『ted2 ぬいぐるみXL Part4』 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

東北

店舗名

住所

090-0837

北海道北見市中央三輪7-446-1

ＢＩＧＢＡＮＧ室蘭

050-0075

北海道室蘭市中島本町2丁目8番1号

ＢＩＧＢＡＮＧ函館

040-0015

北海道函館市梁川町9-3ﾊﾟﾎﾞｯﾂ函館3F

ＧａｍｅＦｉｅｌｄ旭川駅前店

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

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

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

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

アリオ札幌 キッズパーク

065-0007

北海道札幌市東区北七条東9丁目2-20.2F

イトーヨーカドー屯田店 グルグル

002-0858

北海道札幌市北区屯田八条3丁目5-1

エブリデイＦＵＮハウスアリオ札幌店

065-0007

北海道札幌市東区北七条東9-2-20 ｱﾘｵ札幌店2F

キャッツアイビッグ東苗穂

007-0803

北海道札幌市東区東苗穂3条2丁目5-25

キャッツアイ篠路店

002-8021

北海道札幌市北区篠路1条4丁目6-30

キャッツアイ新札幌店

004-0005

北海道札幌市厚別区厚別東五条1丁目1-10

ゲオ千歳信濃店

066-0038

北海道千歳市信濃3−5−21

ゲオ北見南大通店

090-0834

北海道北見市 とん田西町248番地2

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 千歳店

066-0036

北海道千歳市北栄2-12-5

タイトーステーションイオンモール釧路昭和店

084-0902

北海道釧路市昭和中央4-18ｰ1ｲｵﾝﾓｰﾙ釧路昭和2F

タイトーステーションイオンモール札幌平岡店

004-0873

北海道札幌市清田区平岡3条5-3-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌平岡店2F

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 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

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 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 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

ディノスパーク帯広稲田店

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

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

ハロータイトー 釧路貝塚

085-0816

北海道釧路市貝塚3丁目2-28

パロ滝川店

073-0024

北海道滝川市東町2丁目29-1

パロ苫小牧店

053-0814

北海道苫小牧市糸井135-1 ﾄﾗｲｱﾙG棟

パロ網走店

093-0033

北海道網走市駒場北5丁目83番地

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

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

モーリーファンタジー旭川西店

070-0823

北海道旭川市緑町23-2161-3ｲｵﾝ旭川西店2階

モーリーファンタジー釧路店

088-0621

北海道釧路郡釧路町桂木1-1-7ｲｵﾝ釧路店2階

モーリーファンタジー苫小牧店

053-0053

北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝ苫小牧店2階

ラウンドワンスタジアム旭川店

079-8413

北海道旭川市永山3条1丁目4番7号

ラウンドワンスタジアム札幌・白石本通店

003-0027

北海道札幌市白石区本通16丁目北1番50号

ラウンドワンスタジアム札幌北２１条店

065-0021

北海道札幌市東区北21条東1丁目1番21号

ラウンドワンスタジアム函館店

041-0824

北海道函館市西桔梗町848番地11

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

らんらんらんどカテプリ新さっぽろ店

004-0052

北海道札幌市厚別区厚別中央2条5-7

らんらんらんど上磯店

049-0111

北海道北斗市七重浜4-44-1

らんらんらんど中標津店

086-1146

北海道標津郡中標津町南町3番地10

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

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

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

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

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42095

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

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

タイトーＦステーション 盛岡南店

020-0837

岩手県盛岡市津志田町2-1-77

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

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

パロ久慈店

028-0041

岩手県久慈市長内町第30地割32-2

ラウンドワンスタジアム盛岡店

020-0045

岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目10-35

ＧＡＭＥ ＢＡＮＫ

981-3137

宮城県仙台市泉区大沢2-5-4

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 ｱﾘｵ仙台泉店内

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

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ＢｉＶｉ仙台店

983-0852

宮城県仙台市宮城野区榴岡37281

アミュージアム東習志野店

981-3329

宮城県黒川郡富谷町大清水1-33-1ｲｵﾝﾓｰﾙ富谷別棟109ｼﾈﾏｽﾞ富谷内

こころっこムサシ名取店

981-1239

宮城県名取市愛島塩手字野田48-10 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾑｻｼ名取店内2F

ジャンボリー ヨークベニマル大和吉岡店

981-3627

宮城県黒川郡大和町吉岡東1-2-1 ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ大和吉岡内ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ

セガ ワールド 古川

989-6151

宮城県大崎市古川字城西15

セガ ワールド 佐沼

987-0511

宮城県登米市迫町佐沼字中江37384

セガ ワールド 石巻

986-0853

宮城県石巻市大街道東4-1-45

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

セガ 名取 セッツウィングス

981-1225

宮城県名取市飯野坂字土城堀20821

タイトーステーション 仙台ベガロポリス店

982-0034

宮城県仙台市太白区西多賀5-24-1

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

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

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

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

ホワイトベース仙台南

981-1104

宮城県仙台市太白区中田6-33-1ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ仙台南店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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1丁目7番10号

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

ＡＧスクエア庄内店

997-1316

山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端326-6

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

ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ ＴＥＮＤＯ

994-0049

山形県天童市南町1丁目5-26

アピナ鶴岡店

997-0003

山形県鶴岡市文下字広野1-1

セガ ワールド 米沢

992-0021

山形県米沢市大字花沢字ﾀﾅｺ原177

セガ ワールド 北山形

990-0821

山形県山形市北町36970

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

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

プレビジョイカム新庄店

996-0002

山形県新庄市金沢字吉袋853-3 ﾖｰｸｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ新庄内

ゲオ湯沢店

012-0811

秋田県湯沢市桜通り1番14号

016-0000

秋田県能代市字寺向70番地

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

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

ラウンドワンスタジアム秋田店

010-0061

秋田県秋田市卸町1丁目1番2号

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

ゲオ青森浜館店

030-0947

青森県青森市 青森県青森市浜館3丁目3番地18

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

セガ ワールド 八戸Ｒ４５

031-0072

青森県八戸市城下4-25-14

セガ 弘前

036-8085

青森県弘前市大字末広36953

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

タイトーステーション青森アムゼ店

030-0845

青森県青森市緑3丁目9番地の2ｻﾝﾛｰﾄﾞ青森ｱﾑｾﾞ内

ハロータイトー イオン七戸十和田駅前

039-2501

青森県上北郡七戸町字荒熊内67番地990ｲｵﾝ七戸十和田駅前店内

ハロータイトーむつ

035-0071

青森県むつ市小川町2-4-8前田百貨店内4F

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

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

ラウンドワン青森店

030-0843

青森県青森市浜田3丁目1番1号

青森メトロポリス

038-0006

青森県青森市石江三好1-15-8

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

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

ゲオ相馬店

976-0042

福島県相馬市 中村字砂子田134番地の1

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

セガ ワールド 日和田

963-0534

福島県郡山市日和田町字西中島42186

セガ ワールド 白河

961-0853

福島県白河市新高山42005ﾒｶﾞｽﾃｰｼﾞ白河内

セガ ワールド 福島

960-0103

福島県福島市本内字中井42006

セガ ワールド 勿来

979-0145

福島県いわき市勿来町四沢字鍵田13

セガ 小名浜

971-8122

福島県いわき市小名浜林城字塚前42022

タイトーＦステーション郡山アティ店

963-8002

福島県郡山市駅前1-16-7

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

タイトーステーション郡山オリエントパーク

963-0111

福島県郡山市安積町荒井字大久保35-1

ハロータイトー イオンいわき店

970-8026

福島県いわき市平字三倉68-1

ハロータイトーイオン福島店

960-0112

福島県福島市南矢野目字西荒田50-17

パロ喜多方店

966-0096

福島県喜多方市字押切南2-42-1

ホワイトベース郡山店

963-8801

福島県郡山市向河原町4-40ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ郡山駅東店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ラウンドワンスタジアム郡山店

