『おそ松さん ふりむきゅん マリンラウンドクッション2 』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

店舗名

関東

住所

070-0030

北海道旭川市宮下通7丁目2番5号 ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前4F

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

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

万代書店札幌手稲店

006-0032

北海道札幌市手稲区稲穂二条 2丁目2-8

ディノスパーク 札幌手稲

006-0811

北海道札幌市手稲区前田一条11丁目

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

タイトーステーション札幌狸小路店

060-0062

北海道札幌市中央区南2条西3丁目5-1

ディノスパーク 札幌中央

060-0063

北海道札幌市中央区南3条西1-8.1F

ディノスパーク ノルベサ店

060-0063

北海道札幌市中央区南3条西5丁目1-1

ラウンドワン札幌すすきの店

064-0805

北海道札幌市中央区南五条西三丁目6番地1

アドアーズ札幌狸小路店

060-0063

北海道札幌市中央区南三条西4-12-1 ｱﾙｼｭﾋﾞﾙ 5~6階

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

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

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

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

万代札幌藤野 ＵＦＯコーナー

061-2282

北海道札幌市南区藤野二条3丁目41334

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 室蘭

050-0083

北海道室蘭市東町4-31-2

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

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

ディノスパーク帯広稲田店

080-0831

北海道帯広市稲田町南八線西12番地 ｽｽﾞﾗﾝﾎﾞｳﾙ内

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

パロ滝川店

073-0024

北海道滝川市東町2丁目29-1

ディノスパーク 苫小牧

053-0053

北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝﾓｰﾙ苫小牧2F

ディノスパーク 函館昭和

041-0812

北海道函館市昭和3丁目24-18 ｹﾞｵ函館昭和店内

ディノスパーク 北見店

090-0838

北海道北見市西三輪5丁目1番地16

ディノスパーク上磯

049-0111

北海道北斗市七重浜7丁目14番1号ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ上磯店内

ゲームランド つがる柏店

038-3107

青森県つがる市柏稲盛幾世41 ｲｵﾝﾓｰﾙつがる柏 本館 2F

パロ五所川原店

037-0004

青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻641番1

ファミリーランド弘前店

036-8002

青森県弘前市駅前町3-2-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ弘前店4F

ソユーアミューズメントクラブアラモード店

036-8091

青森県弘前市高崎2-15-1さくら野弘前店ﾗﾌｫﾙﾃ2F

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

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

ユーズランド下田店

039-2112

青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田1F

タイトーステーション 青森ガーラモール店

038-0006

青森県青森市三好2-3-19

青森メトロポリス

038-0006

青森県青森市石江三好1-15-8

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

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

モーリーファンタジースーパーセンター一関店

029-0131

岩手県一関市狐禅寺字石ﾉ瀬11番1ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ一関

ソユーファミリーゲームフィールド 花巻店

025-0016

岩手県花巻市高木第16地割68番地6 銀河ﾓｰﾙ花巻内

ソユーゲームフィールド釜石

026-0011

岩手県釜石市港町二丁目1-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ釜石内3階

カバロ宮古店

027-0076

岩手県宮古市栄町3-35ｷｬﾄﾙ宮古店内3F

タイトーステーション盛岡マッハランド店

020-0125

岩手県盛岡市上堂1-2-38 ﾏｯﾊﾗﾝﾄﾞ内

ゲームランド盛岡店

020-0148

岩手県盛岡市前潟4-7-1ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡2F

萬屋 盛岡店

020-0866

岩手県盛岡市本宮2丁目46-15

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

万ＳＡＩ堂

024-0004

岩手県北上市村崎野14地割68番地32

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

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

プラサカプコン 石巻店

986-0861

宮城県石巻市蛇田字新金沼170ｲｵﾝ石巻ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

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

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

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

ゲームメイト仙台店

980-0021

宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 ｲｰﾋﾞﾝｽﾞ 4F

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

ＧＡＭＥ ＢＡＮＫ

981-3137

宮城県仙台市泉区大沢2-5-4

北海道 ｎａｍｃｏ札幌エスタ店

東北

郵便番号

ＧａｍｅＦｉｅｌｄ旭川駅前店

北上店

万代書店仙台南店

981-1103

宮城県仙台市太白区中田町杉の下34番地

万代書店 多賀城店

985-0843

宮城県多賀城市明月1-168-1

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

プラサカプコン イオンタウン佐沼

987-0404

宮城県登米市南方町新島前46-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ佐沼1F

ｎａｍｃｏイオンモール名取店

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

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

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

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

モーリーファンタジー大館店

017-0041

秋田県大館市大田面238ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ大館店1階

万ＳＡＩ堂

014-0044

秋田県大仙市戸蒔錨17−1

プラサカプコン 大曲店

014-0033

秋田県大仙市和合字坪立177ｲｵﾝ大曲ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

ソユープレイランド ソピアいとくアクロス能代店

016-0188

秋田県能代市字寺向70番地いとくｱｸﾛｽ能代店内

モーリーファンタジー酒田南店

998-0828

山形県酒田市あきほ町120-1ｲｵﾝ酒田南店1階

アピナ鶴岡店

997-0003

山形県鶴岡市文下字広野1-1

お宝中古市場山形天童

994-0021

山形県天童市山元1019-1

ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ ＴＥＮＤＯ

994-0049

山形県天童市南町1丁目5-26

ソユーゲームフィールド天童

994-0000

山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内34街区 ｲｵﾝﾓｰﾙ天童2階

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

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

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鹿島ｴﾌﾞﾘｱｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内2階

