
地域 店舗名 郵便番号 住所

ＢＩＧ　ＢＡＮＧ　北見店 090-0837 北海道北見市中央三輪7-446-1

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

ファンタジーランド　イオン永山店 079-8431 北海道旭川市永山町三条12丁目2番11号

アミューズメントランド　トライアル恵庭店 061-1405 北海道恵庭市戸磯391-1

キッズ・パーク　イオン帯広店 080-0014 北海道帯広市西四条南20丁目

アミューズメントランド　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

こどものくに　西條百貨店稚内店 097-0005 北海道稚内市大黒4丁目

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

キッズ・パーク　イオン紋別店 094-0015 北海道紋別市花園町3-4-39

ＢＩＧＢＡＮＧ　室蘭店 050-0075 北海道室蘭市中島本町2-8-1

キッズ・パーク　イオン根室店 087-0041 北海道根室市常盤町3丁目9

アミューズメントランド　イオン室蘭店 050-0083 北海道室蘭市東町2-4-32ｲｵﾝ室蘭2F

キッズ・パーク　Ａｒｉｏ札幌店 065-0007 北海道札幌市東区北七条東9丁目2-20.2F

ディノスパーク　札幌白石 003-0023 北海道札幌市白石区南郷通1丁目北8番1号

ディノスパーク　帯広 080-0051 北海道帯広市白樺16条西2丁目ﾄﾞﾘｰﾑﾀｳﾝ白樺内

ディノスパーク　旭川 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 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

ゲオパーク伊達店 052-0021 北海道伊達市末永町66-1

ディノス札幌手稲 006-0811 北海道札幌市手稲区前田1条11丁目西友手稲店3F

ゲオパーク　函館昭和 041-0812 北海道函館市昭和3-24-18ｹﾞｵ函館昭和店内

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

ファミリーランドベストム東神楽 071-1523 北海道上川郡東神楽町ひじり野南1条5丁目1-1ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾍﾞｽﾄﾑ店内

ソユーゲーム札幌苗穂 007-0802 北海道札幌市東区東苗穂二条3-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌苗穂1F

遊戯街ロマン通り旭川西 070-0823 北海道旭川市緑町23-2161-3  ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西3F

ソユーゲームフィールド発寒 063-0828 北海道札幌市西区発寒八条12丁目1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌発寒3F

ちびっこ遊園地ジョイランド　北見店 090-0052 北海道北見市北進町30-1ｲｵﾝ北見店内

ちびっこ遊園地ジョイランド　余市店 046-0003 北海道余市郡余市町黒川町12丁目ｲｵﾝ余市店2F

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

アミューズメント　ジョイランド 060-0063 北海道札幌市中央区南三条西3丁目  竹内ﾋﾞﾙ1F

にこにこらんど恵庭店 061-1373 北海道恵庭市恵み野西2-1  ｲﾄｰﾖｰｶ堂恵庭店

ＳＡＦ　サッポロＡＭファクトリー 003-0012 北海道札幌市白石区中央二条1-1-66

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

ファンタジープラザ西帯広 080-2471 北海道帯広市西二十一条南4-1

ＧＡＬＡＸＹ　ＧＡＴＥ　函館 041-0812 北海道函館市昭和3-31-12

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

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

プラボ札幌西町店 063-0061 北海道札幌市西区西町北13丁目1番

コープさっぽろ釧路貝塚店内ゲームコーナー 085-0816 北海道釧路市貝塚3丁目2-28     

ラウンドワン旭川店 079-8413 北海道旭川市永山三条1-4-7

ラウンドワン函館店 041-0824 北海道函館市西桔梗町848-11

ラウンドワン札幌白石本通店 003-0027 北海道札幌市白石区本通北16丁目北1-50

チャットタウン北上店 024-0072 岩手県北上市北鬼柳19-71ﾊﾟﾙｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

アミューズメントゾーン北上店 024-0094 岩手県北上市本通り2-2-1さくら野百貨店北上店4F

ソユーゲームフィールド盛岡南 020-0866 岩手県盛岡市本宮7丁目1番1号ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡南1階

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

ラウンドワン盛岡店 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-10-35

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

こころっこムサシ名取 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

ビーカム名取店 981-1222 宮城県名取市上余田字千刈田734-1

ビーカム松森店 981-3111 宮城県仙台市泉区松森字斉兵衛21186

ほのぼの横丁富谷店 981-3311 宮城県黒川郡富谷町大清水1-33-1ｲｵﾝﾓｰﾙ富谷2F

ラッキーボックス名取店 981-1221 宮城県名取市田高字沢目110

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クリスロード店　 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-3-25   

ゲームエプリ　　　　　　　　　　　　　　 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-7-2    

ラウンドワン仙台苦竹店 983-0036 宮城県仙台市宮城野区苦竹37082

パルケデアミーゴ山形店 990-0885 山形県山形市嶋北1丁目3番1号

カレッジスクエア 990-0021 山形県山形市小白川町1-1-7

ソユーゲームフィールド三川店 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128-1ｲｵﾝﾓｰﾙ三川1F