963-8801

福島県郡山市向河原町4番55号

ラウンドワンスタジアム福島店

960-8068

福島県福島市太田町14番18号

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

四日市アミューズメントパーク店

970-8026

福島県いわき市平6-6-2ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ平店内

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

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

ＮＹ守谷店

302-0110

茨城県守谷市百合丘3丁目字向原249-1ｲｵﾝﾀｳﾝ守谷2F

300-1206

茨城県牛久市ひたち野西2-10

アピナ下館店

308-0847

茨城県筑西市玉戸1012-3

ゲームパニックつくば

300-0850

茨城県土浦市中村東1-1-1

ゲオアクロスプラザ笠間

309-1614

茨城県笠間市 茨城県笠間市寺崎1番地1

こころっこひたち城南店

317-0077

茨城県日立市城南町3-4-3 ｾﾞﾋﾞｵ城南店内2F

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

ジャンボリー イトーヨーカドー古河店

306-0004

茨城県古河市雷電町1-18ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ古河店内ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ

セガ ワールド 日立

319-1416

茨城県日立市田尻町3-26-1

セガ ワールド 龍ヶ崎

301-0855

茨城県龍ヶ崎市藤ヶ丘38025

セガ 霞ヶ浦

300-0726

茨城県稲敷市西代1473-1

タイトーＦステーション イオンタウン水戸南店

311-3116

茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101ｲｵﾝﾀｳﾝ水戸南ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

タイトーステーション 佐原東店

300-0726

茨城県稲敷市西代1495ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾊﾟﾙﾅ2F

ピンクボム三和店

306-0126

茨城県古河市諸川1224ｹﾞｵ三和店内

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

ベイシア玉造あそびの国ゲームコーナー

311-3512

茨城県行方市玉造甲642-1

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

ルート４０８

305-0834

茨城県つくば市手代木天神下664-1

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

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

アピナ太田店

373-0813

群馬県太田市内ｹ島町907-1

エブリテデイ ドン・キホーテ太田

373-0851

群馬県太田市飯田町1404-1 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ太田店内 1F

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

セガ ワールド 館林

374-0037

群馬県館林市小桑原町949-1

セガ ワールド 沼田

378-0004

群馬県沼田市下久屋町1100-1

セガ ワールド 太田

373-0823

群馬県太田市西矢島575-1

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

ホワイトベース高崎

370-0006

群馬県高崎市問屋町西2-4-17ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ高崎店内1F

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

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

ラウンドワンスタジアム前橋店

379-2154

群馬県前橋市天川大島町1101-1

らんらんらんど倉賀野店

370-1201

群馬県高崎市倉賀野町4691-1

群馬レジャーランド渋川店

377-0003

群馬県渋川市八木原1364

ソピアイトクアクロ

ＴＯＹ’Ｓ

能代店

ＬＡＢＯ

アミュージアム伊勢崎店

372-0812

群馬県伊勢崎市連取町1507 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ伊勢崎店 2F

ゲオ東松山店

355-0014

埼玉県東松山市松本町2丁目1−51

ＡＧスクエア埼玉花園店

369-1245

埼玉県深谷市荒川359

ＡＭ ＰＩＡ川口

332-0017

埼玉県川口市栄町3-1-16共同ﾋﾞﾙ3･4F

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

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熊谷店

360-0032

埼玉県熊谷市銀座2丁目97番地

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

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

Ｓｐｉｃａ大宮南銀店

330-0845

埼玉県さいたま市大宮区仲町1-57

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

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

ウエアハウス越谷店

343-0804

埼玉県越谷市南荻島841-1

ウエアハウス岩槻店

339-0056

埼玉県さいたま市岩槻区加倉3-3-63

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

ウエアハウス上尾店

362-0017

埼玉県上尾市二ﾂ宮1044

ウエアハウス草加店

340-0831

埼玉県八潮市南後谷507

エブリディ行田店

361-0037

埼玉県行田市下忍644-1

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

キッズプラザきゃらんど新三郷店

341-0009

埼玉県三郷市新三郷ららｼﾃｨ三丁目ららぽｰと新三郷2階

キッズプラザきゃらんど富士見店

354-8560

埼玉県富士見市山室1313 ららぽｰと富士見2F

キャッツアイ狭山店

350-1305

埼玉県狭山市入間川3141

キャラポート さいたま新都心店

330-0843

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 ｺｸｰﾝ新都心西館1F

キャロムプランニング大宮店

330-0845

埼玉県さいたま市大宮区仲町1-17大東ﾋﾞﾙ1F/B1F

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

ゲームパニック三郷

341-0052

埼玉県三郷市彦野2-25

ゲオ久喜店

346-0007

埼玉県久喜市久喜北2-6-18

ゲオ草加新田店

340-0053

埼玉県草加市旭町1丁目381番地1

ゲオ大和田店

337-0053

埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目1154−1

ゲオ東浦和店

336-0926

埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目5−8

ゲオ東越谷店

343-0023

埼玉県越谷市東越谷4丁目8−17

セガ ららぽーと 富士見

354-8560

埼玉県富士見市山室1-13133階

セガ ワールド 入間

358-0012

埼玉県入間市東藤沢42053

セガ ワールド 籠原

360-0845

埼玉県熊谷市美土里町1-169

セガ 所沢

359-1123

埼玉県所沢市日吉町42217

セガ 川口

332-0003

埼玉県川口市東領家37297

セガ 与野

338-0004

埼玉県さいたま市中央区本町西38392ｲｵﾝ与野ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

タイトーＦステーション北本店

364-0001

埼玉県北本市深井6-87北本ﾍｲﾜｰﾙﾄﾞ1階

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

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

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

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

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

ホワイトベース入間店

358-0026

埼玉県入間市小谷田2-3-33MEGAﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ入間店内

ラウンドワンさいたま・鴻巣店

365-0062

埼玉県鴻巣市箕田3163番7

ラウンドワンさいたま・上里店

369-0301

埼玉県児玉郡上里町大字金久保394-1

ラウンドワンスタジアムさいたま・栗橋店

349-1105

埼玉県久喜市小右衛門192-1

ラウンドワンスタジアムららぽーと新三郷店

341-8550

埼玉県三郷市新三郷ららｼﾃｨ3丁目1-1ららぽｰと新三郷 2階 20000番

ラウンドワンスタジアム上尾店

362-0011

埼玉県上尾市大字平塚917番地1

ラウンドワンスタジアム朝霞店

351-0014

埼玉県朝霞市膝折町2丁目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丁目7番25号

ラウンドワンわらび店

335-0001

埼玉県蕨市北町5-1-6

ラウンドワン草加店

340-0024

埼玉県草加市谷塚上町204番地1

ラウンドワン大宮店

330-0802

埼玉県さいたま市大宮区宮町4丁目90番地7

ラクガキ王国 三郷店

341-0051

埼玉県三郷市天神2丁目22番地ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ三郷店2F

らら

342-0041

埼玉県吉川市保1-13-3 ﾗｲﾌ吉川駅前店3F

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

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

龍宮ガーデンアリオ上尾店

362-0046

埼玉県上尾市壱丁目字上原367ｱﾘｵ上尾店2F

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

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

ｎａｍｃｏＯＳＣ湘南シティ店

254-0807

神奈川県平塚市代官町33番地1 OSC湘南ｼﾃｨ内

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

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

ｎａｍｃｏ伊勢佐木町店

231-0045

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-95

ｎａｍｃｏ港北ＴＯＫＹＵ Ｓ．Ｃ．店

224-0032

神奈川県横浜市都筑区茅ｹ崎中央5-1 港北TOKYU S.C.