モーリーファンタジーいわき店

970-8026

福島県いわき市平字三倉68-1ｲｵﾝいわき店3階

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

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

ＳＯＹＵ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＳＴＵＤＩＯ須賀川店

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

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

ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ 福島店

960-8153

福島県福島市黒岩字中島7番2号

万ＳＡＩ堂 福島店

960-8153

福島県福島市黒岩字浜井場5-1

ｎａｍｃｏ ｉｉａｓつくば店

305-0817

茨城県つくば市研究学園5丁目19番地 iiasつくば店2F2190

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

ピンクパンサー下妻店

304-0051

茨城県下妻市小島884-10

ソユートイズニューヨーク 守谷店

302-0110

茨城県守谷市百合ヶ丘三丁目249番1 ｲｵﾝﾀｳﾝ守谷2F

ピンクパンサー水戸赤塚店

311-4152

茨城県水戸市河和田1-1 常盤線赤塚駅南口駅前

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

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

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

プラサカプコン土浦店

300-0051

茨城県土浦市真鍋2-1-29

ゲームパニックつくば

300-0850

茨城県土浦市中村東1-1-1

こころっこ日立店

317-0073

茨城県日立市幸町1-16-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ日立店5階

夢大陸 日立南店

316-0025

茨城県日立市森山町4-10-32

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

テクモピアロックダム インターパーク店

321-0114

栃木県宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ6-1-1FKDｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店2F