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

プレイランドソピア御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1  ｲｵﾝ秋田SC2F

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

ラウンドワン秋田店 010-0061 秋田県秋田市卸町1-1-2

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

ヒロロ プレイランド 036-8003 青森県弘前市駅前町 9-20

スペースファンタジーインフィニ店 036-8092 青森県弘前市城東北3-10-1さくら野百貨店弘前店4F

プレイランドソピア八戸店 031-0071 青森県八戸市沼館4-7-112八戸ﾋﾟｱﾄﾞｩB棟2F

プレイランド青森店 030-0843 青森県青森市浜田1-14-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ青森店2F

ファンタジードーム八戸店 031-0801 青森県八戸市江陽2-14-1ﾗﾋﾟｱ八戸店別棟

ラウンドワン青森店 030-0843 青森県青森市浜田3-1-1

キッズ・パーク　ザ・モール郡山店 963-8017 福島県郡山市長者町1-1-1

あひるのたまご猪苗代店 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

らくだのせなか鹿島エブリア店 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

アピナ上尾店 960-8051 福島県福島市曽根田町1-18ﾏｯｸｽふくしまｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

ソユーゲームフィールド天童 960-8051 福島県福島市曽根田町1-18ﾏｯｸｽふくしまｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

エンターテイメントスタジオ須賀川 962-0803 福島県須賀川市古河105番ｲｵﾝﾀｳﾝ須賀川B棟内

ソユーゲームフィールド釜石 960-8051 福島県福島市曽根田町1-18ﾏｯｸｽふくしまｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

THE 3RD PLANET ピボット福島店 960-8031 福島県福島市栄町1-1 ﾊﾟﾜｰｼﾃｨﾋﾟﾎﾞｯﾄ内

Ｇ３ポロス安積店 963-0107 福島県郡山市安積3-160

オンリーワン 960-8051 福島県福島市曽根田町1-18ﾏｯｸｽふくしまｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

スタジオプリモいわきラトブ 970-8026 福島県いわき市平字田町120LATOV3F

電撃クロスモール清武店 960-8051 福島県福島市曽根田町1-18ﾏｯｸｽふくしまｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

ラウンドワン福島店 960-8068 福島県福島市太田町14番18号

ラウンドワン郡山店 963-8801 福島県郡山市向河原町4-551階

プレビジョイカム常陸太田店 313-0062 茨城県常陸太田市塙町字西鯉沼2948

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

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

アピナ下館店 308-0847 茨城県筑西市玉戸1012-3

すまいる・ファクトリー 300-4231 茨城県つくば市北条5050-1

ＦＥＳＴＡ古河店 306-0021 茨城県古河市松並2-18-10ﾏｰｹｯﾄｼﾃｨ古河内

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

ＡＧスクエア石岡店 315-0031 茨城県石岡市東大橋中峯1976-1

楽市楽座 イオンモール土浦店 300-0811 茨城県土浦市上高津367番地ｲｵﾝﾓｰﾙ土浦ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

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

ユーズランド高崎店 370-3521 群馬県高崎市棟高町1400番地ｲｵﾝﾓｰﾙ高崎2F

あそびの広場ＳＯＲＡ島　前橋店 371-0033 群馬県前橋市国領町2-14-1前橋ﾘﾘｶ2F

ＧＡＭＥＰＡＲＫフェドラ高崎店 370-0073 群馬県高崎市緑町1-29-4ﾌｪﾄﾞﾗP&D  1F

ラウンドワン前橋店 379-2154 群馬県前橋市天川大島町1101-1

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

ＢＯＯ－ＢＯＳＳＢＯＳＳ坂戸 350-0219 埼玉県坂戸市片柳1732-1

ＢＯＯＢＯＳＳ　　所沢 359-1106 埼玉県所沢市東狭山ｹ丘6-2838-3

GAMEココナッツパラダイス 鶴ケ島ポポラ 350-2204 埼玉県鶴ｹ島市鶴ｹ丘276-1POPOLA3Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

アミュージアム鴻巣店 365-0038 埼玉県鴻巣市本町1-1-2ｴﾙﾐこうのす3F

SILK　HAT　川崎ダイス 332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-16共同ﾋﾞﾙ3･4F

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

ヒューストン西川口店 332-0021 埼玉県川口市西川口1-6-3西川口ﾋﾞﾙ1F

ゲームヴィクト　盛岡 340-0835 埼玉県八潮市浮塚222-20

ソユーゲームフィールド熊谷店 360-0032 埼玉県熊谷市銀座2-245ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾆｯﾄﾓｰﾙ4F

パイレーツキッズ錦町店 330-0853 埼玉県蕨市錦町1-12-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ錦町店2F