ｎａｍｃｏ都筑店

224-0057

神奈川県横浜市都筑区川和町846-1

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

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

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

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

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

キッズプラザきゃらんど立場店

245-0015

神奈川県横浜市泉区中田西1-1-15 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ 立場店3F

クラブ セガ 綱島

223-0053

神奈川県横浜市港北区綱島西37436城田ﾋﾞﾙ1･2･3F

クラブ セガ 新杉田

235-0033

神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目1-1 らびすた新杉田2F

クラブ セガ 相模大野

252-0303

神奈川県相模原市南区相模大野3-13-2ﾌﾚｽｺﾋﾞﾙ2･3F

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

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

こころっこ川崎店

210-0818

神奈川県川崎市川崎区中瀬3-20ﾎｰﾑｽﾞ川崎店内2階

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

セガ ワールド なっつべりぃ

210-0807

神奈川県川崎市川崎区港町42339ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ川崎港町店 2F

セガ ワールド 古淵

252-0344

神奈川県相模原市南区古淵3-13-33ｲﾄｰﾖｰｶ堂 3F

セガ 横浜中華街

231-0023

神奈川県横浜市中区山下町29221

セガ 小田原ダイナシティ

250-0872

神奈川県小田原市中里296-1ﾀﾞｲﾅｼﾃｨｲｰｽﾄﾓｰﾙ3F

タイトーＦステーション ダイエー伊勢原店

734-0014

神奈川県伊勢原市白根630-1ﾀﾞｲｴｰ伊勢原店3F

タイトーＦステーション藤沢店

251-0055

神奈川県藤沢市南藤沢21-1

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

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

タイトーステーションイトーヨーカドー横浜別所店

232-0064

神奈川県横浜市南区別所1-14-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ横浜別所店2F

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

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

タイトーステーション小田原

250-0011

神奈川県小田原市栄町1-3-12

タイトーステーション小田原シティーモール店

256-0813

神奈川県小田原市前川120ﾌﾚｽﾎﾟ小田原ｼﾃｨｰﾓｰﾙ2F

ドラマ

251-0875

神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8

ネバーランド２座間店

252-0003

神奈川県座間市ひばりが丘4-11-48

パームトップス

243-0018

神奈川県厚木市中町4-15-9

ハイテクランド セガ ブリーズ

220-0005

神奈川県横浜市西区南幸2-13-22第4宮本ﾋﾞﾙ

パラダイスシティ二俣川店

241-0821

神奈川県横浜市旭区二俣川 長崎屋二俣川店5F

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

よこはまコスモワールド

231-0001

神奈川県横浜市中区新港2-8-13F

ラウンドワンスタジアム川崎大師店

210-0821

神奈川県川崎市川崎区殿町1-5-1

ラウンドワン横浜戸塚店

245-0064

神奈川県横浜市戸塚区影取町1759-5

ラウンドワン横浜綱島店

222-0001

神奈川県横浜市港北区樽町2-6-40 T-PLATZ

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

ラウンドワン高津店

213-0002

神奈川県川崎市高津区二子4丁目8番1号

リウ゛ィンよこすか キッズパーク

238-0013

神奈川県横須賀市平成町3丁目41385

横浜みなとみらい万葉の湯 ８Ｆお祭り広場

231-0001

神奈川県横浜市中区新港2-7-1

小田原メトロポリス

256-0813

神奈川県小田原市前川219-4

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

ＡＧスクエア松戸店

270-2253

千葉県松戸市日暮1-1-1八柱駅第2ﾋﾞﾙ2階

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

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤアクアサーカス店

276-0049

千葉県八千代市緑ヶ丘2-1-3 ｲｵﾝﾓｰﾙ八千代緑ヶ丘4F

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

アドアーズ船橋店

273-0005

千葉県船橋市本町1-31-26 ｾﾌﾞﾝ船橋ﾋﾞﾙ B1F〜4F

アミューズメントタウンタイガー

270-1340

千葉県印西市中央南1-8CCB1F

イスカンダル

292-0834

千葉県木更津市潮見4-1-2

ウエアハウス八街店

289-1104

千葉県八街市文違301-2654

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

クラブ セガ 稲毛オーツーパーク

263-0051

千葉県千葉市稲毛区園生町380-1ｵｰﾂｰﾊﾟｰｸ内

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

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

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

こころっこイトーヨーカドー新浦安店

279-0014

千葉県浦安市明海4-1-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ新浦安店内3階

こころっこ君津店

299-1151

千葉県君津市中野5-17-1Dﾏｰﾄ君津店内3F

スポーツウェーブ鉄腕２４稲毛長沼店

263-0001

千葉県千葉市稲毛区長沼原町697

セガ アリーナ 蘇我

260-0835

千葉県千葉市中央区川崎町18629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 ららぽーと ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ

278-8530

千葉県船橋市浜町2-1-1北館1階

セガ ワールド 旭

289-2504

千葉県旭市二456555

セガ ワールド 成田

286-0025

千葉県成田市東町157-5

セガ 我孫子

270-1177

千葉県我孫子市柴崎字天王谷17168

セガ 成田 ＨＵＭＡＸ

286-0029

千葉県成田市ｳｲﾝｸﾞ土屋80番地ﾋｭｰﾏｯｸｽﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ成田1階

セガ 千葉

260-0015

千葉県千葉市中央区富士見37347富士ﾋﾞﾙ

セガ 幕張

261-0021

千葉県千葉市美浜区ひび野42012ﾒｯｾｱﾐｭｰｽﾞﾓｰﾙ 1F

ソユーゲームフィールド木更津

292-0835

千葉県木更津市築地1番4 ｲｵﾝﾓｰﾙ木更津2F

タイトーＦステーション ＰＡＺ新柏店

277-0032

千葉県柏市名戸ヶ谷字中久保888-1PAZ新柏2F

タイトーＦステーションイオン柏店

277-0854

千葉県柏市豊町2-5-20

タイトーＦステーション市川妙典

272-0111

千葉県市川市妙典4-1-1 ｲｵﾝ市川妙典店2番街 2F

タイトーステーション イオンモール銚子店

288-0815

千葉県銚子市三崎町2丁目2660-1ｲｵﾝﾓｰﾙ銚子2F

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

タイトーステーション 柏店

277-0005

千葉県柏市柏2-3-1

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

タイトーステーション旭サンモール店

289-2511

千葉県旭市ｲ-2676-1ｻﾝﾓｰﾙ3F

タイトーステーション茂原アスモ店

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

テクモピアロックダム公津の杜店

286-0048

千葉県成田市公津の杜4-5-3 成田ﾕｱｴﾙﾑ3F

ハイテクランド セガ 岩瀬

271-0076

千葉県松戸市岩瀬字鍛冶塚611-2

ハロータイトー流山

270-0164

千葉県流山市流山9丁目8002号ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ流山店3F

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

プレイランドソピア幕張店

262-0032

千葉県千葉市花見川区幕張町4-417-25 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ幕張店2F

ラウンドワン市原店

290-0062

千葉県市原市八幡北町三丁目5番1

ラウンドワン市川鬼高店

272-0015

千葉県市川市鬼高4丁目1番3号

ラウンドワン習志野店

275-0023

千葉県習志野市芝園1丁目4番5号

ラウンドワン八千代村上店

276-0028

千葉県八千代市村上南1丁目5番地54

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

千葉鑑定団湾岸習志野

275-0024

千葉県習志野市茜浜1-1-1

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

宝島

272-0021

千葉県市川市八幡2-6-7ﾌｧｲﾌﾞﾋﾞﾙ

○×△□（ラくトス）

124-0024

東京都葛飾区新小岩1-44-6

ＡＧスクエア赤羽店

115-0045

東京都北区赤羽1-7-9

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

Ｈｅｙ

101-0021

東京都千代田区外神田1-10-5広瀬本社ﾋﾞﾙ2F

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

ｎａｍｃｏららぽーと立川立飛店

190-0015

東京都立川市泉町935番1 ららぽｰと立川立飛店3階

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

ｎａｍｃｏ荻窪店

167-0043

東京都杉並区上荻1-13-10ﾊｸｻﾝﾋﾞﾙ

ｎａｍｃｏ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

ｎａｍｃｏ東急プラザ蒲田店

144-0051

東京都大田区西蒲田7丁目69番1号 東急ﾌﾟﾗｻﾞ蒲田7階

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

吉川店

ＳＩＬＫ ＨＡＴ

関東

郵便番号

ＢＩＧＢＡＮＧ北見店

本厚木

藤沢店

本八幡店

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

アドアーズ錦糸町店

130-0012

東京都墨田区太平4-1-2 ｵﾘﾅｽﾓｰﾙ B1階

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

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

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

アドアーズ池袋東口店

170-0013

東京都豊島区東池袋1-41-4 池袋とうきゅうﾋﾞﾙ 1~2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

