
地域 店舗名 郵便番号 住所

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

モーリーファンタジー釧路店 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木1-1-7ｲｵﾝ釧路店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

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

モーリーファンタジー三笠店 068-2165 北海道三笠市岡山1059-1ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ三笠店1階

ディノスパーク　室蘭 050-0083 北海道室蘭市東町4-31-2

パロ滝川店 073-0024 北海道滝川市東町2丁目29-1        

パロ苫小牧店 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

らんらんらんど中標津店 086-1146 北海道標津郡中標津町南町3番地10   

パロ網走店 093-0033 北海道網走市駒場北5丁目83番地

パロ久慈店 028-0041 岩手県久慈市長内町第30地割32-2

らんらんらんど盛岡南店 020-0836 岩手県盛岡市津志田西2丁目17-50

モーリーファンタジー気仙沼店 988-0101 宮城県気仙沼市字赤岩舘下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 981-0100 宮城県宮城郡利府町利府屋田町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

モーリーファンタジー石巻店 986-0861 宮城県石巻市蛇田字新金沼170番地ｲｵﾝ石巻店2階

ザ・モール仙台長町　キッズパーク 982-0011 宮城県仙台市太白区長町7丁目41353

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

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

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

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3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

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

モーリーファンタジーつがる柏店 038-3107 青森県つがる市柏幾世41ｲｵﾝつがる柏店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1ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ

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

青森メトロポリス 038-0006 青森県青森市石江三好1-15-8

スウィーツファクトリーパックン会津店 965-0858 福島県会津若松市 神指町南四合幕内南154ｱﾋﾟﾀ会津若松店2F

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

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

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3F

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ﾊﾟﾙﾅ佐原東店2階

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水戸内原店 319-0305 茨城県水戸市中原町字西135番地ｲｵﾝ水戸内原店3階

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

プレビ劇場ＩＳＥＳＡＫＩ　 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方346-3  ｽﾏｰｸ伊勢崎店3Fﾌﾟﾚﾋﾞ劇場ISESAKI  AM

ファンタジーランド・ガルー館林 374-0004 群馬県館林市棚町3648-1ｱﾋﾟﾀ館林店2F

らんらんらんど倉賀野店 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町4691-1

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

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

ファンタジーランドガルー岩槻店 339-0013 埼玉県さいたま市岩槻区大口800 ｱﾋﾟﾀ岩槻店3F

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　浦和美園店 336-0900 埼玉県さいたま市緑区大門3710ｲｵﾝ浦和美園SC2F

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3F0

パロ埼玉大井店 356-0044 埼玉県ふじみ野市西鶴ｹ岡1丁目3番15号

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

ユーズランド　　越谷店 343-0828 埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ4丁目2番地2 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝKAZE3F

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

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

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

ファンタジーランドガルー　吹上店 369-0131 埼玉県鴻巣市袋90-1ｱﾋﾟﾀ吹上店2F

ゲームパニック三郷 341-0052 埼玉県三郷市彦野2-25

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3F

ゲームシティプラス川越店 350-0026 埼玉県川越市泉町1-1ｳﾆｸｽ南古谷ｼﾈﾏ棟1F

ｎａｍｃｏ川越店 350-1122 埼玉県川越市脇田町3番地6 長谷川ﾋﾞﾙ1F

らんらんらんど川口店 332-0012 埼玉県川口市本町2-7-25

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四丁目3番地 ﾋﾟｵﾆｳｫｰｸ東松山店2F

わんぱくキッズランドライフ毛呂山店 350-0441 埼玉県入間郡毛呂山町大字岩井字宮下2621-1ﾗｲﾌ毛呂山店2F

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 ﾓｻﾞｲｸﾓｰﾙ港北 5階

パロ横須賀店 238-0041 神奈川県横須賀市本町2-1-12

らんらんらんど横須賀店 238-0041 神奈川県横須賀市本町2-1-12 ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ横須賀店4F     

らんらんらんど港南台店 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-1-2     

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ｱﾋﾟﾀ長津田店2F

モーリーファンタジー茅ケ崎店 253-0041 神奈川県茅ｹ崎市茅ｹ崎2-7-71ｲｵﾝ茅ｹ崎店3階

小田原メトロポリス 256-0813 神奈川県小田原市前川219-4

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

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　川崎ダイス 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8番地川崎ﾀﾞｲｽﾋﾞﾙB2F

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

宝島　　大和店 242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-6-1ｲｵﾝつきみ野4F

モーリーファンタジーつきみ野店 242-0002 神奈川県大和市つきみ野町1-6-1ｲｵﾝつきみ野店3階

モーリーファンタジー千葉ニュ－タウン店 270-1385 千葉県印西市中央北3丁目1番1ｲｵﾝ千葉ﾆｭ-ﾀｳﾝ店3階

パロ市川店 272-0015 千葉県市川市鬼高1-1-1ﾆｯｹｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ2F

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イオン成田店 286-0021 千葉県成田市ｳｲﾝｸﾞ土屋24番地ｲｵﾝ成田店2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ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心店

マリンガーデンららぽーと船橋店 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

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

ぷれいらんど３７３　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3F

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

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2F

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

らんらんらんど千葉長沼店 263-0005 千葉市稲毛区長沼町330-50

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

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

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 

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１店 155-0031 東京都世田谷区北沢2-12-16