テクモピアパルテロン宇都宮店

321-0962

栃木県宇都宮市今泉町237福田屋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ宇都宮店2F

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

タイトーステーション宇都宮ベルモール店

321-0904

栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1

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

ｎａｍｃｏフェドラＰ＆Ｄ佐野店

327-0821

栃木県佐野市高萩町1340

ドリームファクトリーアロハ鹿沼店

322-0031

栃木県鹿沼市睦町字川西城下287-1 ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ鹿沼店内

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

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

群馬レジャーランド伊勢店

372-0812

群馬県伊勢崎市連取町3066-1

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ高崎店

370-0846

群馬県高崎市下和田町5-3-8ﾒﾃﾞｨｱﾒｶﾞ高崎

アミューズメントキャロット高崎店

370-0851

群馬県高崎市上中居町121-1ﾕｱｰｽﾞﾋﾞﾙ1F

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

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

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

アピナ太田店

373-0813

群馬県太田市内ｹ島町907-1

万代書店 岩槻店

339-0055

埼玉県さいたま市岩槻区東町1-8-11

タイトーステーション 大宮店

330-0846

埼玉県さいたま市大宮区大門町一丁目1番地

Ｓｐｉｃａ大宮南銀店

330-0845

埼玉県さいたま市大宮区仲町1-57

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

プラサカプコン 羽生店

348-0039

埼玉県羽生市川崎2-281-3ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生2F

ｎａｍｃｏ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mori3F 3133区画

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

テクモピア南越谷店

343-0845

埼玉県越谷市南越谷1-15-1 楽園ﾀｳﾝ南越谷2階

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

キャッツアイ狭山店

350-1305

埼玉県狭山市入間川3141

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

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

エブリディ行田店

361-0037

埼玉県行田市下忍644-1

ゲームパニック三郷

341-0052

埼玉県三郷市彦野2-25

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

タイトーステーション 所沢店

359-1123

埼玉県所沢市日吉町3番7号

アピナ上尾店

362-0015

埼玉県上尾市緑丘3丁目3番11-2号PAPA上尾 ﾌﾟﾘﾝｾｽ棟1階･2階

万代書店川越店

350-0853

埼玉県川越市城下町11-1

ＡＭモナコ川越１号店

350-0043

埼玉県川越市新富町2-4-1関口池田ﾋﾞﾙ1F

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

ゲームシティ川口店

332-0017

埼玉県川口市栄町1-10-5

ＡＭ ＰＩＡ川口

332-0017

埼玉県川口市栄町3-1-16共同ﾋﾞﾙ3･4F

楽市楽座 イオンモール川口前川店

333-0842

埼玉県川口市前川1-1-11ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川3F

ＳＯＹＵＧａｍｅＦｉｅｌｄ川口店

332-0033

埼玉県川口市並木元町1-79ｱﾘｵ川口店3F

スイーツファンタジー 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

タイトーステーション 和光店

351-0112

埼玉県和光市丸山台1-4-5

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2F

ゲームランド 千葉ニュータウン店

270-1350

千葉県印西市中央北3-3ｲｵﾝﾓｰﾙ千葉ﾆｭｰﾀｳﾝｼﾈﾏｽﾎﾟｰﾂ棟2F

ゲームランド 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

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

らんらんらんど南行徳店

272-0138

千葉県市川市南行徳2-20-25

千葉鑑定団湾岸習志野

275-0024

千葉県習志野市茜浜1-1-1

ＡＭ ＰＩＡ 津田沼

275-0016

千葉県習志野市津田沼1-2-1十三ﾋﾞﾙB1F

モーリーファンタジー津田沼店

275-0016

千葉県習志野市津田沼1丁目23番1号ｲｵﾝ津田沼店3階

東京ガリバー松戸店

271-0092

千葉県松戸市松戸1230-1 ﾋﾟｱｻﾞ松戸 1F

プラサカプコン 成田店

286-0021

千葉県成田市ｳｲﾝｸﾞ土屋24ｲｵﾝﾓｰﾙ成田2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

タイトーステーションアリオ蘇我店

260-0835

千葉県千葉市中央区川崎町52-7 ｱﾘｵ蘇我2F

スポーツウエーブ鉄腕２４

260-0824

千葉県千葉市中央区浜野町1025-59

アドアーズ千葉店

260-0015

千葉県千葉市中央区富士見2-4-15 第一東和ﾋﾞﾙ 1~3階

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

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

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

タイトーステーション 船橋店

273-0005

千葉県船橋市本町1丁目6-1

ラウンドワンスタジアムアリオ柏店

277-0922

千葉県柏市大島田950-1-1070

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

キャッツアイ八千代緑ケ丘

276-0047

千葉県八千代市吉橋1851ism緑ｹ丘 1F

プラサカプコン富津店

293-0012

千葉県富津市青木1丁目5番地1 ｲｵﾝﾓｰﾙ富津内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ビバ・サーカス茂原店

297-0029

千葉県茂原市高師1735 茂原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞｱｽﾓ2F

ＧＡＭＥ ＳＱＵＡＲＥ 茂原

297-0012

千葉県茂原市六ﾂ野八貫野 2785-1 ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

ソユーゲームフィールド木更津店

292-0835

千葉県木更津市築地1番4 ｲｵﾝﾓｰﾙ木更津2F

イスカンダル

292-0834

千葉県木更津市潮見4-1-2

ＹＡＺワールド 野田七光台店

278-0051

千葉県野田市七光台4−2

東京レジャーランド亀有店

125-0061

東京都葛飾区亀有3-21-2

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

キャッツアイ西葛西

134-0088

東京都江戸川区西葛西4-2-28 ｻﾆｰﾓｰﾙ3F

東京レジャーランド パレットタウン店

135-0064

東京都江東区青海1丁目3−8

アミュージアム豊洲店

135-8614

東京都江東区豊洲2-4-9ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｯｸららぽｰと豊洲3F

東京ジョイポリス

135-0091

東京都港区台場1-6-1DECKS TOKYO BEACH 4F

タイトーＦステーション 国分寺店

185-0012

東京都国分寺市本町3-5-11 Iﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

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ﾋﾞﾙ1~4階

タイトーステーション渋谷店

150-0002

東京都渋谷区渋谷1-24-12 渋谷東映ﾌﾟﾗｻﾞ

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

ｎａｍｃｏ荻窪店

167-0043

東京都杉並区上荻1-13-10ﾊｸｻﾝﾋﾞﾙ

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１店

155-0031

東京都世田谷区北沢2-12-16

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

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

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

あそんじゃ王国アリオ西新井店

123-0843

東京都足立区西新井栄町1-20-1ｱﾘｵ西新井店3F

タイトーステーション上野アメ横店

110-0005

東京都台東区上野4-10-17

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

ＡＭ ＰＩＡ大森

143-0023

東京都大田区山王2-2-15

アドアーズ蒲田西口店Ｂ館

144-0051

東京都大田区西蒲田7-5-10 蒲田駅西口会館 1階

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

アドアーズ町田店

194-0013

東京都町田市原町田6-21-25 大正堂第2ﾋﾞﾙ 1~4階

ＣＰＳ町田ジョルナ店

194-0013

東京都町田市原町田6-6-14 町田ｼﾞｮﾙﾅ B1F

こころっこイトーヨーカドー東久留米店

203-0053

東京都東久留米市本町3-8-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ東久留米店内

ＹＡＺワールド 八王子みなみ野店

192-0916

東京都八王子市みなみ野1丁目2−1 ｱｸﾛｽﾓｰﾙ八王子みなみ野 3F

ＳＩＬＫ ＨＡＴ八王子

192-0083

東京都八王子市旭町2-5 八王子駅前ﾋﾞﾙA館

ドラマ八王子高倉店

192-0033

東京都八王子市高倉町55-4

プレイランドソピア南大沢店

192-0364

東京都八王子市南大沢2-28-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ南大沢店3F

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

アミューズランドモナコ吉祥寺

180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-9-7 高橋ﾋﾞﾙ

ポニー武蔵境店

180-0023

東京都武蔵野市境南町2-2-20 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ武蔵境店東館内 3F

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

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

ＰＲＯＪＥＣＴ ＡＤＯＲＥＳ池袋店

170-0013

東京都豊島区東池袋1丁目22番12号 高和ﾋﾞﾙB1~5階

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

タイトーステーション錦糸町楽天地店

130-0022

東京都墨田区江東橋4-27-14 楽天地ﾋﾞﾙ地下1階

タイトーＦステーション オリナス錦糸町店

130-0012

東京都墨田区太平4-1-2ｵﾘﾅｽﾓｰﾙ地下1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

プラサカプコン 横須賀店

238-0007

神奈川県横須賀市若松町2丁目30番地 ﾓｱｰｽﾞｼﾃｨ4Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