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

プレイランド菖蒲店 346-0195 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲3階

THE 3RD PLANET フレスポ八潮店 340-0822 埼玉県八潮市大瀬822-1ﾌﾚｽﾎﾟ八潮 3F

スイーツファンタジー パックン - ピオニウォーク東松山 355-8606 埼玉県東松山市あずま町4-3

ベイシア滑川店　遊びの国 355-0811 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾2780

スクウェアワン草加 340-0035 埼玉県草加市西町632-1

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

ＦＥＳＴＡ上尾店 362-0034 埼玉県上尾市愛宕3-1-40ﾊﾞﾘｭｰﾌﾟﾗｻﾞ上尾愛宕店内2F

アミューズメントサーカスマジシャン 360-0817 埼玉県熊谷市新島181-1

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

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

モーリーファンタジーイオンレイクタウン店 343-0826 埼玉県越谷市東町2丁目8

セガ 所沢 359-1123 埼玉県所沢市日吉町8-1

楽市楽座 イオンモール川口店 333-0842 埼玉県川口市前川1-1-11ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川3F

楽市楽座 イオンモール名古屋茶屋店 340-0835 埼玉県八潮市浮塚222-20

ラウンドワン朝霞店 351-0014 埼玉県朝霞市膝折町2-16-10

ラウンドワンスタジアム入間店 358-0026 埼玉県入間市小谷田3-7-25

ラウンドワンららぽーと新三郷店 358-0026 埼玉県入間市小谷田3-7-25

キッズ・パーク　リウ゛ィンよこすか店 238-0013 神奈川県横須賀市平成町3丁目41385

キッズ・パーク　イトーヨーカドー能見台店 236-0058 神奈川県横浜市金沢区能見台東41334

ドラマ　港北インター店 224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町321-6

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

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

遊びっこ広場フォルム川崎宮前店 216-0011 神奈川県川崎市宮前区犬蔵37876ﾏﾙｴﾂ川崎宮前店1F

プレイランド川崎店 210-0843 神奈川県川崎市川崎区小田栄2-41306ｲﾄｰﾖｶﾄﾞｰ川崎店3F

プレイランド大和鶴間 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

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

神奈川レジャーランド大和店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間2-1-13

セガ 横浜中華街 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町80-1

セガ ワールド トレッサ横浜 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地ﾄﾚｯｻ横浜 南棟 1F

パームトップス 243-0018 神奈川県厚木市中町4-15-9

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 ﾑｻｼﾎﾞｳﾙﾋﾞﾙ1F    

楽市楽座　湘南藤沢店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-5  ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ湘南藤沢ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2階

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

キッズ・パーク　イトーヨーカドー八千代店 276-0028 千葉県八千代市村上南1-3-1

こころっこJ’S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

ゲームチャリオット辰巳店 290-0015 千葉県市原市市原500-1

ゲームフジ船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町4-40-1

ソニックビーム松戸店 271-0092 千葉県松戸市松戸1172-1

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

ＥＧＧＳ　ＰＯＲＴ船橋店 273-0012 千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽｰとTOKYO-BAY北館1階

ティックタックワールド鴨川店 296-0001 千葉県鴨川市横渚973-1ﾌﾛｰﾚ鴨川4F

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

ジョイプラザ印西店 270-1335 千葉県印西市原1-2ﾋﾞｯｸﾞﾎｯﾌﾟｶﾞｰﾃﾞﾝﾓｰﾙ印西内2F

アーバンスクエア成東店 289-1326 千葉県山武市成東字北砂郷769-1

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

ＧＡＭＥＡ＆ＧＯ！　ＫＩＳＡＲＡＺＵ 292-0044 千葉県木更津市太田2-6-1精文館書店木更津店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

スポーツウェーブ鉄腕２４　浜野店 260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町1025-59

本八幡ゲームオット 272-0021 千葉県市川市八幡2-16-6八幡旗ﾋﾞﾙB1階

ゲオ市川店 272-0015 千葉県市川市鬼高3-32-12

モーリーファンタジー船橋店 273-0021 千葉県船橋市山手1丁目1番地8号

モーリーファンタジーおゆみ野店 266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南5丁目37-1

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

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

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

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

キッズ・パーク　西友　福生店 197-0021 東京都福生市東町5-1

アムネット　五反田店 141-0031 東京都品川区西五反田1-27-5NA五反田ﾋﾞﾙ

アムネット　小岩店 133-0056 東京都江戸川区南小岩6-31-3石井ﾋﾞﾙ1F

ドラマ　南大沢店 192-0372 東京都八王子市下柚木2-12-5

アミューズメント ファンファン平和島店 143-0016 東京都大田区大森北6-29-13

アミュージアム　キッズパーク昭島店 196-0014 東京都昭島市田中町562-1ﾓﾘﾀｳﾝ東館2F

ユーズランド日の出店 190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出店3F

プレイランド仲宿店 173-0005 東京都板橋区仲宿39-8

プラサカプコン　吉祥寺店 184-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1いなりやﾋﾞﾙB1F

プレイランドソピア八王子店 193-0941 東京都八王子市狭間町1462-1  ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ八王子狭間店3F