アドアーズ下北沢店 155-0031 東京都世田谷区北沢2-12-7

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番地3ｲｵﾝ内

アドアーズ秋葉原店 101-0021 東京都千代田区外神田1-13-1　Akihabara eX ﾋﾞﾙ1～2階

パロ聖蹟桜ヶ丘店 206-0011 東京都多摩市関戸4-72

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

フェドラＢＩＧＦＵＮ平和島 143-0006 東京都大田区平和島1-1-1 BIGFUN平和島3F

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ｲｵﾝ東久留米店3F

らんらんらんど成増店 175-0094 東京都板橋区成増2-21-2         

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

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

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　池袋ギーゴ 170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-1

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ｶﾜｲﾔﾋﾞﾙ

ファンタジーガルー宇都宮 321-0101 栃木県宇都宮市江曽島本町22-7ｱﾋﾟﾀ宇都宮店

パロ石橋店 329-0502 栃木県下野市下古山3362-1

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

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

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ｹ池25-1ｲｵﾝ木曽川店2F

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

小牧メトロポリス 485-0015 愛知県小牧市間々片山181-1

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

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41288

モーリーファンタジー豊川Ｆ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 ｲｵﾝﾓｰﾙ名古屋茶屋店

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ｲｵﾝﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ店3階

アーバンスクエア大須店 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1F

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・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

モーリーファンタジー大高店 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字奥平子1-1ｲｵﾝ大高店3階

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･ﾏｰｺﾞ1Fｲｵﾝ関店1

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 北館 3Fｲｵﾝ

大垣メトロポリス 503-0808 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

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

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

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

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

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1-8

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　静岡インター店 422-8051 静岡県静岡市駿河区中野新田383-3

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2丁目37番1号  ｲｵﾝ浜松志都呂店

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

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

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ﾄﾞ1F

モーリーファンタジーｆ御経塚店 921-8801 石川県野々市市御経塚2丁目91番地 ｲｵﾝ御経塚店1階

浪漫遊　金沢本店 921-8801 石川県野々市市御経塚4丁目1番地

パロ諏訪店 392-0013 長野県諏訪市沖田町5-18

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鯖江店 916-0038 福井県鯖江市下河端16字下町16-1ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ鯖江店2F0

福井メトロポリス 910-0836 福井県福井市大和田2-1201

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

レインボーランド八幡店 614-8043 京都府八幡市八幡一ﾉ坪23-1 ｲｽﾞﾐﾔ八幡店1F

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ｲｵﾝ高の原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

ｎｏｓｉｃａ桑名店 511-0863 三重県桑名市新西方1-22ｲｵﾝ桑名SC2F

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番地ｲｵﾝ桑名ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

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鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2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

モーリーファンタジー近江八幡店 523-0898 滋賀県近江八幡市鷹飼町南3丁目7番 ｲｵﾝ近江八幡店3階

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

モーリーファンタジー茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ｹ本町8-30-5ｲｵﾝ茨木ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

モーリーファンタジーｆ茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ｹ本町8-30-5ｲｵﾝ茨木ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

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号ｲｵﾝﾓｰﾙ四条畷店3F0

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

レインボーランド千里丘店 565-0823 大阪府吹田市山田南1-1ｲｽﾞﾐﾔ千里丘店内2階 

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

パロ京橋店 534-0025 大阪府大阪市都島区片町2-3-51      

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

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 ｲｽﾞﾐﾔ若江岩田店4F

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

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

らんらんらんど大和高田店 635-0015 奈良県大和高田市幸町3番地6

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

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社店 673-1431 兵庫県加東市社1126-1ｲｵﾝ社店2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ｲｽﾞﾐﾔ神戸玉津店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ｲｽﾞﾐﾔ西神戸店2F

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

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 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ明石店3F

レインボーランド和歌山店 640-8325 和歌山県和歌山市新生町7-20 ｲｽﾞﾐﾔ和歌山店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ｲｽﾞﾐﾔ紀伊川辺店内

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3階

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4F

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

イオンファンタジーｆ広島祇園 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園3丁目2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ3F

福山メトロポリス 721-0953 広島県福山市一文字町24-1

らんらんらんど下関店 750-0025 山口県下関市竹崎町4-4-7          

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

モーリーファンタジー防府店 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

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

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ｲｵﾝ綾川ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

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

お宝買取団　高松店 761-0101 香川県高松市春日町16-1

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

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

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

らんらんらんど宮崎店 880-0902 宮崎県宮崎市大淀4-7-30          

ファンタジーランド 888-0001 宮崎県串間市大字西方5590N's Cityﾆｼﾑﾀ2F

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

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ｲｵﾝﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分店2

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

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

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2F

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紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市大字立明寺434-1ｲｵﾝ筑紫野店3階

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福岡伊都店 819-0375 福岡県福岡市西区北原一丁目2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡伊都店3階

モーリーファンタジー原店 814-0022 福岡県福岡市早良区原6丁目27番8号ｲｵﾝ原店3階

らんらんらんど笹丘店 810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘1-28-74      

キッズパーク店 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-22       

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

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41421

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

らんらんらんど糸満店 901-0303 沖縄県糸満市字兼城400番地

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

モーリーファンタジー沖縄ライカム 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

近畿

中四国

九州

沖縄

『ゴーストバスターズ リュック型ポーチ』 導入店一覧  8月第3週発売予定
※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