プラサカプコン 磯子店

235-0016

神奈川県横浜市磯子区磯子1-1-1ﾏﾘｺﾑ磯子ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

ＡＭ Ｓｔ．Ｔｒｏｐｅｚ伊勢佐木町

231-0045

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-96ﾆｯｶﾂ会館3F

ゲームスペースジャンボ

231-0045

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6-147

ドラマ港北インターＡＭ

224-0045

神奈川県横浜市都筑区東方町321-6

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

タイトーステーション海老名ビナウォーク店

243-0432

神奈川県海老名市中央1ｰ18-1 ﾋﾞﾅｳｫｰｸ六番館 2F

ＡＭ ＰＩＡ 大船

247-0056

神奈川県鎌倉市大船1-24大船駅前ﾋﾞﾙ1-3F

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

ＳＩＬＫ ＨＡＴ

243-0018

神奈川県厚木市中町2-4-13本厚木駅前ﾋﾞﾙ1F

ミリアンパーク厚木店

243-0016

神奈川県厚木市田村町9-25

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

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２店

213-0001

神奈川県川崎市高津区溝口2-13-5

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

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

プレイランド 川崎店

210-0843

神奈川県川崎市川崎区小田栄二丁目2-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ川崎店3F

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

こころっこアリオ橋本店

252-0146

神奈川県相模原市緑区大山1-22 ｱﾘｵ橋本2F 235区画ｴﾌﾞﾘﾃﾞｲFUNﾊｳｽ

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

ゲームリスボア

242-0017

神奈川県大和市大和東1-3-12

楽市楽座 湘南藤沢店

251-0042

神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目3番5号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

ソユーゲームフィールド 湘南店

251-0042

神奈川県藤沢市辻堂新町四丁目1番1号 湘南ﾓｰﾙFILL2F

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

アミューズメントランドＹＡＺ 平塚店

254-0013

神奈川県平塚市田村1丁目4−26

タイトーＦステーション イオン燕三条店

959-1232

新潟県燕市井土巻3-150 ｲｵﾝ県央店 ｱﾒﾆﾃｨ棟1F

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

タイトーＦステーション イオン新潟西店

950-2028

新潟県新潟市西区小新南2丁目1番10号

ビルボードプレイスゲームコーナー

950-0909

新潟県新潟市中央区八千代二丁目5番7号

ラウンドワンスタジアム新潟店

950-0954

新潟県新潟市中央区美咲町2丁目1番38号

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

お宝中古市場

950-0886

新潟県新潟市東区中木戸56

大曲店

越谷店

ドーン

本厚木

赤道店

シルク ドゥ ガリバー新潟店

950-0912

新潟県新潟市南笹口1-1-1 ひもろぎﾋﾞﾙ2F

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

夢大陸

940-2121

新潟県長岡市喜多町392-1

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

ゲームスポット２０７

933-0856

富山県高岡市鐘紡町1655-3

ユーズランドとなみ店

939-1344

富山県砺波市中神土地区画事業31街区1 ｲｵﾝﾓｰﾙとなみ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