ＺＡＵＲＵＳ　ＷＯＲＬＤ　大森店 143-0016 東京都大田区大森北2-13-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大森店3F

ミナックス 162-0845 東京都新宿区市谷本村町3-18

THE 3RD PLANET 多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合1-39-2ﾏｸﾞﾚﾌﾞﾋﾞﾙ2F､3F

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

ゲームパ二ック東京 143-0006 東京都大田区平和島1-1-1

モーリーファンタジーむさし村山店 208-0022 東京都東京都武蔵村山市榎1丁目1番3号

セガ 池袋ギーゴ 170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-1

セガ 秋葉原 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-95F

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

セガ 秋葉原 1号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-9

新宿スポーツランド本館 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-121F

セガ ワールド ドリームファクトリー 208-0022 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3-2059

クラブ セガ 立川 190-0023 東京都立川市柴崎町3-2-1ｻｻﾞﾝﾋﾞﾙ 1F

ハイテクランド セガ シブヤ 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-14-14東口会館 1F

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

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

セガ ワールド ドリームファクトリー 208-0022 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3-2059

クラブ セガ 立川 190-0023 東京都立川市柴崎町3-2-1ｻｻﾞﾝﾋﾞﾙ 1F

ラウンドワンダイバーシティ東京  プラザ店 135-0064 東京都江東区青海一丁目1番10号ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ東京ﾌﾟﾗｻﾞ6階

ラウンドワン池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目14番1号  池袋ｽｸｴｱ

ジャンボリー御幸ケ原店 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

アピナ小山店 323-0822 栃木県小山市駅南町4-27-18

TOBUカーニバル大田原店 324-0047 栃木県大田原市美原1ｰ3537ｰ2 東武宇都宮百貨店大田原店3F ｶｰﾆﾊﾞﾙ

ゲームパニック佐野 327-0821 栃木県佐野市高萩町1340ﾌｪﾄﾞﾗP&D 1階

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

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     

ラウンドワン宇都宮店 321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町62824

アミューズメントシティ　ザ・モール安城店 446-0065 愛知県安城市大東町9-31

アミューズメント　サーカスサーカス 460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-3-4

COSTA del SOL 460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-17-26

プラサカプコン　稲沢店 492-8601 愛知県稲沢市長野7-1-2ﾘｰﾌｳｫｰｸ稲沢201区画

ゲームランド岡崎店 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

プレイランドソピア安城店 446-0072 愛知県安城市住吉町3-1-8ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ安城店2F

ＢＲＥＭＥＮ　ＴＯＷＮ　　鳴海店 458-0844 愛知県名古屋市緑区鳴海町伝治山3-9  ｱﾋﾟﾀ鳴海店2F

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

中川メトロポリス 454-0954 愛知県名古屋市中川区江松3-110

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

セガ ワールド 上小田井 mozoワンダーシティ 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番地mozoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ4F

クラブ セガ 金山 456-0001 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

セガ ワールド セガおもしろ遊技御殿木曽川 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

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

セガ ワールド セガおもしろ遊技御殿木曽川 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

楽市楽座 イオンモール扶桑店 480-0105 愛知県丹羽郡扶桑町南山名字高塚5番地ｲｵﾝﾓｰﾙ扶桑ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

ラウンドワン中川１号線店 454-0859 愛知県名古屋市中川区法蔵町41328

ラウンドワン名古屋西春店 481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺神明15番地

ラウンドワン半田店 475-0828 愛知県半田市瑞穂町6-7-8

ラウンドワン豊橋店 441-3147 愛知県豊橋市大岩町字岩田41332

セガ ワールド ソニックタウン関 501-3936 岐阜県関市倉知516番地

セガ ワールド アクアウォーク大垣 503-0015 岐阜県大垣市林町6-80-21ｱｸｱｳｫｰｸ大垣2F

ラウンドワンモレラ岐阜店 501-0497 岐阜県本巣市三橋1100

新宝島　甲府店 400-0031 山梨県甲府市丸の内1-16-20ｺｺﾘ甲府2F

楽市楽座 イオンモール甲府店 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

ラウンドワン山梨・石和店 406-0035 山梨県笛吹市石和町広瀬737-1

メジャーロード２４ 954-0111 新潟県見附市今町4-20-568-1

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

アピナ上越インター店 942-0063 新潟県上越市下門前1661

カプコサーカス　新潟東店 950-0813 新潟県新潟市東区大形本町3-1-2ｲｵﾝ新潟東内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ソユーゲームフィールド新発田 957-0061 新潟県新発田市住吉町5-11-5  ｲｵﾝﾓｰﾙ新発田2F

ラウンドワン新潟店 950-0954 新潟県新潟市中央区美咲町2丁目1-38

THE 3RD PLANET 富士店 417-0055 静岡県富士市永田町2-99

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

THE 3RD PLANET フレスポ静岡店 424-0067 静岡県静岡市清水区鳥坂860

THE 3RD PLANET BiVi沼津店 410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-5

