南区皆実町2丁目8番17号 ゆめﾀｳﾝ広島店342 

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ東広島店 739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇4405番地 

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

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 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ神辺店 3F

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ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ丸亀 ﾊﾞｯﾊ棟2F

セガ 丸亀 763-0062 香川県丸亀市蓬莱町56-1

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ゆめﾗﾝﾄﾞ 

セガ 高松 761-8058 香川県高松市勅使町535

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ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ野市店内

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ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ高知 3F

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 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ宇部店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 おのだｻﾝﾊﾟｰｸｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ2F 

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 

ｎａｍｃｏフジグラン石井店 779-3223 徳島県名西郡石井町高川原字天神544番地1 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ石井店内2F 

ｎａｍｃｏイオンモール宇城店 869-0606 熊本県宇城市小川町河江1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ宇城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 

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 

ゆめタウンサンピアンアミューズパーク 861-8010 熊本県熊本市東区上南部二丁目2番2号 ゆめﾀｳﾝｻﾝﾋﾟｱﾝ3F 

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モラージュ佐賀店 840-8551 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730 ﾓﾗｰｼﾞｭ佐賀 南館1F 

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 

ゆめタウン武雄店 843-0022 佐賀県武雄市武雄町武雄4992 ゆめﾀｳﾝ武雄2Fゆめｷｯｽﾞ 

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

タイトーステーション アミュプラザ鹿児島店 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町1-1ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島6F

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

ｎａｍｃｏトキハわさだタウン店 870-1155 大分県大分市大字玉沢字楠本755-1 ﾄｷﾊわさだﾀｳﾝ内2F 

ｎａｍｃｏ杉乃井ホテル店 874-0822 大分県別府市観海寺1 ｽｷﾞﾉｲﾊﾟﾚｽ1F 

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         

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

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 

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ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ長崎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

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 

ｎａｍｃｏゆめタウン筑紫野店 818-0081 福岡県筑紫野市針摺東3-3-1 

セガアリーナ 中間 809-0013 福岡県中間市上蓮花寺3-1-1

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 ﾏﾘﾅｻｲﾄﾞ棟 2F

ｎａｍｃｏマークイズ福岡ももち店 810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1 ﾏｰｸｲｽﾞ福岡ももち店4F 

タイトーステーション 福岡天神店 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-6-35ｻｻﾞﾝｸﾛｽﾋﾞﾙ

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 

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

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 博多ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ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ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ4F

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

タイトーステーション リバーウォーク店 803-0812 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1ﾘﾊﾞｰｳｫｰｸ北九州4F 5409

ｎａｍｃｏイオン具志川店 904-2235 沖縄県うるま市字前原幸崎原303番地 ｲｵﾝ具志川SC2F 

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ﾊﾟﾙｺｼﾃｨ3F 

クラブセガ 北谷 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

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ﾌﾟﾚｲｽ内2F 

九州

沖縄

北海道

東北

関東

北陸東海

近畿

中四国

『映画すみっコぐらし ぬいぐるみXL Part2』 導入店一覧
※導入のタイミングは店舗によって異なります。

※景品は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。



地域 店舗名 郵便番号 住所

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

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

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 

ｎａｍｃｏ札幌エスタ店 060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2丁目1番地1 ｴｽﾀ9階 

プラボ小樽店 047-0008 北海道小樽市築港11番5号 ｳｨﾝｸﾞﾍﾞｲ小樽5番街3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ﾏｯﾊﾗﾝﾄﾞ内

ｎａｍｃｏイオンモール利府店 981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前22 ｲｵﾝﾓｰﾙ利府2F 

セガワールド 石巻 986-0853 宮城県石巻市大街道東4-1-45

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

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 980-2100 宮城県仙台市青葉区中央2-5-5三経60ﾋﾞﾙ

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

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 

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 

セガ 名取セッツウイングス 981-1225 宮城県名取市飯野坂字土城堀57-1

セガ 米沢 992-0021 山形県米沢市大字花沢字ﾀﾅｺ原177

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 

セガ 弘前 036-8085 青森県弘前市大字末広1-3-3

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

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ｻﾝﾛｰﾄﾞ青森 ｱﾑｾﾞ内

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

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

ｎａｍｃｏイオンタウン郡山店 963-8812 福島県郡山市松木町2-88 ｲｵﾝﾀｳﾝ郡山 

ｎａｍｃｏ郡山西部プラザ店 963-8022 福島県郡山市西ﾉ内2丁目11-35 西部ﾌﾟﾗｻﾞ内 

タイトーアミューズメントシティ郡山 963-0115 福島県郡山市南2丁目38番地

セガワールド 福島 960-0103 福島県福島市本内字中井1-2

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 

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ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾊﾟﾙﾅ2F

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

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 

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

タイトーFステーション ダイエー大宮店 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3大宮西口共同ﾋﾞﾙ(ﾀﾞｲｴｰ内6F)

タイトーステーション 大宮店 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町一丁目1番地

セガ 与野 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9ｲｵﾝ与野ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

ｎａｍｃｏステラタウン店 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目854-1 ｽﾃﾗﾓｰﾙ3F 

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 

ｎａｍｃｏイオンモール北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東1-3-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ北戸田 

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

セガ ららぽーと 富士見 354-8560 埼玉県富士見市山室1-13133階35200区画

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

タイトーステーション 戸塚西口店 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4023番地

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

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 横浜ﾜｰﾙﾄﾞﾎﾟｰﾀｰｽﾞ5F 

ｎａｍｃｏ港北ＴＯＫＹＵ　Ｓ．Ｃ．店 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ｹ崎中央5-1 港北TOKYU S.C. 