アドアーズ南砂町ＳＵＮＡＭＯ店

136-0075

東京都江東区新砂3-4-31 南砂町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰSUNAMO 4階

アミュージアム昭島店

196-0014

東京都昭島市田中町573-1-2

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

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

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

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

ウエアハウス入谷店

121-0836

東京都足立区入谷7-8-111F

キッズトレイン 聖蹟桜ヶ丘店

206-0011

東京都多摩市関戸1-11-1 京王聖蹟桜ヶ丘ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰA館8F

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

クラブ セガ 自由ヶ丘

152-0035

東京都目黒区自由が丘37538

クラブ セガ 渋谷

150-0042

東京都渋谷区宇田川町42183ﾏﾙﾊﾝﾊﾟﾁﾝｺﾀﾜｰ1F･B1F

クラブ セガ 新宿西口

160-0023

東京都新宿区西新宿37230

クラブ セガ 立川

190-0023

東京都立川市柴崎町37653ｻｻﾞﾝﾋﾞﾙ 1F

ゲームシティ板橋店

173-0037

東京都板橋区小茂根1丁目32−9

ゲームセンター チャノン

195-0061

東京都町田市鶴川4-19-1

こころっこイトーヨーカドー大井町店

140-0014

東京都品川区大井1丁目3番6号ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大井町店内7階

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

こころっこ町田根岸店

194-0038

東京都町田市根岸2丁目18番地1号ｱﾒﾘｱ町田根岸店内2階

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

セガ イオンモールむさし村山

208-0022

東京都武蔵村山市榎1丁目1-3-2059

セガ ワールド アルカス

183-0022

東京都府中市宮西町37377さくら三番館2~4F

セガ ワールド 葛西

134-0084

東京都江戸川区東葛西39875ｲﾄｰﾖｰｶ堂 3F

セガ ワールド 船堀

134-0091

東京都江戸川区船堀37053

セガ ワールド 大森

143-0023

東京都大田区山王37261大森駅ﾗﾗﾋﾞﾙ2F

セガ ワールド 東大和

207-0022

東京都東大和市桜ｹ丘1-1330-19ﾋﾞｯｸﾎﾞｯｸｽ東大和 1F

セガ ワールド 府中

183-0046

東京都府中市西原町37044ｸﾚｯｾ府中

セガ ワールド 福生

197-0011

東京都福生市大字福生1076-1

セガ 神楽坂

162-0825

東京都新宿区神楽坂42046第二ｶｸﾞﾗﾋﾙｽﾞ 1F

セガ 代々木

151-0053

東京都渋谷区代々木1丁目35-2高山ﾋﾞﾙ1F･B1F

セガ 池袋ギーゴ

170-0013

東京都豊島区東池袋1-21-1

セガ 竹の塚

121-0813

東京都足立区竹の塚42163

セガ 東京ドームシティ

112-0004

東京都文京区後楽1-3-61株式会社東京ﾄﾞｰﾑ ｱﾄﾗｸｼｮﾝｽﾞ内ｶｰﾆﾊﾞﾙ

タイトーＦステーション西葛西店

134-0088

東京都江戸川区西葛西6-6-10

タイトーイン 神田

101-0044

東京都千代田区鍛冶町2丁目1番4号

タイトーイン綾瀬

120-0005

東京都足立区綾瀬4ｰ9ｰ29ﾎｰｷｮﾎﾞﾅｰﾙﾋﾞﾙ

タイトーステーション 多摩センター店

206-0033

東京都多摩市落合1-45-1丘の上ﾊﾟﾃｨｵ内

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1-35-3BIGBOX6F

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

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上野アメ横店

110-0005

東京都台東区上野4-10-17

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

タイトーステーション浅草

111-0032

東京都台東区浅草1-27-5ROXDOME1F

タイトーステーション池袋ロサ店

171-0021

東京都豊島区西池袋1-37-12ﾛｻ会館1F

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

タイトーステーション南大沢店

192-0364

東京都八王子市南大沢2-3FAB南大沢2F

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１店

155-0031

東京都世田谷区北沢2-12-16

ドラマ瑞穂店

190-1213

東京都西多摩郡瑞穂町武蔵382-1

ドラマ楢原店

193-0803

東京都八王子市楢原317-1

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

ハイテクランド セガ 立石

124-0012

東京都葛飾区立石39114ｾﾌﾞﾝｽﾀｰﾋﾞﾙ

ハロータイトー亀有

125-0061

東京都葛飾区亀有3-26-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ亀有駅前店6F

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

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

プレイロットジョイ

180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-23河田ﾋﾞﾙ1F

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

ラウンドワンスタジアムダイバーシティ東京 プラザ店

135-0064

東京都江東区青海(あおみ)1丁目1番10号 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ東京 ﾌﾟﾗｻﾞ 6階

ラウンドワンスタジアム板橋店

174-0044

東京都板橋区相生町16番13号

ラウンドワン足立江北店

120-0015

東京都足立区江北7-6-4

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

ラウンドワン町田店

194-0022

東京都町田市森野1-13-14

ラウンドワン南砂店

136-0076

東京都江東区南砂六丁目7番15号 ﾄﾋﾟﾚｯｸﾌﾟﾗｻﾞ

ラウンドワン八王子店

192-0903

東京都八王子市万町53番地の1

ラウンドワン府中本町駅前店

183-0027

東京都府中市本町1丁目13番3号

ラウンドワン武蔵村山店

208-0023

東京都武蔵村山市伊奈平3-1-1

新宿スポーツランド本館

160-0022

東京都新宿区新宿3-22-121F

新宿プレイランドカーニバル

160-0021

東京都新宿区歌舞伎町1-20-1 ﾋｭｰﾏｯｸｽﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ1-2F

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1-3-8ﾊﾟﾚｯﾄﾀｳﾝ青海ﾋﾞﾙ3F

アピナ小山店

323-0822

栃木県小山市駅南町4-27-18

ガラクタ鑑定団 白沢店

321-0972

栃木県宇都宮市下川俣町208-10

ジャンボリー ヨークベニマル御幸ヶ原店

321-0982

栃木県宇都宮市御幸ｹ原50-1ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ御幸ｹ原店内 ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ

