『ガールズ＆パンツァー 劇場版 聖グロリアーナのティーカップ＆ソーサー 劇場版です！』 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

北海道

店舗名

関東

北陸東海

近畿

中四国

九州

住所

070-0010

北海道旭川市大雪通5-496-5 第8山本ﾋﾞﾙ

ディノスパーク 札幌中央店

060-0063

北海道札幌市中央区南3条西1-8.1F

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

キャッツアイ 東苗穂店

007-0806

北海道札幌市東区東苗穂6条2丁目1-25

ＭＡＸＩＭ ＨＥＲＯ

060-0806

北海道札幌市北区北6条西6丁目1−1

セガ ワールド 水沢

023-0003

岩手県奥州市水沢区佐倉河字鎧田4-1

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

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 ｶﾞﾚﾘｱ一番町ﾋﾞﾙ1F-3F

万代書店 仙台泉店

981-3111

宮城県仙台市泉区松森斎兵衛58-9

万代書店仙台南店

東北

郵便番号

ディノスパーク 旭川店

981-1103

宮城県仙台市太白区中田町杉の下34番地

万代書店 古川店

989-6135

宮城県大崎市古川稲葉鴻ﾉ巣138 店内UFOｷｬｯﾁｬｰｺｰﾅｰ

お宝中古市場 鶴岡店

997-0003

山形県鶴岡市文下字広野1

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

万ＳＡＩ堂 秋田店

011-0911

秋田県秋田市飯島字堀川10

セガ 弘前

036-8085

青森県弘前市大字末広1-3-3

セガ ワールド 八戸Ｒ４５

031-0072

青森県八戸市城下4-25-14

セガ 小名浜

971-8122

福島県いわき市小名浜林城字塚前18-1

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

ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ 福島店

960-8153

福島県福島市黒岩字中島7番2号

茨城鑑定団

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

ＡＧスクエア水戸店

310-0015

茨城県水戸市宮町1-7-44ｺﾑﾎﾞｯｸｽ310

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

フェドラＰ＆Ｄ ＭＩＴＯ

310-0851

茨城県水戸市千波町2017-1

ユーズランド水戸内原店

319-0305

茨城県水戸市中原町字西135ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原2F

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

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

ユーズランド太田店

373-0808

群馬県太田市石原町81番地ｲｵﾝﾓｰﾙ太田2F

ウエアハウス三橋店

331-0052

埼玉県さいたま市西区三橋6-955-1

Ｓｐｉｃａ大宮南銀店

330-0845

埼玉県さいたま市大宮区仲町1-57

ユーズランド

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

ギガステーション戸田店

335-0031

埼玉県戸田市大字美女木943-7

ユーズランド春日部店

344-0122

埼玉県春日部市下柳420-1ｲｵﾝﾓｰﾙ春日部2F 区画番号2037

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

フリーダム横浜

220-0005

神奈川県横浜市西区南幸1-5-27

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

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

ファンファン本厚木

243-0018

神奈川県厚木市中町2-1-6

ミリアンパーク厚木店

243-0016

神奈川県厚木市田村町9-25

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

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

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

千葉レジャーランド成東店

289-1327

千葉県山武市姫島111-1

セガ 千葉

260-0015

千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ﾋﾞﾙ

セガ 幕張

261-0021

千葉県千葉市美浜区ひび野1-8ﾒｯｾｱﾐｭｰｽﾞﾓｰﾙ 1F

ゲームアルファー

277-0005

千葉県柏市柏1-1-11ﾌｧﾐﾘｰかしわB1

キャッツアイ 西葛西店

134-0088

東京都江戸川区西葛西4-2-28 ｻﾆｰﾓｰﾙ西葛西店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

セガ新宿歌舞伎町

160-0021

東京都新宿区歌舞伎町1丁目21番1号第二東亜会館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

ゲームスポット２１

160-0023

東京都新宿区西新宿1-15-3

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

101-0021

東京都千代田区外神田1-10-9

クラブ セガ 秋葉原 新館

101-0021

東京都千代田区外神田1-11-11

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

秋葉原ギーゴ

101-0021

東京都千代田区外神田1-15-1第一半田ﾋﾞﾙ

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

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

タイトーステーション 秋葉原店

101-0021

東京都千代田区外神田4-2-2 貴三ﾋﾞﾙ