ｎａｍｃｏららぽーと横浜店 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1-2階 23050 

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ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ横浜別所店 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ﾋﾞﾅｳｫｰｸ六番館 2F

ｎａｍｃｏイオンモール座間店 252-0012 神奈川県座間市広野台2丁目10-4 ｲｵﾝﾓｰﾙ座間店3F 

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ﾌﾚｽﾎﾟ小田原ｼﾃｨｰﾓｰﾙ2F

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川崎ﾌﾟﾗｻﾞ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ﾋﾞﾙ3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

ｎａｍｃｏＯＳＣ湘南シティ店 254-0807 神奈川県平塚市代官町33番地1 OSC湘南ｼﾃｨ内 

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

タイトーFステーション イオン市川妙典店 272-0111 千葉県市川市妙典4丁目1番1号ｲｵﾝ市川妙典店2番街2階

ｎａｍｃｏテラスモール松戸店 270-0023 千葉県松戸市八ヶ崎2-8-1 ﾃﾗｽﾓｰﾙ松戸店3F 

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 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾓｰﾙ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

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 

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 

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

ｎａｍｃｏイトーヨーカドー木場店 135-0042 東京都江東区木場1-5-30 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ木場店2･3F 

タイトーステーション 渋谷店 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-12渋谷東映ﾌﾟﾗｻﾞ

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指田ﾋﾞﾙ

タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店 160-0022 東京都新宿区新宿3-35-8

タイトーステーション 新宿西口店 160-0023 東京都新宿区西新宿1-13-4

Ｈｅｙ 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-5広瀬本社ﾋﾞﾙ2F

セガ 秋葉原3号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-11-11

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ﾎｰｷｮﾎﾞﾅｰﾙﾋﾞﾙ

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丘の上ﾊﾟﾃｨｵ内

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

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

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

セガ 町田 194.-0013 東京都町田市原町田6-13-17ｱｰﾊﾞﾝﾐｻﾜﾋﾞﾙ

タイトーステーション 町田店 194-0013 東京都町田市原町田6-21-23松山ﾋﾞﾙ1階

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            

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   ﾀﾞｲｴｰ武蔵村山店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

セガ 東京ドームシティ 112-0004 東京都文京区後楽1-3-61株式会社東京ﾄﾞｰﾑ ｱﾄﾗｸｼｮﾝｽﾞ内ｶｰﾆﾊﾞﾙ

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

セガ 池袋GiGO 170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-1

タイトーステーション 錦糸町楽天地店 130-0022 東京都墨田区江東橋4-27-14楽天地ﾋﾞﾙ地下1階

タイトーFステーション オリナス錦糸町店 130-0012 東京都墨田区太平4-1-2

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 

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

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

プラボ宇都宮店 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町1606番地1 P&Dﾋﾞﾙ 

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

ｎａｍｃｏフェドラＰ＆Ｄ佐野店 327-0821 栃木県佐野市高萩町1340 

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小山駅ﾋﾞﾙ(VAL小山)

セガ イオンモール 木曽川 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田南字八ﾂヶ池25-1ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ･ｷﾘｵ3階

タイトーステーション パールシティ稲沢店 492-8164 愛知県稲沢市井之口大坪町80-1ﾊﾟｰﾙｼﾃｨ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 ｱﾋﾟﾀ稲沢店 

セガ イオンタウン刈谷 448-0007 愛知県刈谷市東境町京和1

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 ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

セガ 東名ボール 489-0972 愛知県瀬戸市西原町2丁目114

ＮＬ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 ﾘｿﾗ大府ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾃﾗｽ2F 

セガワールド 知立 472-0045 愛知県知立市長篠町大山18-1ｷﾞｬﾗﾘｴｱﾋﾟﾀ1F

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 

セガ プライムツリー 赤池 470-0125 愛知県日進市赤池町箕ﾉ手1(311区画)

タイトーステーション 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 

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ﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ4F

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ﾋﾞﾙ1階･2階

ｎａｍｃｏイオンモールナゴヤドーム前店 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3 ｲｵﾝﾓｰﾙﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前3F 

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 

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 

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

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 

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 

ｎａｍｃｏイオンモール大垣店 503-0933 岐阜県大垣市外野2丁目100番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ大垣店2F 

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･ﾌﾟﾗｻﾞ鶴見店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