セガ ワールド 宇都宮

321-0953

栃木県宇都宮市東宿郷38359

セガ ワールド 小山

323-0825

栃木県小山市東城南36909

セガ 今市

321-2405

栃木県日光市芹沼1448-1

セガ 西那須野

329-2705

栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27

タイトーＦステーション 小山店

323-0014

栃木県小山市喜沢1475番地

タイトーＦステーションララスクエア宇都宮

321-0964

栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6ﾗﾗｽｸｴｱ宇都宮B1階

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

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

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

ドラマ 足利店

326-0823

栃木県足利市朝倉町244-1

フェドラ佐野

327-0821

栃木県佐野市高萩町1340ﾌｪﾄﾞﾗP&D 1階

ラウンドワンスタジアム宇都宮店

321-0102

栃木県宇都宮市江曽島町2072-1

ラウンドワン足利店

326-0831

栃木県足利市堀込町196-1

ラウンドワン栃木・樋ノ口店

328-0024

栃木県栃木市樋ﾉ口町55番地1

ＡＧスクエア豊川店

442-0019

愛知県豊川市東名町2-101

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

ＧＡＭＥ ＫＩＮＧ ＪＯＹ

460-0008

愛知県名古屋市 中区栄3丁目3−32

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

ｎａｍｃｏテラスウォーク一宮店

491-0022

愛知県一宮市両郷町一丁目2番地ﾃﾗｽｳｫｰｸ一宮2階

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

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

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

アミューズメントプラザ マルシン

448-0044

愛知県刈谷市池田町4-609

アミューズメントプラザワイド

476-0002

愛知県東海市名和町二番割上42051

キッズインタイトーイオン春日井店

486-0927

愛知県春日井市柏井町4丁目17番地ｲｵﾝ春日井店3Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

クラブ セガ 金山

456-0001

愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

クラブ セガ 春日井

486-0805

愛知県春日井市岩野町菅廻間4180

クラブ セガ 名古屋伏見

460-0008

愛知県名古屋市中区栄36986ZXAﾋﾞﾙ1F

ゲーム ファンタジアン 岡崎店

444-0067

愛知県岡崎市錦町2-4

ゲーム ファンタジアン 蒲郡店

443-0046

愛知県蒲郡市竹谷町中野1−1

ゲームゾーン一宮店

491-0025

愛知県一宮市羽衣2-5-1

ゲームファンタジアン長久手店

480-1121

愛知県長久手市武蔵塚705

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

セガ イオンタウン 刈谷

448-0007

愛知県刈谷市東境町京和1

セガ イオンモール 木曽川

493-0001

愛知県一宮市木曽川町黒田南字八ﾂヶ池42029ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ･ｷﾘｵ3階

セガ ワールド 安城

446-0044

愛知県安城市百石町2-35-13

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

セガ ワールド 知立

472-0045

愛知県知立市長篠町大山42022ｷﾞｬﾗﾘｴｱﾋﾟﾀ1F

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 ワールド 尾西

494-0002

愛知県一宮市篭屋37871ｱｿﾋﾞｯｸｽ尾西

セガ ワールド 豊橋

441-8061

愛知県豊橋市藤沢町141ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ 2F

セガ 岡崎

444-0823

愛知県岡崎市上地3-50-4

ＢＲＥＭＥＮ ＴＯＷＮ

鳴海店

セガ 東名ボール

489-0972

愛知県瀬戸市西原町2丁目114

セガイオンタウン 名西

451-0015

愛知県名古屋市西区香呑町六丁目49-1

タイトーＦステーションヒルズウォーク徳重ガーデンズ店 458-8570 愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重18-44ﾋﾙｽﾞｳｫｰｸ徳重ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ内2階
タイトーキッズ パーク ＧＡＺＡ

471-0027

愛知県豊田市喜多町1丁目140番地

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

タイトーステーション 豊橋店

441-8061

愛知県豊橋市藤沢町141-41F

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

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

ドリームワン中川山王

454-0011

愛知県名古屋市中川区山王4-5-5 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃﾊﾟｳ中川山王店 2F

にこぱウイングタウン店

444-0813

愛知県岡崎市羽根町小豆坂3番地ｳｲﾝｸﾞﾀｳﾝ岡崎2F

ハイテク セガ 豊田

471-0841

愛知県豊田市深田町1-65-1

ファミリーランド ドリーム

441-3421

愛知県田原市田原町南新地76-1

ファンタジープラザ名古屋

462-0018

愛知県名古屋市北区玄馬町234-1ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ名古屋本店ｸﾛｽﾀｳﾝ2階

プラサカプコン 稲沢店

492-8601

愛知県稲沢市長野7-1-2

ホワイトベース半田

475-0831

愛知県半田市旭町3-36-1 ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ半田店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

ラウンドワンスタジアム中川１号線店

454-0859

愛知県名古屋市中川区法蔵町2丁目23番

ラウンドワンスタジアム半田店

475-0828

愛知県半田市瑞穂町6丁目7番地の8

ラウンドワンスタジアム豊橋店

441-3147

愛知県豊橋市大岩町字岩田27番地-2

ラウンドワンスタジアム名古屋西春店

481-0035

愛知県北名古屋市宇福寺神明15番地

ラウンドワン刈谷境川店

448-0005

愛知県刈谷市今川町阿野前20番地の1

ラウンドワン千種店

464-0859

愛知県名古屋市千種区新栄3-20-17ﾀｲﾎｳ千種駅南ﾋﾞﾙ8階

ラウンドワン名駅南

454-0003

愛知県名古屋市中川区松重町 4-35Taiho名駅南ﾋﾞﾙ7階

ラウンドワン鳴海店

458-0801

愛知県名古屋市緑区鳴海町杜若28番地

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

安城メトロポリス

446-0022

愛知県安城市浜富町6-8

楽市街道

481-0045

愛知県北名古屋市中之郷神明45番1

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

小牧メトロポリス

485-0015

愛知県小牧市間々片山181-1

中川メトロポリス

454-0954

愛知県名古屋市中川区江松3-110

半田メトロポリス

475-0838

愛知県半田市旭町3-11-1

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

ハローズガーデン 安城南店

441-1154

愛知県安城市桜井町貝戸尻60 ｱﾋﾟﾀ安城南店 2F

ゲオ池田店

503-2424

岐阜県揖斐郡池田町池野228−1

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

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 高山

506-0055

岐阜県高山市上岡本町42192

セガ ワールド 多治見

507-0015

岐阜県多治見市住吉町36892

ドリームワン瑞穂店

501-0224

岐阜県瑞穂市稲里580-1ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ瑞穂店内

モーリーファンタジーｆ 岐阜店

502-8521

岐阜県岐阜市正木中1-2-1ﾏｰｻ21 2F

モーリーファンタジー各務原店

504-0943

岐阜県各務原市那加萱場町3-8ｲｵﾝﾓｰﾙ各務原店3階

モーリーファンタジー関店

501-3936

岐阜県関市倉知516 ｻﾝｻﾝｼﾃｨ･ﾏｰｺﾞ1Fｲｵﾝ関店1

ラウンドワンモレラ岐阜店

501-0497

岐阜県本巣市三橋1100

大垣メトロポリス

503-0808

岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

ゲームコーナー石和店

406-0032

山梨県笛吹市石和町四日市場

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

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番1

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

ＤｅＫＫＹ４０１ファミリーパーク

950-0973

新潟県新潟市中央区上近江4-12-20 Dekky401 2F

アピナ上越インター店

942-0063

新潟県上越市下門前1661

アピナ長岡店

940-2026

新潟県長岡市堺東町22

ゲオ新発田店

957-0065

新潟県新発田市 舟入町3丁目8番32号

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

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

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

タイトーステーション上越店

943-0173

新潟県上越市富岡3524J-MAXｼｱﾀｰ内

950-0909

新潟県新潟市中央区八千代二丁目5番7号

プラボ長岡店

940-2024

新潟県長岡市堺町字浦田31番地ｱｰｸｶﾞﾚﾘｱ長岡

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

モーリーファンタジー新潟南店

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

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

夢大陸

940-2121

新潟県長岡市喜多町392-1

ＡＧスクエア掛川店

436-0048

静岡県掛川市細田248

ＡＧスクエア清水店

424-0906

静岡県静岡市清水区駒越北町8-1ﾍﾞｲﾄﾞﾘｰﾑ清水

ＡＧスクエア袋井店

437-0064

静岡県袋井市川井1142-1

ＡＧスクエア磐田店

438-0818

静岡県磐田市下万能413

ＬＡＮＤ藤枝店

426-0067

静岡県藤枝市前島1-7-10 BiVi藤枝店4F

ｎａｍｃｏアピタ磐田店

438-0071

静岡県磐田市今之浦3-1-11 ｱﾋﾟﾀ磐田店2階

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ＢｉＶｉ沼津店

410-0801

静岡県沼津市大手町1-1-5

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

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

アップル島田店

427-0016

静岡県島田市宝来町8-5

アミュージアム清水店

424-0942

静岡県静岡市清水区入船町13-15 ｴｽﾊﾟﾙｽﾄﾞﾘｰﾑﾌﾟﾗｻﾞ3F

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22313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 富士