タイトーステーションファボーレ婦中

939-2716

富山県富山市婦中町下轡田165-1 ﾌｭｰﾁｬｰｼﾃｨ ﾌｧﾎﾞｰﾚ2F

アピナ富山南店

939-8072

富山県富山市堀川町355-3ﾏｲﾌﾟﾗｻﾞ内

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

バイパスレジャーランド藤江新館店

920-0346

石川県金沢市藤江南2-105

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

長岡店

浪漫遊 金沢本店

921-8801

ゲームゾーン福井

918-8112

福井県福井市下馬3-101

Ｌｅｔ’ｓＷａｋｕ２ベル店

918-8015

福井県福井市花堂南2-16-1

オモローランド

918-8015

福井県福井市花堂南2-16-1ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｼﾃｨﾍﾞﾙ内

フクイレジャーワイプラザ店

910-0832

福井県福井市新保町7-9-1ﾔｽｻｷﾜｲﾌﾟﾗｻﾞB棟2F

福井メトロポリス

910-0836

福井県福井市大和田2-1201

ｎａｍｃｏフェアモール福井大和田店

910-0836

福井県福井市大和田2-1230ｱﾋﾟﾀ福井大和田店2F

ＪＯＹＬＡＮＤ大和田店

910-0836

福井県福井市大和田2丁目1002番地

浪漫遊 福井店

918-8025

福井市江守中町6-10-1

タイトーＦステーションラザウォーク甲斐双葉

400-0107

山梨県甲斐市志田字柿木616-1

万代書店

400-0117

山梨県甲斐市西八幡4415

スタジオプリモ 甲府店

400-0031

山梨県甲府市丸の内1-16-20 KoKori2F

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街区ｲｵﾝﾓｰﾙ甲府昭和2011

プラサカプコン 甲府店

409-3866

山梨県中巨摩郡昭和町西条字北河原3717

アピナ穂高店

399-8303

長野県安曇野市穂高2450

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

イオンモール佐久平ゲームコーナー

385-0029

長野県佐久市佐久平駅南11-10ｲｵﾝﾓｰﾙ佐久平2 F

夢大陸 松本店

390-0827

長野県松本市出川3-6-13

アピナ上田店

386-0041

長野県上田市秋和359-1

ソユーゲームフィールド 長野三輪店

380-0803

長野県長野市三輪九丁目43番24号 ｲｵﾝﾀｳﾝ長野三輪2F

タイトーステーション アイシティ２１松本

390-1301

長野県東筑摩郡山形村7977 ｱｲｼﾃｨ21内

万代書店

509-0111

岐阜県各務原市鵜沼川崎町 2-196

大垣メトロポリス

503-0808

岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

ビイブリッジ お宝中古市場 沼津店

410-0874

静岡県沼津市松長12-3 西友楽市内

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ＢｉＶｉ沼津店

410-0801

静岡県沼津市大手町1-1-5

アップルグランリバー大井川店

421-0218

静岡県焼津市下江留1327

タイトーＦステーション静岡店

420-0031

静岡県静岡市葵区呉服町二丁目5番地4ふしみや第2ﾋﾞﾙ

ＭＡＲＫ ＩＳ 静岡店

420-0821

静岡県静岡市葵区柚木191 MARK IS 静岡3階

北陸東海 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

新清水鑑定団

424-0043

静岡県静岡市清水区永楽町7-8

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ フレスポ八潮店

424-0067

静岡県静岡市清水区鳥坂860

アップル島田店

427-0016

静岡県島田市宝来町8-5

藤枝鑑定団

426-0009

静岡県藤枝市八幡363-4

エーツー藤枝店

426-0027

静岡県藤枝市緑町1丁目6−5

ＹＡＺ磐田店

438-0026

静岡県磐田市西貝塚 横須賀 道北 3690 ｲｵﾝ ﾀｳﾝ 磐田 内

プラサカプコン 志都呂店

432-8066

静岡県浜松市西区志都呂町5605ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松志都呂3F

ＹＡＺワールド 浜松葵店

433-8111

静岡県浜松市中区葵西2丁目27−10

タイトーステーション 新浜松ザザシティ店

430-0933

静岡県浜松市中区鍛冶町15番地 ｻﾞｻﾞｼﾃｨ西館2F

浜松鑑定団

435-0005

静岡県浜松市東区安新町105

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ＯＺ浜松店

435-0043

静岡県浜松市東区宮竹町322-1

タイトーＦステーションイオンモール浜松市野店

435-0052

静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松市野店2F

ラウンドワンスタジアム浜松店

435-0052

静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981番17

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

タイトーＦステーションイオン富士宮店

418-0032

静岡県富士宮市浅間町1番8号

夢大陸 富士本店

417-0826

静岡県富士市中里2588-2

ソユープレイランドソピア 安城店

446-0072

愛知県安城市住吉町三丁目1番8号 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ安城店2F

ドリームワン新安城店

446-0007

愛知県安城市東栄町3-1-12 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ内

安城メトロポリス

446-0022

愛知県安城市浜富町6-8

プラサカプコン 稲沢店

492-8601

愛知県稲沢市長野7-1-2

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

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

小牧メトロポリス

485-0015

愛知県小牧市間々片山181-1

アミューズメントファクトリー

479-0882

愛知県常滑市りんくう町2丁目20番3 ｲｵﾝﾓｰﾙ常滑店2F

ＮＬヒーローズキャンプ名古屋店

480-0288

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先1番地8

カーニバルシードーム

445-0894

愛知県西尾市上町南又七山35番地2

楽市楽座 イオン扶桑店

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

ユーズランド東浦店

470-2102

愛知県知多郡東浦町緒川申新田二区67-8ｲｵﾝﾓｰﾙ東浦2F

わいわいランド知多店

478-0065

愛知県知多市新知東町1-10-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ知多店内 2F

半田メトロポリス

475-0838

愛知県半田市旭町3-11-1

タイトーステーション 豊橋店

441-8061

愛知県豊橋市藤沢町141-4 1F

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

プラサカプコン豊田店

471-0014

愛知県豊田市東山町1-5-1 ｸﾞﾘｰﾝｼﾃｨ3F

楽市楽座 イオンモール名古屋茶屋店

455-0858

愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11

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

