
地域 店舗名 郵便番号 住所

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

プラボ札幌店 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

ＢＩＧＢＡＮＧ室蘭 050-0075 北海道室蘭市中島本町2-8-1

アミューズメントシティ　東武イーストモール店 099-2103 北海道北見市端野町三区572番地

キッズ・パーク　イオン千歳店 066-0063 北海道千歳市幸町6-51

アミューズメントシティ　トライアル上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜7丁目189-2

グルグル イトーヨーカドー屯田店 002-0858 北海道札幌市北区屯田八条3丁目41395

プレイタウン　スーパーＯＫセンター店 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西17丁目1-4

キッズ・パーク　イオン岩見沢店 068-0854 北海道岩見沢市大和4条8丁目

アミューズメントシティ　トライアル厚別店 004-0064 北海道札幌市厚別区厚別西四条2丁目8-7

ディノスパーク　旭川店 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　ノルベサ店 063-0063 北海道札幌市中央区南条3条西5丁目1-1 ﾉﾙﾍﾞｻ5･6F

アピナ新千歳空港店 066-0012 北海道千歳市美々1新千歳空港(国内線)旅客ﾀｰﾐﾅﾙ4階

サッポロアミューズメントファクトリー帯広店 080-0831 北海道帯広市稲田町南8線西12-1ｽｽﾞﾗﾝﾎﾞｳﾙ内

キッズパーク清田店 004-0859 北海道札幌市清田区清田1条1-1-1ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ清田店内1F

万代　札幌藤野店　ＵＦＯコーナー 061-2282 北海道札幌市南区藤野二条3丁目41334

ファンタジープラザ苫小牧店 053-0033 北海道苫小牧市木場町1-6-1長崎屋新苫小牧店内

Ｇ３ポロスイオンタウン北上店 024-0023 岩手県北上市里分4地割20-1

ｎａｍｃｏアリオ仙台泉店 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央一丁目五番地一 ｲﾄｰﾖｰｶ堂仙台泉店内

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

ｎａｍｃｏヨークタウン市名坂店 981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字中道100-9

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤＢＡＳＥ７６５ 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

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

スーパーセンタームサシ名取店 981-1239 宮城県名取市愛島塩手字前野田48-10  ﾑｻｼ名取店内2Fﾌﾟﾚﾋﾞﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾅｰ

ユーズランド大河原店 989-1267 宮城県柴田郡大河原町字小島2-1  ﾌｫﾙﾃSC大河原店2F

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

ナムコランドＳ－ＭＡＬＬ店 997-0031 山形県鶴岡市錦町2-21 S-MALL2階

ファンタジープラザ秋田店 010-0000 秋田県秋田市旭北錦町4-58ﾒｶﾞ･ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ秋田2F

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 C棟2F

ラ・セラキッズ 030-0912 青森県青森市八重田4-2-1ﾗ･ｾﾗ東ﾊﾞｲﾊﾟｽｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

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

プレビプレイランド猪苗代店 969-3121 福島県耶麻郡猪苗代町梨木西92ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ猪苗代店内ﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾅｰ

プレビプレイランド鹿島エブリア店 971-8133 福島県いわき市鹿島町米田字日渡5番地  鹿島ｴﾌﾞﾘｱSC内

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

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤｉｉａｓつくば 305-0817 茨城県つくば市研究学園C-50街区1 iiasつくば店2F2190

プレビプレイランド新利根店 300-1416 茨城県稲敷市角崎1678番地新利根ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

アミューズメントジャムジャム神栖店 314-0143 茨城県神栖市神栖1-8-1

アミューズメントジャムジャムつくば店 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

ナムコランドアカマル店 370-0001 群馬県高崎市中尾町字鳥羽前44-1 ｱｶﾏﾙ2F

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

プレビプレイランドこころっこ新田店 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

アピナ太田店 373-0813 群馬県太田市内ｹ島町907-1

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

丸広百貨店 350-8511 埼玉県川越市新富町2-6-1 丸広百貨店内

ｎａｍｃｏイオンレイクタウン店 343-0826 埼玉県越谷市東町2-8 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝB街区3F3133区画

ＡＭ　ＰＩＡ　川口 332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-16共同ﾋﾞﾙ3･4F

プレビプレイランド西武園店 359-1145 埼玉県所沢市山口2964西武園内

アピナ上尾店 362-0015 埼玉県上尾市 緑丘3丁目3−11

らら　吉川店 342-0041 埼玉県吉川市保1-13-3ﾗｲﾌ吉川駅前店3F

ソユーゴールドフィッシュ川口店 332-0033 埼玉県川口市並木元町1-79ｱﾘｵ川口店3F

オートパーラーＶ１ 361-0017 埼玉県行田市若小玉1798

ギガステーション戸田店 335-0031 埼玉県戸田市美女木943-7

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

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

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ラゾーナ川崎店 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1LAZONA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  