419-0201

静岡県富士市厚原34700

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

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

タイトーＦステーションプレ葉ウォーク浜北

434-0038

静岡県浜松市浜北区貴布祢1200番地

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

タイトーステーション ウェルディ長泉店

411-0934

静岡県駿東郡長泉町下長窪字城山1076-1ｳｪﾙﾃﾞｨ長泉2F

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

タイトーステーション浜松

430-0932

静岡県浜松市中区肴町322-20松竹ﾋﾞﾙ1F

ドリームワン袋井店

437-0064

静岡県袋井市川井1413-1ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ内

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

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

ラウンドワン静岡・駿河店

421-0102

静岡県静岡市駿河区手越75番地

ラウンドワン富士店

417-0024

静岡県富士市八代町4番15号

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

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ輪島

928-0022

石川県輪島市宅田町45-1 ﾊﾟﾜｰｼﾃｨ輪島ﾜｲﾌﾟﾗｻﾞ内

アピナ野々市バッティングスタジアム

921-8816

石川県野々市市若松町5-5

アピナ野々市店

921-8821

石川県野々市市白山町4-1ｲｵﾝﾀｳﾝ野々市内

ゲオ金沢御経塚店

921-8801

石川県野々市市御経塚5丁目62

セガ イオンタウン金沢示野

920-0058

石川県金沢市示野中町87街区2号

セガ ワールド 金沢

920-0014

石川県金沢市諸江町42034ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ金沢 2F

タイトーステーション金沢

920-0981

石川県金沢市片町2-1-7宇都宮片町ﾋﾞﾙ1F

タカラ島

923-0801

石川県小松市園町八23-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ小松店2F

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

モーリーファンタジーｆ 御経塚店

921-8801

石川県野々市市御経塚2丁目91番地 ｲｵﾝ御経塚店1階

ラウンドワンスタジアム金沢店

921-8163

石川県金沢市横川6丁目120-1

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

手取フィッシュランド

923-1101

石川県能美市粟生町ﾂ58手取ﾌｨｯｼｭﾗﾝﾄﾞ内1Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ＡＧスクエア岡谷店

394-0026

長野県岡谷市塚間町2-1-21

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

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

ＹＡＺ長野店

381-0000

長野県長野市 南石堂町1418-2

アピナ伊那店

396-0021

長野県伊那市西町5093

アピナ塩尻店

399-0702

長野県塩尻市広丘野村1794-1

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

アピナ松本店

390-0833

長野県松本市双葉19-10

アピナ上田店

386-0041

長野県上田市秋和359-1

アピナ長野川中島店

381-2221

長野県長野市川中島町御厨967-1

アピナ長野村山店

381-0011

長野県長野市村山502-1

アピナ長野大橋店

380-0928

長野県長野市若里7-9-12

アピナ飯田店

395-0001

長野県飯田市座光寺3728-1

アピナ穂高店

399-8303

長野県安曇野市穂高2450

ゲームコーナー川中島

381-2221

長野県長野市川中島町御厨981ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ川中島店内

ゲオ篠ノ井店

388-8011

長野県長野市篠ﾉ井布施五明294−1

セガ ワールド 上田

386-0001

長野県上田市大字上田1847-1

セガ ワールド 豊科

399-8201

長野県安曇野市豊科南穂高1115

セガ 松本

390-0841

長野県松本市渚1-7-1

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

タイトーステーションアリオ松本

390-0815

長野県松本市深志1-2-30ｱﾘｵ松本4階

タイトーステーション松本店

399-0014

長野県松本市平田東1-27-1

ファンタジープラザ長野店

381-0034

長野県長野市高田1758

ラウンドワンスタジアム長野店

381-0038

長野県長野市大字東和田827番地6

リトルファンタジー 松本

390-0834

長野県松本市高宮中1-20ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ南松本店3F

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

アピナ富山新庄店

930-0982

富山県富山市荒川3-2-12

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

アピナ富山豊田店

931-8313

富山県富山市豊田町2-12-66

ゲームスポット２０７

933-0856

富山県高岡市鐘紡町1655-3

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

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

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

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

セガ ワールド 武生

915-0883

福井県越前市新町3字42107

セガ 福井

910-0835

福井県福井市丸山1-410

タイトーＦステーション アルプラザ鯖江店

916-0038

福井県鯖江市下河端町16-6-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ鯖江ｱﾐｭｰｽﾞ棟内

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

レッツワクワクジョイランドエルパ店

910-0802

福井県福井市大和田町32-23

福井メトロポリス

910-0836

福井県福井市大和田2-1201

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

名古屋店

北陸東海 ビルボードプレイスゲームコーナー

長岡店

アルプラザ小松店

ﾘｰﾌｳｫｰｸ稲沢

ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶＩＸ福知山店 アミューズメントコーナー 620-0933 京都府福知山市東羽合町149
あひるのたまごスーパーセンタームサシ八幡店