ミニッツメイド

460-0011

愛知県名古屋市中区大須3-30-93ﾒｶﾞﾀｳﾝ内

中川メトロポリス

454-0954

愛知県名古屋市中川区江松3-110

ｎａｍｃｏ名古屋駅前店

453-0015

愛知県名古屋市中村区椿町6-6 ﾆｯｾｲ名古屋駅西ﾋﾞﾙ別館B1

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 B2F

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

らんらんらんど名古屋東店

465-0008

愛知県名古屋市名東区猪子石原2-1701

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

ｎａｍｃｏイオンモール大高店

459-8016

愛知県名古屋市緑区南大高二丁目450 ｲｵﾝﾓｰﾙ大高3F

ソユーブレーメンタウン 鳴海店

458-0844

愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山3番地9 ｱﾋﾟﾀ鳴海店2F

タイトーステーション弥富

498-0014

愛知県弥富市五明蒲原1371-4

楽市楽座 イオンモール東員店

511-0255

三重県員弁郡東員町長深510−1

ｎｏｓｉｃａ桑名店

511-0863

三重県桑名市新西方1-22ｲｵﾝ桑名SC2F

万代書店

四日市店

510-8011

三重県四日市市東茂福町8-12

万代書店 松阪店ＡＭ

515-0811

三重県松阪市塚本町72-1

ｎａｍｃｏ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

万代書店 鈴鹿店

513-0808

三重県鈴鹿市西条町500-1

買取倉庫 甲西店

520-3223

滋賀県湖南市夏見163−1

ゲームフィールド 守山店

524-0101

滋賀県守山市今浜町2620-5 ﾋﾟｴﾘ守山店1F

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

プレイランド草津店

525-0025

滋賀県草津市西渋川1丁目23−30

開放倉庫米原店

521-0072

滋賀県米原市顔戸1429

ファインワールド亀岡店

621-0815

京都府亀岡市古世町西内坪101 ｲｵﾝ亀岡店3F

楽市楽座 イオンモール京都桂川店

601-8211

京都府京都市 南区久世高田町376−1

プレイランド 京都店

615-0072

京都府京都市右京区山ﾉ内池尻町1-1 京都ﾌｧﾐﾘｰ3F

プラサカプコン 京都店

615-0035

京都府京都市右京区西院追分町25-1ｲｵﾝﾓｰﾙ京都五条3F

ラウンドワン京都河原町店

604-8032

京都府京都市中京区河原町通三条下る山崎町250番地

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

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

マンガ倉庫 高槻店

569-0023

大阪府高槻市松川町23−2

ゲームパニック堺

590-0901

大阪府堺市堺区築港八幡町1番地1 堺浜えんため館

ソユーゲームフィールド堺鉄砲

590-0905

大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ堺鉄砲町3F 3319

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

ベル店

山梨本店

各務原店

石川県野々市市御経塚4丁目1番地

ﾘｰﾌｳｫｰｸ稲沢 201区画

エンターテイメントフィールド ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1ららぽｰとEXPOCITY 3F

近畿

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

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

天王寺パスカ

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-55

ＭＥＣＨＡ

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

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

ＷＡＶＥアメリカ村

542-0086

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-16-12ﾆｭｰｱﾒﾘｱﾝﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F

アクス

542-0076

大阪府大阪市中央区難波1-1-3

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

スペースプラネット

533-0015

大阪府大阪市東淀川区大隅1丁目6−12 かみしんﾌﾟﾗｻﾞ 2F

ＡＭスペースモコ梅田

530-0018

大阪府大阪市北区小松原町1-162F

ラウンドワン梅田店

530-0018

大阪府大阪市北区小松原町4番16号

タイトーＦステーション梅田店

530-0057

大阪府大阪市北区曽根崎2-16-26

アミュージアム茶屋町店

530-0013

大阪府大阪市北区茶屋町15-34

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

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

アテナ日本橋

556-0011

大阪府大阪市浪速区難波中37278

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

タイトーステーション日本橋

556-0005

大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-14

タイトーステーションアリオ八尾店

581-0803

大阪府八尾市光町2-3 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰｱﾘｵ八尾3F

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

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

アミパラ加古川店

675-0027

兵庫県加古川市尾上町今福71-2

タイトーＦステーションイオン加古川店

675-0101

兵庫県加古川市平岡町新在家615-1 ｲｵﾝ加古川店3F

タイトーＦステーション 三宮西館店

650-0021

兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1 三宮ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ西館3階

ｎａｍｃｏ三宮店

650-0012

兵庫県神戸市中央区北長狭通1-1-1

アミューズメントランド ズモズモ新長田店

653-0038

兵庫県神戸市長田区若松町5丁目2番1ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞﾌｧｰｽﾄ124号

お宝市番館 姫路東店

671-0244

兵庫県姫路市四郷町見野644−1

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

ゲームアイビス太子店

671-1511

兵庫県揖保郡太子町太田2149

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

開放倉庫 橿原店

634-0008

奈良県橿原市十市町888-5

ファインワールド五條店

637-0004

奈良県五條市今井2-150 ｲｵﾝ五條店 2F

楽市楽座 イオンモール奈良登美ヶ丘店

630-0115

奈良県生駒市鹿畑町3027番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ奈良登美ヶ丘店 専門店街3階