ＡＭ　ＰＩＡ　川崎モアーズ 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町7番地  岡田屋ﾓｱｰｽﾞ1･2階

カードキングダム二俣川店 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川1-43-28  ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ二俣川店5F

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ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大和鶴間店3F

ＳＯＹＵ　ゲームフィールド湘南 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1湘南ﾓｰﾙFILL 2F

THE 3RD PLANET 港北ニュータウン店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ﾉｰｽﾎﾟｰﾄﾓｰﾙ6F

アミューズメントＹＡＺ平塚店 254-0013 神奈川県平塚市田村1-4-26

ＹＡＺ川崎店 212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉1658-35 ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ川崎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

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

ｎａｍｃｏイオンモール幕張新都心店 261-0024 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

プラサカプコン　ちはら台店 290-0194 千葉県市原市ちはら台西3丁目4番unimoちはら台2F

プレビプレイランド横芝店 289-1732 千葉県山武郡横芝光町横芝2122  ｻﾋﾞｱ横芝店内2F

ラッキー中央店フェリシダ 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見町2-41487

THE 3RD PLANET フレスポ稲毛店 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町731-17

ＹＡＺワールド野田七光台 278-0051 千葉県野田市七光台4-2ﾛｯｸﾀｳﾝ内

ＳＵＰＥＲ　ＷＡＶＥ柏店 277-0872 千葉県柏市十余二字南翁原249-86

ムー大陸　稲毛店 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台2-5-7  海宝ﾋﾞﾙ

ウェアハウス市川店 272-0015 千葉県市川市鬼高3-32-12

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

ナムコランド練馬店 179-0072 東京都練馬区光が丘5-1

ｎａｍｃｏザ・モールみずほ１６店 190-1203 東京都西多摩郡瑞穂町高根623番地ｻﾞ･ﾓｰﾙみずほ16

ｎａｍｃｏ王子サンスクエア店 114-0002 東京都北区王子1-4-1 ｻﾝｽｸｴｱ2階

プレイランドビックチェリー羽村店 205-0011 東京都羽村市五ﾉ神4-14-5ｻﾝｼﾃｨﾋﾞﾙ1F

わいわいランド イトーヨーカドー四つ木店 124-0011 東京都葛飾区四つ木2ｰ21ｰ1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ四つ木店内3F わいわいﾗﾝﾄﾞ

レインボーランド板橋店 174-0063 東京都板橋区前野町4-21-22 ｲｽﾞﾐﾔ板橋店2階

ＹＡＺ　ＷＯＲＬＤ　八王子店 192-0916 東京都八王子市みなみ野1ｰ2ｰ1  ｱｸﾛｽﾓｰﾙ内3F

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

プレビプレイランドジャンボリー 321-0982 栃木県宇都宮市御幸ｹ原町50-1  ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ御幸ｹ原店内

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丁目5番地1

アズパークファミリータウン 454-0972 愛知県名古屋市中川区新家1丁目2421番地 ｱｽﾞﾊﾟｰｸSC2F

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

西友岡崎店ゲームコーナー 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町越舞2-1 西友岡崎店2F

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

ＮＬヒーローズキャンプ名古屋店 480-0200 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先1番地8

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

コスタ・デル・ソル 460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-17-26

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

レジャーランド　ささしま店 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

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

岐阜レジャーランド穂積店 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里630

ナムコランドイオン三条店 955-0082 新潟県三条市西裏館2-12-20ｲｵﾝ三条店内

ナムコランドイオン長岡店 940-2106 新潟県長岡市古正寺1丁目249番1 ｲｵﾝ長岡店内

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ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

静岡鑑定団 421-1221 静岡県静岡市駿河区八幡5-8-3

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大須賀店 437-1304 静岡県掛川市西大渕3359ﾛｯｸﾀｳﾝ内

ＹＡＺワールド浜松葵店 433-8111 静岡県浜松市中区葵西2-27-10

ＳＵＰＥＲ　ＷＡＶＥ静岡店 422-8001 静岡県静岡市駿河区中吉田15-8ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾟｱ2F

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

ｎａｍｃｏアルプラザ鹿島店 929-1721 石川県鹿島郡中能登町井田と1-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ鹿島店2F

アピタ松任店ゲームコーナー 924-0817 石川県白山市幸明町280番地 ｱﾋﾟﾀ松任店2F

ゲーム・パラダイス 920-0849 石川県金沢市堀川新町5-1ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｽｸｴｱ1F

