
地域 店舗名 郵便番号 住所

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

ＶＥＧＡＧＩＯ狸小路店 060-0062 北海道札幌市中央区南二条西4丁目6  1F

スーパーノバ仙台利府 981-0111 宮城県宮城郡利府町加瀬字新前谷地55-1利府ﾍﾟｱｶﾞｰﾃﾞﾝ内

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

アピナ鶴岡店 997-0003 山形県鶴岡市文下字広野1-1

ＳＵＰＥＲ　ＮＯＶＡ　ＴＥＮＤＯ 994-0049 山形県天童市南町1丁目5-26

ペニーポット秋田店 010-0001 秋田県秋田市中通2-8-1 ﾌｫﾝﾃ秋田店内 4F

万ＳＡＩ堂　秋田店 011-0911 秋田県秋田市飯島字堀川10    

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

スーパーノバ会津インター 965-0053 福島県会津若松市町北町上荒久田字宮下142

万ＳＡＩ堂　郡山店 963-0111 福島県郡山市安積町荒井字大久保7-7

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 ﾌﾚｽﾎﾟ郡山内

ＳＵＰＥＲ　ＮＯＶＡ　福島店 960-8153 福島県福島市黒岩字中島7番2号 

ＪＡＭ　　ＪＡＭつくば店 305-0032 茨城県つくば市竹園1-9-2ﾃﾞｨｽﾞﾀｳﾝつくばB1F

ピンクパンサー友部店 309-1716 茨城県笠間市住吉1364−1

茨城鑑定団　　神栖店 314-0144 茨城県神栖市大野原2-11-5

スタジオプリモマイム水戸店 310-0015 茨城県水戸市宮町1-2-4 ﾏｲﾑ 1F

ピンクパンサー　水戸けやき台店 310-0841 茨城県水戸市酒門町3276-1

水戸鑑定団 311-4143 茨城県水戸市大塚町1590    

ゲームパニックつくば 300-0850 茨城県土浦市中村東1-1-1

ピンクパンサー那珂店 311-0105 茨城県那珂市菅谷1593-8

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  

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

スクウェアワン草加店 340-0035 埼玉県草加市西町632-1    

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　横須賀中央 238-0007 神奈川県横須賀市若松町1-5 ﾌﾟﾗｲﾑﾋﾞﾙ 地下1階

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

アミューズメントパークジアス上大岡　　 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西 2-1-28 赤い風船ﾋﾞﾙ1F  

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

ラウンドワン横浜西口駅 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-8-16

スーパーハンマー狩場店 240-0025 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町164-1 ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ狩場ｲﾝﾀｰ店内

ＡＭスポット　ドリームス 226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居3-1-9 ｽﾏｰｲﾋﾞﾙ1F                  

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　　本厚木 243-0018 神奈川県厚木市中町2-4-13本厚木駅前ﾋﾞﾙ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

ウエアハウス川崎店 210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町3-7

ゲームファンファン藤沢　新館 251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-3-8

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

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

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（ＣＬＵＢＳＥＧＡ秋葉原　新館） 101-0021 東京都千代田区外神田1-11-11

セガ秋葉原２号館（秋葉原ＧＩＧＯ） 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-1第一半田ﾋﾞﾙ

セガ秋葉原４号館（セガ秋葉原） 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-95F

神ぷら本店 101-0021 東京都千代田区外神田1-9-11  神ﾀﾜｰﾋﾞﾙ1F

東京レジャーランド秋葉原店 101-0021 東京都千代田区外神田1丁目9-5

神ぷら中央通り店 101-0021 東京都千代田区外神田3-14-10秋葉原HFﾋﾞﾙ1F

遊戯場 101-0021 東京都千代田区外神田3-8-5ｲｻﾐﾔ第2ﾋﾞﾙ1F

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　蒲田Ｍ２ 144-0051 東京都大田区西蒲田7-6-3ﾌﾟﾘﾝｽ会館

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

ＡＭ　Ｓｔ．Ｔｒｏｐｅｚ　池袋 170-0013 東京都豊島区東池袋1-29ｻﾝﾄﾛﾍﾟﾋﾞﾙ2F

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

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

インターパークプラスワン宇都宮 321-0123 栃木県宇都宮市東谷町字立野885

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

アピナ小山店 323-0822 栃木県小山市駅南町4-27-18

ドラマ　足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町244-1

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

レジャーランド　ささしま 453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-14 ﾏｰｹｯﾄｽｸｴｱささしま1F

コムテックタワー　　　　　　　　　　　　　　 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-10-20                      

名古屋レジャーランド　大高 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字忠治山12-1

岐阜レジャーランド穂積 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里630番地

万代書店　　山梨本店 400-0117 山梨県甲斐市西八幡4415

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

お宝中古市場新潟本店 950-1102 新潟県新潟市西区善久708    

マリンファンタジーサンハトヤ店 414-0002 静岡県伊東市湯川572-12 ｻﾝﾊﾄﾔ内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ     

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ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

静岡鑑定団　八幡店 421-1221 静岡県静岡市駿河区八幡5-8-3

藤枝鑑定団 426-0009 静岡県藤枝市八幡363-4    

ポート２４浜松店 431-0202 静岡県浜松市西区坪井町4183

浜松鑑定団 435-0005 静岡県浜松市東区安新町105

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  MOVIX京都別館

レジャランあべのアポロ 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

ラウンドワンスタジアム千日前店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1丁目3番1号

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ﾋﾞﾙ2F

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

お宝市番館　姫路東店 671-0244 兵庫県姫路市四郷町見野644−1

ゲームアイビス岡山店　　　　　　　　　　 703-8233 岡山県岡山市中区高屋308-1

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

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呉店 737-0029 広島県呉市宝町5-10 ゆめﾀｳﾝ呉店3F

ブラックジャック東広島店 739-0000 広島県東広島市西条町御薗宇6120

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

ピノッキースパティオ南岩国店 740-0034 山口県岩国市南岩国1-20-30 ゆめﾀｳﾝ南岩国店2F

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

ＧＲＥＥＮ　ＭＯＮＳＴＥＲ 863-0047 熊本県天草市八幡町2番12号  

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

Ａｓｏｂｉ　Ｄｏｕｒａｋｕ新合川店 839-0865 福岡県久留米市新合川1丁目6−7

マンガ倉庫　　大川店 831-0005 福岡県大川市大字向島1373-1

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

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   
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『ガールズ＆パンツァー　ダージリンのティーカップ＆ソーサー』 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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