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

ユーズランド和歌山店

640-8451

和歌山県和歌山市中字楠谷573番地

ゲームピタゴラス和歌山

640-8432

和歌山県和歌山市土入73-1

モーリーファンタジー鳥取店

680-0847

鳥取県鳥取市 天神町 1ｲｵﾝ鳥取店2階

ｙｏｕｍｅ ＣＩＲＣＵＳ

693-0063

島根県出雲市大塚町650-1ゆめﾀｳﾝ出雲 東館3F

万代書店 新松江店

690-0825

島根県松江市学園1-8-21

ピノッキースパティオ浜田店

697-0052

島根県浜田市港町227-1 ゆめﾀｳﾝ浜田店3F

ゲームアイビス岡山店

703-8233

岡山県岡山市中区高屋308-1

アミパラ岡山店

700-0941

岡山県岡山市北区青江1-13-8

室内遊園地ハッピーランド鴨方店

719-0252

岡山県浅口市鴨方町六条院中2128-1 天満屋ﾊｯﾋﾟｰﾀｳﾝ鴨方店3F

パルドスパティオ

710-0834

岡山県倉敷市笹沖1274-1 ゆめﾀｳﾝ倉敷店3F

アミパラ倉敷店

710-0833

岡山県倉敷市西中新田624-1ｱﾐﾊﾟﾗﾎﾞｳﾙ1F

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

ハッピーランド呉店

737-0046

広島県呉市中通3-5-3 呉ﾎﾟﾎﾟﾛｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

モーリーファンタジー広島祇園ＦＩ店

731-0138

広島県広島市安佐南区祇園3丁目2-1ｲｵﾝ広島祇園店3階

タイトーステーション広島紙屋町店

730-0031

広島県広島市中区紙屋町2-2-21

プリフェスタ

730-0031

広島県広島市中区紙屋町2丁目2-18 ｻﾝﾓｰﾙ3F

Ｓｐｉｃａ広島八丁堀店

730-0034

広島県広島市中区新天地5-3 地下1階

ｎａｍｃｏ広島紙屋町店

730-0051

広島県広島市中区大手町2丁目3-3大手町ﾅﾙﾐﾔﾋﾞﾙ 1F

タイトーステーション 広島本通店

730-0035

広島県広島市中区本通3-5 せらかぐ本通ﾋﾞﾙ

ラウンドワン広島店

730-0032

広島県広島市中区立町3-11

お宝買取団 東広島店

739-0013

広島県東広島市西条御条町6-20-4F 店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

738-0023

広島県廿日市市下平良二丁目2番1号3F

福山メトロポリス

721-0953

広島県福山市一文字町24-1

あみぱらんど福山店

720-0032

広島県福山市三吉町南2-8-24

はいからっと横丁

750-0036

山口県下関市あるかぽｰと1番40

ゆめシティ３Ｆ ゆめパーク

751-0869

山口県下関市伊倉新町3丁目41275

マンガ倉庫 山口店

753-0814

山口県山口市吉敷下東3-3-10 店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

タイトーＦステーション山口メルクス店

753-0851

山口県山口市大字黒川82-1ﾊｲﾊﾟｰﾓｰﾙﾒﾙｸｽ内

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

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ 山口店

753-0056

山口県山口市湯田温泉6-8-3

ソユーファミリーゲームフィールド 防府店

747-0823

山口県防府市鐘紡町7番1号 ｲｵﾝﾀｳﾝ防府1F

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

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

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

アミパラ丸亀店

763-0086

香川県丸亀市飯野町西分字川縁甲584-1 ﾊﾛｰｽﾞ棟内

ソユーゲームフィールド 高松店

761-8012

香川県高松市香西本町1番地1 ｲｵﾝﾓｰﾙ高松2F

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

ｎａｍｃｏフジグラン松山店

790-0065

愛媛県松山市宮西1-2-1 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ松山店4F

プラサカプコン 新居浜店

792-0007

愛媛県新居浜市前田町8-8ｲｵﾝﾓｰﾙ新居浜2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

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

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

ゆめたうん 行橋店ＢＩＧ ＷＡＶＥ

824-0031

福岡県行橋市西宮市3丁目8-1

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

スペースタイム２５ザ・モール春日店

816-0814

福岡県春日市春日5-17ｻﾞ･ﾓｰﾙ春日2F

マンガ倉庫 福岡空港店

811-2233

福岡県糟屋郡 志免町別府北3丁目1-1

ゆうゆうパーク イオン福岡東店

811-2233

福岡県糟屋郡志免町別府北二丁目14番1号ｲｵﾝ福岡東ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

マンガ倉庫

831-0005

福岡県大川市大字向島1373-1

パスカランド大川店

831-0031

福岡県大川市大字上巻430-1ゆめﾀｳﾝ大川店内2F

楽市楽座 イオンモール大牟田店

836-0037

福岡県大牟田市岬町3ｰ4ｲｵﾝﾓｰﾙ大牟田2階2010

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

プラサカプコン 直方店

822-0001

福岡県直方市湯野原2-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ直方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