バイパスレジャーランド藤江新館 920-0346 石川県金沢市藤江南2-105

ｎａｍｃｏイオンモール佐久平店 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

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

アピナ伊那店 396-0021 長野県伊那市西町5093

アピタ魚津店ゲームコーナー 937-0851 富山県魚津市住吉600番地 ｱﾋﾟﾀ魚津店2F

アピタ黒部店ゲームコーナー 938-0806 富山県黒部市前沢字北1017番地4 ｱﾋﾟﾀ黒部店2F

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

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

ゲームインさんしょう二口店 939-8211 富山県富山市二口町5-9-8

ｎａｍｃｏフェアモール福井大和田店 910-0802 福井県福井市大和田2-1230ｱﾋﾟﾀ福井大和田店2F

ｎａｍｃｏアピタ敦賀店 914-0811 福井県敦賀市中央町一丁目5番5号ｱﾋﾟﾀ敦賀店2階

JOYLANDベル店 918-0000 福井県福井市花堂南2-16-1

JOYLANDエルパ店 910-0802 福井県福井市大和田町32-23

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤミップル店 626-0012 京都府宮津市字浜町3012番 宮津ｼｰｻｲﾄﾞﾏｰﾄMipple5F

プリッズ宇治店 611-0013 京都府宇治市莵道平町28番地の1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ宇治東3F

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

ｎａｍｃｏイオンモール京都店 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

ｎａｍｃｏアルプラザ城陽店 610-0111 京都府城陽市富野荒見田112番地ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ城陽4階

ビバーチ久御山 613-0024 京都府久世郡久御山町森小字大内301

ｎａｍｃｏイオン桑名ショッピングセンター 511-0863 三重県桑名市新西方1-43 ｲｵﾝ桑名SC内

ナムコランド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

ＹＡＺ　ＷＯＲＬＤ　四日市店 510-0883 三重県四日市市泊小柳町4-34

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ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

スペースプラネット　西友長浜楽市店 526-0031 滋賀県長浜市八幡東町9-1

開放倉庫米原店 521-0072 滋賀県米原市顔戸1429

THE 3RD PLANET イオンタウン彦根店 522-0007 滋賀県彦根市古沢町255-1

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤみのおキューズモール店 562-0034 大阪府箕面市西宿1-17-22ヴｨｿﾗEAST1-3F

イオン茨木どこでもタウン 567-0033 大阪府茨木市松ｹ本町8番30号-3 ｲｵﾝ茨木SC3F

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イオンモール日根野店 598-0021 大阪府泉佐野市日根野2496-1ｲｵﾝﾓｰﾙ日根野2F

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

ｎａｍｃｏりんくうシークル店 598-0047 大阪府泉佐野市りんくう往来南3番地

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

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

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

スペースプラネット　かみしんプラザ店 533-0015 大阪府大阪市東淀川区大隅1-6-12

ゲームフェイス八尾店 581-0025 大阪府八尾市天王寺屋2-68ﾎﾞｳﾙｱﾛｰ八尾店1F

ソユーウエスタンシティＵＣＷ店 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋6-2-61  ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨｳｫｰｸTM3F

萌えぷら　弐号店 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目41598

ＭＥＣＨＡ　　天保山店 552-0022 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10  天保山ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ内

ひらかたパーク　ＪＯＹＢＯＸ 573-0054 大阪府枚方市枚方公園町1-1ひらかたﾊﾟｰｸ内

Ｏｎｌｙ　Ｏｎｅ 556-0005 大阪市浪速区日本橋3-7-3

ワクワクアミーゴ北野田店 599-8122 大阪府堺市東区丈六183-18ﾀﾞｲｴｰ北野田店2F

ＡＭ　ＣＵＥ　奈良大和高田 635-0065 奈良県大和高田市東中2-11-16

プリッズ姫路店 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江520 ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ2F

姫路セントラルパークサイバーステーション 679-2121 兵庫県姫路市豊富町神谷1436-1 姫路ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ

ｎａｍｃｏ三宮店 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通1-1-1

テクモピアフォーレ伊丹店 664-0000 兵庫県伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹3F

レインボーランド多田店 666-0124 兵庫県川西市多田桜木1-8-3ｲｽﾞﾐﾔ多田4F

プレイランド　和田山店 669-5215 兵庫県朝来市和田山町枚田岡774ｲｵﾝ和田山SC内1F

ケイキャット　加古川店 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福71-2  ｼﾞｮｲﾊﾟｰｸ加古川内

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

プリッズ田辺店 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

フジグラン新居浜店 792-0802 愛媛県新居浜市新須賀町2-10-7ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ新居浜店3F(株)ﾅﾑｺ