THE 3RD PLANET 浜松プラザ店 435-0048 静岡県浜松市東区上西町1020-1FRESPO  2F

ポート２４浜松店 431-0202 静岡県浜松市西区坪井町4183

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

セガ ワールド サントムーン 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

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

セガ ワールド サントムーン 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

楽市楽座　サンストリート浜北店 434-0041 静岡県浜松市浜北区平口2861ｻﾝｽﾄﾘｰﾄ浜北内M-207

ラウンドワン富士店 417-0024 静岡県富士市八代町4-15

ラウンドワン浜松店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-17

タカラ島 アルプラザ小松店 923-0801 石川県小松市園町八23-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ小松店2F

浪漫遊　金沢本店 921-8801 石川県野々市市御経塚4-1

ゲームパラダイス 920-0849 石川県金沢市堀川新町5-1

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

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

セガ ワールド 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

ラウンドワン金沢店 921-8163 石川県金沢市横川6-120-1ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝｽﾀｼﾞｱﾑ金沢店

アピナ飯田店 395-0001 長野県飯田市座光寺3728-1

アピナ佐久インター店 385-0023 長野県佐久市岩村田北1-13-1

アピナ穂高店 399-8303 長野県安曇野市穂高2450

アピナ上田インター店 386-0002 長野県上田市住吉280-1

アピナ松本店 390-0833 長野県松本市双葉19-10

アピナ諏訪店 392-0012 長野県諏訪市四賀1811-2

THE 3RD PLANET 長野大通り店 380-0833 長野県長野市鶴賀権堂町1506ｰ3 長電権堂第2ﾋﾞﾙ  1F

フォルム岡谷店 394-0022 長野県岡谷市銀座1-1-5ｱﾋﾟﾀ岡谷店2F

フォルム岡谷店 394-0022 長野県岡谷市銀座1-1-5ｱﾋﾟﾀ岡谷店2F

セガ ワールド 上田 386-0001 長野県上田市大字上田1847-1

ラウンドワンスタジアム長野店 381-0038 長野県長野市東和田827番6

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

キッズサーカス五福店 930-0887 富山県富山市五福1143-1SCｱﾘｽ2F

ゲームインさんしょう二口 939-8211 富山県富山市二口町5-9-8

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

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

アピタ富山店ナムコランド 939-8071 富山県富山市上袋100番地 ｱﾋﾟﾀ富山店内2F

タカラ島  亀岡店 621-0822 京都府亀岡市篠町野条上又11-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ亀岡3F

ビバーチ久御山店 613-0024 京都府久世郡久御山町森小字大内301

プレイランド山科店 607-8162 京都府京都市山科区椥辻草海道町15-1  ｸﾞﾙﾒｼﾃｨﾋｶﾘ屋山科店3F

ケイキャット　京八幡店 614-8271 京都府八幡市美濃山ﾋﾙ塚31-1

THE 3RD PLANET BiVi京都二条店 604-8415 京都府京都市中京区西ﾉ京栂尾町107番地

プラザピア峰山店 627-0041 京都府京丹後市峰山町菅376

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

ドリーム　ＡＭパークタカラ峰山 627-0005 京都府京丹後市峰山町新町1601-1  ﾏｲﾝ峰山店4F

モーリーファンタジー福知山店 620-0922 京都府福知山市岩井79-8

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

モーリーファンタジー京都五条店 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町25-1

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

プラザパル伊賀上野店 518-0825 三重県伊賀市小田町256-1ｼﾞｮｲｼﾃｨ伊賀上野店B館3F

プラザパル名張店 518-0441 三重県名張市夏見251-1ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰｵｰｸﾜ名張店1F

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

ゲームパークＭＥＣＨＡ菰野店 510-1232 三重県三重郡菰野町大字宿野字神明田357  ｲｵﾝﾀｳﾝ菰野店

モーリーファンタジー四日市尾平店 512-0921 三重県四日市市尾平町字天王川原1805

モーリーファンタジー伊勢ララパーク店 516-0007 三重県伊勢市小木町曽弥538

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

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

ぷらっとらんど野洲店 520-2435 滋賀県野洲市乙窪字長繰480番1 ｻﾞ･ﾋﾞｯｸﾞｴｸｽﾄﾗ野洲店内

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

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アルプラザ水口店 528-0035 滋賀県甲賀市水口町名坂419-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ水口店新館2F

セガ ワールド 草津 525-0025 滋賀県草津市西渋川1-23-23AｰSQUARE SARA新棟2F

キッズ・パーク　レインボー金岡店 591-8004 大阪府堺市北区蔵前町1524-1

天王寺パスカ 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-55

アメッツオ 572-0846 大阪府寝屋川市高宮栄町9-3

コスミックプラザＡＢＣ 572-0837 大阪府寝屋川市早子町18-14

インヴァネス 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町3-41579

シャトーＥＸ 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町3-9-3 ｸﾞﾗﾝｼｬﾄｰﾋﾞﾙ1F/2F