614-8294

京都府八幡市欽明台北3-12F ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内

アミパラ京都南

617-0003

京都府向日市 森本町佃15-7

アミューズメントＯＮＥ京都宇治店

611-0043

京都府宇治市伊勢田町浮面60 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ内

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

セガ ワールド 六地蔵

612-8002

京都府京都市伏見区桃山町山ﾉ下32京都ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2F

ソユー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

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

ハリケーン

604-8046

京都府京都市中京区新京極通り蛸薬師 東側町501-17

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

ラウンドワンスタジアム京都伏見店

612-8387

京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町131

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

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

ＡＧスクエア伊勢店

516-0053

三重県伊勢市中須町666

ＮＩＣＯＰＡ イオン津店

514-0003

三重県津市桜橋3-446ｲｵﾝ津店2Fにこぱ

ＮＩＣＯＰＡ 四日市北店

510-8016

三重県四日市市富州原町2-40ｲｵﾝ四日市北店2F

ＹＡＺ ＷＯＲＬＤ 四日市店

510-0883

三重県四日市市泊小柳町4-34

アピナ鈴鹿店

513-0834

三重県鈴鹿市庄野羽山4丁目20番1号ｲｵﾝﾀｳﾝ鈴鹿2階

お宝市番館 三重本店

511-0947

三重県桑名市大仲新田383

クラブ セガ アドバンスモール松阪

515-0055

三重県松坂市田村町235-1

クラブ セガ 名張

518-0773

三重県名張市希央台42078

こころっこイトーヨーカドー平店

510-0075

三重県四日市市安島1-3-31ﾗﾗｽｸｴｱ5F

セガ ワールド 久居

514-1101

三重県津市久居明神町字風早231566ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内

セガ ワールド 桑名

511-0947

三重県桑名市大字大仲新田字宮前158番地ｻﾝｼﾊﾟｰｸ内

セガ 生桑

512-0911

三重県四日市市生桑町字川原崎299-1

タイトーステーション イオンモール明和店

515-0348

三重県多気郡明和町中村1223ｲｵﾝﾓｰﾙ明和2F

ドナリアコット・にこぱ サンバレー店

514-0817

三重県津市高茶屋小森町145ｻﾝﾊﾞﾚｰ2F ﾄﾞﾅﾘｱｺｯﾄ ｻﾝﾊﾞﾚｰ店

ラウンドワンスタジアムみえ・川越ＩＣ店

510-8124

三重県三重郡川越町大字南福崎851番地1

ラウンドワン津・高茶屋店

514-0817

三重県津市高茶屋小森町277番地8

万代書店 鈴鹿店

513-0808

三重県鈴鹿市西条町500-1

ＡＧスクエア大津店

520-0801

滋賀県大津市におの浜3-1-43

ＧａｍｅＦｉｅｌｄピエリ守山店

524-0101

滋賀県守山市今浜町2620-5 ﾋﾟｴﾘ守山1F

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

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

セガ ワールド 甲西

520-3223

滋賀県湖南市夏見二ﾂ橋356-1

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

タイトーＦステーション イオン近江八幡店

523-0898

滋賀県近江八幡市鷹飼町南3丁目7番地ｲｵﾝ近江八幡2番街1階

ラウンドワンスタジアム浜大津アーカス店

520-0041

滋賀県大津市浜町2番1号浜大津ｱｰｶｽ4F

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

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

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

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

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マグスミノエ店

559-0023

大阪府大阪市住ﾉ江区泉1丁目1番82号ﾏｸﾞｽﾐﾉｴ

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

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

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

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

アミューズメントＯＮＥ高槻店

569-0036

大阪府高槻市辻子3-6-3ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ内

京都店

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

中四国

キッズプラザきゃらんど和泉店

594-1157

大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽｰと和泉 2階

クラブ セガ 東梅田

530-0027

大阪府大阪市北区堂山町42275

クラブ セガ 藤井寺

583-0000

大阪府藤井寺市沢田1-20-8

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

ゲームポイント 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

ゲオ八尾店

581-0004

大阪府八尾市東本町4丁目2−50

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37043あべのﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸ ｾｶﾞあべのｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ

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

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37042ｱﾎﾟﾛﾋﾞﾙ 3F

セガ ワールド 松原

599-8101

大阪府堺市東区八下町42073

セガ ワールド 布施

577-0056

大阪府東大阪市長堂36892ﾛﾝﾓｰﾙ布施内

セガ ワールド 枚方

573-1164

大阪府枚方市須山町30317ｻﾝｼｬｲﾝﾌﾟﾗｻﾞ枚方内

セガ ワールド 和泉

594-0076

大阪府和泉市肥子町2-4-41

セガ 今福

536-0002

大阪府大阪市城東区今福東1-9-34

セガ 新三国 アルゴ７

561-0823

大阪府豊中市神州町42019ｱﾙｺﾞｾﾌﾞﾝﾋﾞﾙ2階

セガ 福田

599-8241

大阪府堺市中区福田1056-1

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

タイトーＦステーション住道店

574-0046

大阪府大東市赤井1丁目4番3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

タイトーステーション 難波

542-0076

大阪府大阪市中央区難波千日前15-12

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

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

ハイテクランド セガ 西中島

532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島3-16-8深井ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

ぷらっとらんどベアーズ大日店

571-0051

大阪府門真市向島町3-35 ﾍﾞｱｰｽﾞB棟2F

ブリック

596-0825

大阪府岸和田市土生町2丁目32-6 ﾄｰｸﾀｳﾝﾋﾞﾙ2F

ムーンライト弁天町

552-0007

大阪府大阪市港区弁天1-2-1ｵｰｸ3番街1F

モーリーファンタジーｆ 茨木店

567-0033

大阪府茨木市松ｹ本町8-30-5ｲｵﾝ茨木ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ

ラウンドワンスタジアム高槻店

569-0036

大阪府高槻市辻子3丁目6番4号

ラウンドワンスタジアム堺駅前店

590-0985

大阪府堺市堺区戎島町4-44-3

ラウンドワンスタジアム堺中央環状店

599-8102

大阪府堺市東区石原町2-241

ラウンドワンスタジアム城東放出店

536-0003

大阪府大阪市城東区今福南3-4-38

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

ラウンドワンスタジアム枚方店

573-1131

大阪府枚方市高野道1丁目20番20号

ラウンドワンららぽーと和泉店

594-1157

大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 4階

ラウンドワン茨木店

567-0056

大阪府茨木市南清水町3-5

ラウンドワン岸和田店

596-0049

大阪府岸和田市八阪町2-11-1

ラウンドワン守口店

570-0017

大阪府守口市佐太東町2-6-14ｼﾞｬｶﾞｸﾞﾘｰﾝ2階

ラウンドワン大東店

574-0023

大阪府大東市南新田2丁目3番22号

ラウンドワン東大阪店

578-0943

大阪府東大阪市若江南町1丁目2番12号

ラウンドワン東淀川店

533-0022

大阪府大阪市東淀川区菅原7-14-29

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

ラウンドワン北心斎店

542-0081

大阪府大阪市中央区南船場3丁目6番18号

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

楽市楽座 イオンモール四條畷

575-0001

大阪府四條畷市砂4丁目3番2号

楽市楽座 イオンモール大阪ドーム店

550-0023

大阪府大阪市西区千代崎3丁目13-1

心斎橋ギーゴ

542-0085

大阪府大阪市中央区心斎橋筋37306

天王寺パスカ

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-55

難波ヒルズ

542-0076

大阪府大阪市中央区難波3-2-34

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

ラウンドワン奈良店

630-8115

奈良県奈良市大宮町7-1-43

開放倉庫 橿原店

634-0008

奈良県橿原市十市町888-5

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

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

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

ＶＩＶＯ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

アミパラ加古川店

675-0027

兵庫県加古川市尾上町今福71-2

アル・クリオ ゲームコーナー

656-2131

兵庫県淡路市志筑新島10番地の3

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

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

キッズパーク西宮

662-0923

兵庫県西宮市浜松原町21-1ﾏﾙﾅｶ西宮店2F

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

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

ゲームミリオン

650-0021

兵庫県神戸市中央区三宮町1-7-16

セガ つかしん

661-0001

兵庫県尼崎市塚口本町38200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

セガ ワールド ココエあまがさき

661-0976

兵庫県尼崎市潮江36951ｺｺｴあまがさき内4F

セガ ワールド ながさわ

674-0074

兵庫県明石市魚住町清水205999ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ長沢ﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞ

セガ 神戸ｕｍｉｅサウスモール

650-0044

兵庫県神戸市中央区東川崎1-7-2 A-408

セガフェニックスプラザ摩耶

657-0851

兵庫県神戸市灘区味泥町42156ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ1F

セガ神戸ｕｍｉｅモザイク

650-0044

兵庫県神戸市中央区東川崎町37043神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumieMOSAIC