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ﾐﾅﾐﾋﾞﾙ6F7F

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

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

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

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

セガ ワールド アルカス

183-0022

東京都府中市宮西町2-5-1さくら三番館2~4F

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

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

スタジオプリモ宇都宮店

320-0803

栃木県宇都宮市曲師町2-8 宇都宮ﾌｪｽﾀB1F

遊ｉｎｇ

321-0912

栃木県宇都宮市石井町下平出境 2707-4

セガ ワールド 宇都宮

321-0953

栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7

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

レインボー宇都宮

321-0933

栃木県宇都宮市簗瀬町1865-1ｶﾙﾏｰﾚ宇都宮2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

セガ ワールド 安城

446-0044

愛知県安城市百石町2-35-13

お宝創庫 半田店

475-0926

愛知県半田市南二ﾂ坂町1ｰ6ｰ11

セガ ワールド 飯村

440-0833

愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121

セガ豊田

471-0841

愛知県豊田市深田町1-65-1

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

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

名古屋レジャーランド内田橋店

457-0862

愛知県名古屋市南区内田橋2丁目26番22号

クラブ セガ 金山

456-0001

愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

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

400-0117

山梨県甲斐市西八幡4415

ゲームパニック甲府

400-0043

山梨県甲府市国母5−20−24

お宝中古市場新潟本店

950-1102

新潟県新潟市西区善久708

お宝中古市場

950-0886

新潟県新潟市東区中木戸56

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

シートピアＹＡＺ 焼津店

425-0055

静岡県焼津市道原585番地

セガ ワールド 静岡

420-0035

静岡県静岡市葵区七間町4番地2号静活ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 1,2F

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

新清水鑑定団

424-0043

静岡県静岡市清水区永楽町7-8

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

アピナ長野村山店

381-0011

長野県長野市村山502-1

アピナ富山豊田店

931-8313

富山県富山市豊田町2-12-66

浪漫遊 福井店

918-8025

福井市江守中町6-10-1

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

万代書店 四日市日永店

510-0885

三重県四日市市日永5丁目7−3

ＹＡＺ ＷＯＲＬＤ 四日市店

510-0883

三重県四日市市泊小柳町4-34

万代書店 鈴鹿店

513-0808

三重県鈴鹿市西条町500-1

開放倉庫米原店

521-0072

滋賀県米原市顔戸1429

セガ ワールド アポロ

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31ｱﾎﾟﾛﾋﾞﾙ 3F

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

ハイテクランド セガ ミスト２

530-0001

大阪府大阪市北区梅田1-11-4駅前第4ﾋﾞﾙ B1F

ｎａｍｃｏ大阪日本橋店

556-0011

大阪府大阪市浪速区難波中2-1-17 ｺｽﾓﾋﾞﾙ 1~3F

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

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

ｎａｍｃｏ三宮店 １号店

650-0012

兵庫県神戸市中央区北長狭通1-1-1

クラブ セガ 姫路ＯＳ

670-0927

兵庫県姫路市駅前町254姫路OSﾋﾞﾙ B1F

アミパラテクノ

700-0808

岡山県岡山市北区大和町1ｰ7ｰ12

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

セガ ワールド 倉敷

710-0833

岡山県倉敷市西中新田535-2

お宝市番館瀬戸大橋店

769-0213

香川県綾歌群宇多津町東分295-1

ピクシーズ

862-0971

熊本県熊本市中央区大江4丁目2-65ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾚｯﾀ熊本内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

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

マンガ倉庫

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

タイトーステーション 博多パピヨンプラザ店

812-0044

福岡県福岡市博多区千代1-2-17

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

ハイパーメッセ

802-0841

福岡県北九州市小倉南区北方4-6-7

神栖店

越谷店

山梨本店

赤道店

大川店