カマロ日本橋ピカソ店 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋3-7-22  光ﾋﾞﾙ

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

ソユーロケットドライブ泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3-12  ｲｵﾝりんくう泉南SC2F

Ｇ－Ｐａｌａ　阿倍野店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋37895

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

ＭＥＣＨＡ高井田店 577-0053 大阪府東大阪市高井田本通4-2-5

ＭＥＣＨＡ　　新金岡店 591-8021 大阪府堺市北区新金岡町5-1-6  ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ新金岡店2F

チャイルズ貝塚店 597-0021 大阪府貝塚市小瀬91-1 ｵｰｸﾀｳﾝ貝塚店2F

モーリーファンタジー茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町8-30-5 

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

セガ ワールド 布施 577-0056 大阪府東大阪市長堂1-1-1ﾛﾝﾓｰﾙ布施内

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

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

ＡＧスクエア東大阪店 577-0004 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64

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 ｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ行 区画番号332 

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

ラウンドワン堺中央環状店 599-8102 大阪府堺市東区石原町2丁241番

ラウンドワン梅田店 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町41380

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

ラウンドワン三宮駅前店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1丁目3番1号

ラウンドワン京都河原町店     542-0076 大阪府大阪市中央区難波1丁目3番1号

ケイキャット　ツインゲート橿原店 634-0008 奈良県橿原市十市町1222-1ﾂｲﾝｹﾞｰﾄ橿原WEST  1F

ＳＯＹＵミクロガーデン橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町7-20-1ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F

アピタ西大和店ゲームコーナー 639-0200 奈良県北葛城郡郡上牧町ささゆり台1-1 ｱﾋﾟﾀ西大和店2

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

キッズ・パーク　ザ・モール姫路店 670-0052 兵庫県姫路市神子岡前3丁目12-17

キッズ・パーク　アイティ豊岡店 668-0031 兵庫県豊岡市大手町4-5

カリヨンパーク　伊丹店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻4丁目1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹昆陽店4F

アルゴ 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通り1-9

アミューズメントパーク宝島氷上店 669-3467 兵庫県丹波市氷上町本郷300番地  ゆめﾀｳﾝ2F

プレイランド　パルティ 656-0461 兵庫県南あわじ市市円行寺150三原SPﾊﾟﾙﾃｨ内

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

メガコート　加古川店 675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田351加古川倉庫ﾒｶﾞｺｰﾄ内

メガパレス 651-2143 兵庫県神戸市西区丸塚2-9-18

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

お宝市番館　　姫路東店 671-0244 兵庫県姫路市四郷町見野824-1

ふぇすたらんど土山店 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水字舞々2208-1ｲｵﾝ土山店内

ジョイプラザ加古川店 675-0018 兵庫県加古川市野口町坂元138

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

イオン赤穂ファミリーランド 678-0232 兵庫県赤穂市中広字別所55-3ｲｵﾝ赤穂店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

モーリーファンタジー加古川店 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家615-1 

モーリーファンタジー南淡路店 656-0511 兵庫県南あわじ市賀集八幡北 字東内378-1

モーリーファンタジー和田山店 669-5215 兵庫県朝来市和田山町枚田岡774

モーリーファンタジー洲本店 656-0021 兵庫県洲本市塩屋1-1-8

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

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

モーリーファンタジー加西北条店 675-2312 兵庫県加西市北条町北条308-1

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

モーリーファンタジー姫路リバーシティ店 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江2560番地

モーリーファンタジー山崎店 671-2545 兵庫県宍粟市山崎町中井字城下10

モーリーファンタジー三木店 673-0404 兵庫県三木市大村字砂163

モーリーファンタジー社店 673-1431 兵庫県加東市社1126-1

モーリーファンタジー高砂店 676-0019 兵庫県高砂市緑丘2丁目1-40

セガ ワールド ココエあまがさき 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-3-1ｺｺｴあまがさき内4F

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

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

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

アミパラ松山店 790-0051 愛媛県松山市生石町655-1

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

ＡＭパークＭＧ東予店 799-1371 愛媛県西条市周布191番地ﾏﾙﾅｶ東予店内

アミューズメント大街道 790-0004 愛媛県松山市大街道2-1-24VISCONTI 1F

ＦｏｒｅｓｔＨｕｎｔｅｒ松前店 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850ｴﾐﾌﾙMASAKIAM棟1階

バンバン衣山店 791-8025 愛媛県松山市衣山1-248-1

セガ 松山 790-0962 愛媛県松山市枝松5-7-32

アミパラ津山店 708-0842 岡山県津山市河辺1000-1ｲｵﾝ津山ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内2F