グラントシティＭＧ INN キスケ 790-0066 愛媛県松山市宮田町5-6ｷｽｹﾎﾞｯｸｽ内1F

アミューズメントパークMG大街道店 790-0004 愛媛県松山市大街道2-1-24VISCONTI 1F

アミューズメントパークＭＧ 重信店 791-0216 愛媛県東温市野田3-1-13ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ重信店内2F

バンバン衣山店 791-8025 愛媛県松山市衣山1-248-1

アミューズメントパークＭＧ リブ総社店 719-1156 岡山県総社市門田187番地天満屋ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝﾘﾌﾞ総社店内3階

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ広島店 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

福山メトロポリス 721-0953 広島県福山市一文字町24-1

ＢＩＧＷＡＶＥゆめタウン丸亀店 763-0055 香川県丸亀市新田町150

ＢＩＧＷＡＶＥユメタウン三豊店 769-1506 香川県三豊市豊中町本山甲22

ＭＧ－ＢＯＷＬ屋島店 761-0113 香川県高松市屋島西町字百石1912-1 ﾊﾟﾜｰｼﾃｨ屋島3F

やしま第一健康ランド　ゲームコーナー 761-0113 香川県高松市屋島西町2274-5屋島第一健康ﾗﾝﾄﾞ内

ＢＩＧ　ＢＡＮＧ長府店 752-0926 山口県下関市ゆめﾀｳﾝ2-7

ゆめパーク ゆめシティ店 751-0869 山口県下関市伊倉新町3丁目41275

ＧＡＭＥパフェ下関店 750-0025 山口県下関市竹崎町4-4-8ｼｰﾓｰﾙ5F

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 2F

フラーボスパティオ　ゆめタウン柳井店 742-0031 山口県柳井市南町4-5-3ゆめﾀｳﾝ柳井店2F

ピノッキースパティオ　ゆめタウン防府店 747-0037 山口県防府市八王子2丁目8-8ゆめﾀｳﾝ防府3階

THE 3RD PLANET 山口店 753-0056 山口県山口市湯田温泉6-8-3

ビバーチ松江店 690-0001 島根県松江市東朝日町203-1

アミューズメントパークＭＧ徳島 770-8008 徳島県徳島市西新浜町1-45ﾏﾙﾅｶ徳島店2F

ｎａｍｃｏ宮交シティ店 880-0902 宮崎市大淀4-6-28宮交ｼﾃｨ3F

フェニックス自然動物園ゲームコーナー 880-0122 宮崎県宮崎市塩路浜山3083-42

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2F

アーバンスクエア一番街店 880-0002 宮崎県宮崎市中央通2-18

ジョイプラザ宮崎店 880-0927 宮崎県宮崎市源藤町葉山205

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

楽市楽座　熊本インター店 861-8046 熊本県熊本市東区石原1-1-112ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ熊本ｲﾝﾀｰ店内

ｎａｍｃｏゆめタウン佐賀店 849-0915 佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1ゆめﾀｳﾝ佐賀店2F

ゆうゆうパークイオン江北店 849-0501 佐賀県杵島郡江北町山口三本松二1223番地

楽市楽座　鳥栖店 841-0026 佐賀県鳥栖市本鳥栖町字下鳥栖537-1ﾌﾚｽﾎﾟ鳥栖2F

スマイルステーションイオン上峰店 849-0123 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所1551-1  ｲｵﾝ上峰3F

プラッセ　川内店 895-0036 鹿児島県薩摩川内市矢倉町4213-1ﾌﾟﾗｯｾ川内店2階

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ﾌﾚｽﾎﾟｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾊﾟｰｸ内2F

テクノパークミューズ 891-0123 鹿児島県鹿児島市卸本町5-35N'S CITY ﾆｼﾑﾀ2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

メルクス宇佐店 879-0454 大分県宇佐市大字法鏡寺500 ﾊｲﾊﾟｰﾓｰﾙﾒﾙｸｽ宇佐内

ｎａｍｃｏ杉乃井ホテル店 874-0832 大分県別府市観海寺1 ｽｷﾞﾉｲﾊﾟﾚｽ1F

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ明野店 870-0161 大分県大分市明野東1-1-1 ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ明野内

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤわさだ店 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

トキハ別府店ゲームコーナー 874-0920 大分県別府市北浜2-9-1 ﾄｷﾊ別府店内4F

ＢＩＧＷＡＶＥゆめタウン別府店 874-0943 大分県別府市楠町382-6

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ長崎店 850-0035 長崎県長崎市元船町10-1 夢彩都4F

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

楽市楽座　210トリアス店 811-2502 福岡県糟屋郡久山町大字山田990

スマイルステーション戸畑店 804-0067 福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2  ｲｵﾝ戸畑3F

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ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

『おじぱん ：ころころフェイスマスコット』 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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