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

タイトーF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

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

セガサントムーン柿田川 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ｳｪﾙﾃﾞｨ長泉2F

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ﾋﾞﾙ

ｎａｍｃｏららぽーと磐田店 438-0801 静岡県磐田市高見丘1200番地 ららぽｰと磐田店2F店番21210 

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

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

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ﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3階

ｎａｍｃｏイオンモールかほく店 929-1126 石川県かほく市内日角ﾀ25 ｲｵﾝﾓｰﾙかほく内 

セガアルプラザ 金沢 920-0014 石川県金沢市諸江町30-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ金沢 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宇都宮片町ﾋﾞﾙ 1F

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ﾄﾞ内1Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

セガワールド 豊科 399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高1115

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ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ南松本店3F

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 

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

セガイオンモール高岡 933-0813 富山県高岡市下伏間383ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡西館2F(2001A区画)

アピタ富山東店ゲームコーナー 930-0835 富山県富山市上冨居3-8-38 ｱﾋﾟﾀ富山東店2F 

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 ﾌｧﾎﾞｰﾚ2F

ｎａｍｃｏフェアモール福井大和田店 910-0836 福井県福井市大和田2-1230 ｱﾋﾟﾀ福井大和田店2F 

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32京都ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2F

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

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 

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

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

ｎａｍｃｏビバシティ彦根店 522-0044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43-1 ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ彦根2F 

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 

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 

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ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ寝屋川 ﾓｰﾙ棟2F

セガ あべのキューズモール 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1あべのﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸ ｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ

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イオンモール鶴見緑地店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1-421 ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴見緑地4F 

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

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ﾋﾞﾙ 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

セガ 東大阪 577-0004 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64

ｎａｍｃｏくずはモール店 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町10ｰ85 KUZUHAMALL南館2F 

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

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

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ﾋﾞﾙ西館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神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumieMOSAIC

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ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ1F

ｎａｍｃｏイオンモール神戸南店 652-0844 兵庫県神戸市兵庫区中之島2-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸南3F 

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

セガ ららぽーと 甲子園 663-8178 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100ららぽｰと甲子園2050ｿﾆｯｸﾀｳﾝ

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

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ﾊﾞｰｼﾃｨ2F 

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

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

ｎａｍｃｏオークワパビリオンシティ田辺店 646-0051 和歌山県田辺市稲成町新江原3165 ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝｼﾃｨ田辺店C館2F 

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

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今治ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ内

ｎａｍｃｏフジグラン松山店 790-0065 愛媛県松山市宮西1-2-1 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ松山店4F 

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

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

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ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ緑井3F

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 広島本通店 730-0035 広島県広島市中区本通3-5せらかぐ本通ﾋﾞﾙ

セガ 広島本通 730-0035 広島県広島市中区本通9-30ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾋﾞﾙ

ｎａｍｃｏゆめタウン広島店 734-0007 広島県広島市南区皆実町2丁目8番17号 ゆめﾀｳﾝ広島店342 

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ東広島店 739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇4405番地 

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

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 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ神辺店 3F

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ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ丸亀 ﾊﾞｯﾊ棟2F

セガ 丸亀 763-0062 香川県丸亀市蓬莱町56-1

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ゆめﾗﾝﾄﾞ 

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ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ野市店内

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ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ高知 3F

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 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ宇部店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 おのだｻﾝﾊﾟｰｸｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ2F 

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 

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 

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 

ゆめタウンサンピアンアミューズパーク 861-8010 熊本県熊本市東区上南部二丁目2番2号 ゆめﾀｳﾝｻﾝﾋﾟｱﾝ3F 

ｎａｍｃｏモラージュ佐賀店 840-8551 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730 ﾓﾗｰｼﾞｭ佐賀 南館1F 

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 

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

タイトーステーション アミュプラザ鹿児島店 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町1-1ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島6F

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

ｎａｍｃｏトキハわさだタウン店 870-1155 大分県大分市大字玉沢字楠本755-1 ﾄｷﾊわさだﾀｳﾝ内2F 

ｎａｍｃｏ杉乃井ホテル店 874-0822 大分県別府市観海寺1 ｽｷﾞﾉｲﾊﾟﾚｽ1F 

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         

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

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 

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ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ長崎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

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 

セガアリーナ 中間 809-0013 福岡県中間市上蓮花寺3-1-1

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 ﾏﾘﾅｻｲﾄﾞ棟 2F

ｎａｍｃｏマークイズ福岡ももち店 810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1 ﾏｰｸｲｽﾞ福岡ももち店4F 

タイトーステーション 福岡天神店 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-6-35ｻｻﾞﾝｸﾛｽﾋﾞﾙ

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 

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ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ4F

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

タイトーステーション リバーウォーク店 803-0812 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1ﾘﾊﾞｰｳｫｰｸ北九州4F 5409

ｎａｍｃｏイオン具志川店 904-2235 沖縄県うるま市字前原幸崎原303番地 ｲｵﾝ具志川SC2F 

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ﾊﾟﾙｺｼﾃｨ3F 

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ﾌﾟﾚｲｽ内2F 

関東

北陸東海

近畿

中四国

九州

沖縄

『映画すみっコぐらし ぬいぐるみXL Part3』 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