ピノッキーランドゆめタウン井原店 715-0022 岡山県井原市下出部町2-11-2 3F

パルド スパティオ ゆめタウン倉敷店 710-0834 岡山県倉敷市笹沖1274-1ゆめﾀｳﾝ倉敷店3F

ふぇすたらんど平島店 709-0631 岡山県岡山市東区東平島1609ﾏﾙﾅｶ平島1Fふぇすた

ふぇすたらんど倉敷マスカット店 701-0114 岡山県倉敷市松島字羽伏1163-2ﾏﾙﾅｶﾏｽｶｯﾄ店別塔3Fふぇすたらんど

ふぇすたらんど高屋店 703-8233 岡山県岡山市中区高屋36-1山陽ﾏﾙﾅｶ高屋店2階

ふぇすたらんど築港店 340-0835 岡山県岡山市南区築港元町14-1 山陽ﾏﾙﾅｶ築港店内

モーリーファンタジー岡南店 702-8056 岡山県岡山市南区築港新町1-18-5

モーリーファンタジー原尾島店 703-8235 岡山県岡山市中区原尾島1-6-20

モーリーファンタジー岡北店 700-0804 岡山県岡山市北区中井町2-2-7

モーリーファンタジー岡山店 700-0941 岡山県岡山市北区青江2-7-1

モーリーファンタジー津山店 708-0842 岡山県津山市河辺1000-1

岡山ジョイポリス 700-0907 岡山県岡山市北区下石井2-10-1

ラウンドワン岡山妹尾店 701-0205 岡山県岡山市南区妹尾552614

プラザパル学園店 739-0047 広島県東広島市西条下見6丁目2-32 ゆめﾀｳﾝ学園店2F

ゆめＬＡＮＤ大竹 739-0622 広島県大竹市晴海1-6-1ゆめﾀｳﾝ大竹店2F

あみぱらんど 720-0032 広島県福山市三吉町南2-8-24

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

ファンタジア店 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井6-21-1 7F

アズロスパティオ　ゆめタウン呉店 737-0029 広島県呉市宝町5-10ゆめﾀｳﾝ呉  3F

ピノッキーランドゆめタウン黒瀬店 724-0613 広島県東広島市黒瀬町楢原100-1 2F

ピノッキースパティオ大竹店 739-0622 広島県大竹市晴海1-5-1

ふぇすたらんど五日市店 731-5116 広島県広島市佐伯区八幡1-24-17  ｻﾝﾘﾌﾞ五日市店2Fふぇすた

ふぇすたらんど可部店 731-0221 広島県広島市安佐北区可部7-4-13山陽ﾏﾙﾅｶ可部店2Fﾌｪｽﾀ

ふぇすたらんど府中店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須4-2-10ｻﾝﾘﾌﾞ府中店3F ふぇすた

ゲームパークＭＥＣＨＡ海田店 736-0042 広島県安芸郡海田町南大正町3-30  ｲｵﾝ海田店3F

福山メトロポリス 721-0953 広島県福山市一文字町24-1

ラウンドワン広島店 730-0032 広島県広島市中区立町3-11

ビッグ・ウェーブ　ゆめタウン三豊 769-1506 香川県三豊市豊中町本山甲22

ビッグ・ウェーブ　ゆめタウン丸亀 763-0055 香川県丸亀市新田町150

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

ＡＭパークＭＧ　宇多津店 769-0210 香川県綾歌郡宇多津町新開2419番1  ﾏﾙﾅｶｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ宇多津店内

ふぇすたらんど白鳥店 769-2705 香川県東かがわ市白鳥町字城泉144-1ﾏﾙﾅｶ白鳥店内

ふぇすたらんど豊浜店 769-1601 香川県観音寺市豊浜町姫浜1158-1  ﾏﾙﾅｶ豊浜店内

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

ナムコランド十川店 761-0433 香川県高松市十川西町651-1ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ十川別棟

ナムコランド丸亀店 763-0063 香川県丸亀市新浜町1丁目803番地の2 ﾊﾟﾜｰｼﾃｨ丸亀店内2階

モーリーファンタジー・ｆモーリーｆ綾川店 761-2304 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1

セガ 丸亀 763-0062 香川県丸亀市蓬莱町56-1

セガ 高松 761-8058 香川県高松市勅使町535

ラウンドワン高松店 760-0068 香川県高松市松島町2-7-43

プラサカプコン　高知店 780-0026 高知県高知市秦南町1-4-8ｲｵﾝﾓｰﾙ高知2F

サニーアクシス南国アクシスキッズ 783-0005 高知県南国市大そね乙1009 ｻﾆｰｱｸｼｽ南国店

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

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 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

ファミリーゲームフィールド防府 747-0823 山口県防府市鐘紡町7-1ｲｵﾝﾀｳﾝ防府 1F

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

ふぇすたらんど下松店 744-0027 山口県下松市南花岡6-8-1ｻﾝﾘﾌﾞ下松店2Fふぇすた

アミパラ米子店 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津1160-1ｲｵﾝ日吉津店SC西館

アミパラ鳥取店 680-0904 鳥取県鳥取市晩稲100-1ｲｵﾝ鳥取北SC内2F

THE 3RD PLANET 鳥取店 680-0903 鳥取県鳥取市南隈519番地ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙAｿﾞｰﾝ