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

812-0053

福岡県福岡市東区箱崎5-1-8楽市街道箱崎店内

Ｇ’ＣＯＭ和白店

811-0202

福岡県福岡市東区和白3丁目27-69

タイトーステーション キャナルシティ博多店

812-0018

福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多4F･5F

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

タイトーＦステーションヨドバシ博多店

812-0012

福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12 ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ4F

楽市楽座

811-3213

福岡県福津市793番地ｲｵﾝﾓｰﾙ福津店3階3043A

Ｇ－Ｐａｌａ小倉店

800-0255

福岡県北九州市小倉南区上葛原1丁目14番地1号

タイトーステーションリバーウォーク

803-0812

福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1 ﾘﾊﾞｰｳｫｰｸ北九州4F 5409

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

マンガ倉庫 本城店

807-0806

福岡県北九州市八幡西区御開3-32-15

パスカラント黒崎店

806-0036

福岡県北九州市八幡西区西曲里町3-1ｲｵﾝﾀｳﾝ黒崎店1F

楽市楽座

805-0071

福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102 ｲｵﾝﾓｰﾙ八幡東ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内3F

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

ｎａｍｃｏゆめタウン佐賀店

849-0919

佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1ゆめﾀｳﾝ佐賀店2F

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

マンガ倉庫

851-2102

長崎県西彼杵郡時津町浜田郷 〒851-2102 長崎 県 西彼杵 郡 時津 町 浜田 郷 823

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ｲｵﾝ大村店2階

モーリーファンタジー東長崎店

851-0134

長崎県長崎市田中町1027-8ｲｵﾝ東長崎店2階

モーリーファンタジー有家店

859-2202

長崎県南島原市有家町山川135-1ｲｵﾝ有家店1階

ぐるぐる倉庫菊陽店

869-1101

熊本県菊池郡菊陽町津久礼2774−2

ピノキオランド玉名店

865-0015

熊本県玉名市亀甲字前田110番ﾋﾞｯｸﾞﾐｶｴﾙ玉名店内

ｎａｍｃｏＷＣ南熊本店

862-0976

熊本県熊本市中央区九品寺6丁目9番1

パスカワールド グリーンランド

864-0012

熊本県荒尾市本井手字大谷1574-54

モーリーファンタジー天草店

863-0046

熊本県天草市 亀場町食場後山下740ｲｵﾝ天草店2階

ピノキオランド本渡店

863-0017

熊本県天草市船之尾町279-6ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾀｲﾖｰﾘﾝﾄﾞﾏｰﾙ3F

マンガ倉庫

866-0013

熊本県八代市沖町3989-1

タイトーステーションゆめタウン八代店

866-0045

熊本県八代市建馬町3-1 ゆめﾀｳﾝ八代2F

マンガ倉庫 大分わさだ店

870-1143

大分県大分市 田尻85-1

プラサカプコン 大分店

870-0174

大分県大分市公園通り西2-1ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分2F

タイトーステーション アミュプラザおおいた店

870-0831

大分県大分市要町1-14 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞおおいた4F

ユーズランド三光店

871-0111

大分県中津市三光佐知1032ｲｵﾝﾓｰﾙ三光2F

ゆめタウン別府ＢＩＧＷＡＶＥ

874-0943

大分県別府市楠町382-6

ピノキオランド 三重店

879-7111

大分県豊後大野市三重町赤嶺992 ﾄﾗｲｱﾙ三重店2F

マンガ倉庫

880-0212

宮崎県宮崎市佐土原町下那珂3340-41

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ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎店2F

マンガ倉庫

885-0006

宮崎県都城市吉尾町840ﾏﾝｶﾞ倉庫都城店内

ピノキオランド日向

883-0043

宮崎県日向市都町10754-11ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ日向店3F

ピノキオランド日南店

887-0005

宮崎県日南市材木町1 ｻﾋﾟｱ専門店街2Fﾋﾟﾉｷｵﾗﾝﾄﾞ

楽市楽座 オプシアミスミ店

890-0073

鹿児島県鹿児島市宇宿2-3-5ｵﾌﾟｼｱﾐｽﾐ2F

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

タイトーステーションアミュプラザ鹿児島店

890-0053

鹿児島県鹿児島市中央町1-1 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島5F

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ｲｵﾝﾓｰﾙ鹿児島店3階

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

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

ＭＥＣＨＡうるま店

904-2231

沖縄県うるま市塩屋浜原502-1 MEGAﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

マンガ倉庫泡瀬店

904-2174

沖縄県沖縄市与儀3-13-1

ジョイジャングル美浜店

904-0115

沖縄県中頭郡北谷町美浜15番68 ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾊﾟﾚｽ2F

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

ｎａｍｃｏ那覇メインプレイス店

900-0006

沖縄県那覇市おもろまち4丁目4番地9号 ｻﾝｴｰ那覇ﾒｲ ﾝﾌﾟﾚｲｽ内2F

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

マンガ倉庫

901-0145

沖縄県那覇市高良3-1-12

天保山店

サンモール店

中四国 ｎａｍｃｏゆめタウン廿日市店

九州

沖縄

大川店

箱崎店

イオンモール福津店

イオン八幡東店

時津店

八代店

宮崎店
都城店

那覇店