ゆめサーカス ゆめタウン出雲店 693-0063 島根県出雲市大塚町650-1ゆめﾀｳﾝ出雲 東館3F

ゆめらんど益田 698-0041 島根県益田市高津7-21-12ｲｽﾞﾐゆめﾀｳﾝ益田2F

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

アミューズメントパフェパレパレ 770-0004 徳島県徳島市南田宮2-2-46

わくわくランド徳島店 770-0053 徳島県徳島市南島田町3-54ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞﾀｸﾄ内

ファンタジーフィールドダイヤ 770-0023 徳島県徳島市佐古三番町15-33

ラウンドワン徳島・万代店 770-0941 徳島県徳島市万代町4-19-1

マンガ倉庫日向店 883-0062 宮崎県日向市日知屋14798-1

マンガ倉庫都城店 885-0006 宮崎県都城市吉尾町840

ゲームマインズ 880-0812 宮崎県宮崎市高千穂通1丁目3番22号 ｴｰｽﾗﾝﾄﾞ2F

ジョイプラザＪＯＹ宮崎店 880-0927 宮崎県宮崎市源藤町葉山205

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

ラウンドワンスタジアム宮崎店 880-0904 宮崎県宮崎市中村東3-4-60

マンガ倉庫八代店 866-0013 熊本県八代市沖町3989-1

スマイルステーション菊陽 869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2472ｲｵﾝ菊陽店2F

ＦＥＳＴＡ カリーノ下通店 860-0801 熊本県熊本市中央区安政町1-2ｶﾘｰﾉ下通店地下1Fﾌｪｽﾀ

ＦＥＳＴＡ山鹿店 861-0382 熊本県山鹿市方保田字鳥越34641487

ＦＥＳＴＡ人吉店 868-0011 熊本県人吉市宝来町1307-1

楽市楽座 イオンモール熊本店 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232-1603 ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本店2F

キッズ・パーク　ゆめタウン佐賀店 849-0915 佐賀市兵庫北5丁目14番1号

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

アミパラ佐賀店 840-0008 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730 ﾓﾗｰｼﾞｭ佐賀店南館1F

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

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

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

アミューズメント リバティ 892-0843 鹿児島県鹿児島市千日町15-15  ﾘﾊﾞﾃｨﾊｳｽ2F･3F

THE 3RD PLANET フレスポ国分店 894-4321 鹿児島県霧島市国分広瀬2-4-1

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

電遊パーク志布志店 899-7104 鹿児島県志布志市志布志町安楽100-1

電遊パーク大口店 895-2522 鹿児島県伊佐市大島字次郎兵衛1287番1

ゲームセンター電撃ベイサイド 892-0812 鹿児島県鹿児島市浜町2-2

モーリーファンタジー鹿児島店 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町7

ビッグ・ウェーブ　ゆめタウン別府店 874-0943 大分県別府市楠町382-6

トライセン中津店 871-0011 大分県中津市下池永67-3

ＦＥＳＴＡコスモタウン佐伯店 876-0046 大分県佐伯市鶴岡西町2丁目163番地 ｺｽﾓﾀｳﾝ佐伯店内

FESTAフリーモールわさだ店 870-1161 大分県大分市大字木之上字鉾手2102番地  FESTAﾌﾘｰﾓｰﾙわさだ店

モーリーファンタジー大村店 856-0836 長崎県大村市幸町25-200

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

モーリーファンタジー時津店 851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷751-5

セガ ワールド 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5階

セガ ワールド 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5階

ＢＩＧＢＡＮＧ　ゆめタウン博多店 812-0055 福岡県福岡市東区東浜1丁目1-1

Ｇ－ＳＴＡＧＥ飯塚 820-0081 福岡県飯塚市枝国680-2

Ｇ－ＳＴＡＧＥ小倉店 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-5 あるあるCity2階

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

スマイルステーション小倉店 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-5あるあるCity小倉4F

遊道楽一番街 830-0032 福岡県久留米市東町33-1

ゲームパークギャラクシー江別 838-0115 福岡県小郡市大保字弓場110ｲｵﾝ小郡SC内T-001区画

楽市楽座　砂津店 802-0014 福岡県北九州市小倉北区砂津3-1-1ﾁｬﾁｬﾀｳﾝ小倉B棟3F

楽市楽座 イオンモール筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺434-1ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野店3F

楽市楽座 イオンモール福津店 811-3213 福岡県福津市793番地ｲｵﾝﾓｰﾙ福津店3階3043A

スペース２５　春日店 816-0814 福岡県春日市春日5-17ｻﾞ･ﾓｰﾙ春日2F

楽市楽座　行橋店 824-0038 福岡県行橋市西泉6-1-1ｺｽﾀ行橋ｱﾐｭｰｽﾞ棟2F

ラウンドワン福岡天神店 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-6-12

ラウンドワン博多・半道橋店 812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋37295

『おじぱん：ボールチェーン付きぬいぐるみ』 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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