タイトーＦステーションＨＡＴ神戸店

651-0073

兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-2ﾌﾞﾙﾒｰﾙHAT神戸2F

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

タイトーステーション 尼崎つかしん店

661-0001

兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1SCつかしん内東町北館3階

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

メガコート

675-0021

兵庫県加古川市尾上町安田351 2F ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

メガパレス

651-2143

兵庫県神戸市西区丸塚2-9-18

ラウンドワン伊丹店

664-0881

兵庫県伊丹市昆陽7丁目29番地

ラウンドワン加古川店

675-0021

兵庫県加古川市尾上町安田325番地の6

ラウンドワン三宮駅店

651-0088

兵庫県神戸市中央区小野柄通6-1-17

ラウンドワン新開地店

652-0811

兵庫県神戸市兵庫区新開地2-3-4大京聚楽館ﾋﾞﾙ

ラウンドワン姫路飾磨店

672-8035

兵庫県姫路市飾磨区中島1丁目254番地

ラウンドワン宝塚店

665-0845

兵庫県宝塚市栄町1-14-3

楽市楽座

651-1515

兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北3階

ゲオ新宮店

647-0081

和歌山県新宮市 和歌山県新宮市新宮3615番地の4

タイトーＦステーションオークワロマンシティ御坊店

644-0011

和歌山県御坊市湯川町財部181番地

タイトーＦステーションオークワ南紀店

647-0071

和歌山県新宮市佐野3-11-19

タイトーＦステーションセントラルシティ和歌山店

641-0007

和歌山県和歌山市小雑賀805-1ｾﾝﾄﾗﾙｼﾃｨ和歌山店1階

ドナリアコット 岩出店

649-6215

和歌山県岩出市中迫塚本147ﾐﾚﾆｱｼﾃｨ岩出店2Fﾄﾞﾅﾘｱｺｯﾄ岩出店

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

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

ラウンドワンスタジアム和歌山店

641-0007

和歌山県和歌山市小雑賀739番地の3

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フジグラン今治店

794-0033

愛媛県今治市東門町5-13-1ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ今治2階

アミパラ松山店

790-0051

愛媛県松山市生石町655-1

ゲオ今治鳥生店

794-0802

愛媛県今治市南鳥生町3−1−19

セガ 松山

790-0962

愛媛県松山市枝松5-7-32

タイトーＦステーション今治ワールドプラザ店

799-1506

愛媛県今治市東村1-14-2今治ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ内

タイトーステーション衣山店

791-8025

愛媛県松山市衣山1丁目188ﾊﾟﾙﾃｨ･ﾌｼﾞ衣山内

ナムコランド西条店

793-0001

愛媛県西条市玉津564番1

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

プリッズ宇和島店

798-0022

愛媛県宇和島市伊吹町字ﾀｶﾋ甲912ﾌｼﾞ 北宇和島店別棟

ラウンドワン松山店

791-8005

愛媛県松山市東長戸1-3-10

アミパラ岡山店

700-0941

岡山県岡山市北区青江1-13-8

アミューズメントＯＮＥ倉敷店

710-0803

岡山県倉敷市中島2737-2ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ倉敷店内

アミューズメントパーク マルナカ山陽店

709-0816

岡山県赤磐市下市133ﾏﾙﾅｶ山陽店2階

アミューズメントプレイス・ギミック・セガ

702-8006

岡山県岡山市中区藤崎599-12

こころっこ岡南店

702-8056

岡山県岡山市南区築港新町1-18ｰ5天満屋ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝ岡南店3階

セガ イオンモール 岡山

700-0907

岡山県岡山市北区下岩井1丁目2番1号6階

セガ ワールド 倉敷

710-0833

岡山県倉敷市西中新田535-2

タイトーＦステーション マルナカ新倉敷店

713-8102

岡山県倉敷市玉島爪先981-1

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

ラウンドワンスタジアム岡山妹尾店

701-0205

岡山県岡山市南区妹尾3413番地1

岡山ジョイポリス

700-0907

岡山県岡山市北区下石井37530

娯楽座メリーゴーランド

710-0834

岡山県倉敷市笹沖1337 ｻﾞ･ﾋﾞｯｸﾞ倉敷店2F

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

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ広島アルパーク店

733-0834

広島県広島市西区草津新町2-26-1 ｱﾙﾊﾟｰｸ東棟4F

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ東広島店

739-0024

広島県東広島市西条町御薗宇4405番地

ｎａｍｃｏフジグラン三原店

723-0015

広島県三原市円一町1-1-7 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ三原店内

あみぱらんど福山店

720-0032

広島県福山市三吉町南2-8-24

アミパラ広島店

733-0037

広島県広島市西区西観音町3-17

アミパラ神辺店

720-2104

広島県福山市神辺町大字新道上字1-2-1

スマイルステーション三次店

728-0013

広島県三次市十日市東4-1-30ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ三次店1F

セガ ワールド ＭＥＧＡ

731-0122

広島県広島市安佐南区中筋38298ﾌﾀﾊﾞ図書MEGA内2F

セガ ワールド 宇品

734-014

広島県広島市南区宇品西42067ﾌﾀﾊﾞ図書GIGA宇品店内

セガ ワールド 大町

731-0124

広島県広島市安佐南区大町東3-27-4

セガ ワールド 福山

720-0838

広島県福山市瀬戸町山北300

セガ 海田

736-0042

広島県安芸郡海田町南大正町3-35

セガ 尾道

722-0014

広島県尾道市新浜36935

タイトーＦステーション ゆめタウンみゆき店

734-0014

広島県広島市南区宇品西6丁目7番14号ゆめﾀｳﾝみゆき2F

タイトーＦステーション ゆめタウン東広島店

739-0003

広島県東広島市西条町土与丸1丁目5-7

タイトーステーション フジグラン緑井店

731-0103

広島県広島市安佐南区緑井1-5-2ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ緑井3F

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

タイトーステーションフジグラン神辺店

720-2107

広島県福山市神辺町大字新道上字2-10-26ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ神辺店3F

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

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

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

ラウンドワン広島店

730-0032

広島県広島市中区立町3-11

ラウンドワン福山店

721-0961

広島県福山市明神町一丁目9番28号

開放倉庫 福山店

720-2124

広島県福山市神辺町川南413-1

福山メトロポリス

721-0953

広島県福山市一文字町24-1

ＳＯＹＵ ゲームフィールド高松

761-8012

香川県高松市香西本町1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ高松2F

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

アミュージアム高松店

761-8071

香川県高松市伏石町111-1

セガ 丸亀

763-0062

香川県丸亀市蓬莱町20455

セガ 高松

761-8058

香川県高松市勅使町535

タイトーステーション丸亀

763-0092

香川県丸亀市川西町南1280番地1ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ丸亀ﾊﾞｯﾊ棟2F

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

ユメタウン丸亀ＢＩＧ ＷＡＶＥ

763-0055

香川県丸亀市新田町150

ユメタウン三豊ＢＩＧ ＷＡＶＥ

769-1506

香川県三豊市豊中町本山甲22

ラウンドワンスタジアム高松店

760-0068

香川県高松市松島町二丁目7番43号

ディノスパーク丸亀VASALA店

763-0072

香川県丸亀市山北町50-1

ｎａｍｃｏフジグラン四万十店

787-0019

高知県四万十市具同字東五反田2222番地 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ四万十店内

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

タイトーステーション野市店

781-5232

高知県香南市野市町西野2007-1

トイズかつらしま店

780-0806

高知県高知市知寄町3-35

トイズ帯屋町

780-0841

高知県高知市帯屋町1-13-21

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

ラウンドワン高知店

780-0818

高知県高知市南宝永町4番12号

ＡＧスクエア小郡店

754-0023

山口県山口市小郡前田町3-6

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤおのだサンパーク店

756-0806

山口県山陽小野田市中川6丁目4番1号おのだｻﾝﾊﾟｰｸｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ2F

ｎａｍｃｏフジグラン宇部店

755-0008

山口県宇部市明神町三丁目1番1号ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ宇部店2F

アミュージアム周南店

744-0025

山口県下松市中央町21-3THE MALL周南3F

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

トイズ宇部店

759-0204

山口県宇部市妻崎開作841-3

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

ラウンドワン下関店

750-0066

山口県下関市東大和町1丁目3番15号

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

ゲオ鳥取安長店

680-0913

鳥取県鳥取市 安長112番地3

セガ ワールド 米子

683-0853

鳥取県米子市両三柳320716

セガ 鳥取

680-0913

鳥取県鳥取市安長416

Ｇ−Ｐａｌａ 出雲店

693-0004

島根県出雲市渡橋町784

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

セガ 松江

690-0047

島根県松江市嫁島町42353

モーリーファンタジーｆ 松江店

690-0001

島根県松江市東朝日町151ｲｵﾝSC松江店3階

ｎａｍｃｏフジグラン石井店

779-3223

徳島県名西郡石井町高川原字天神544番地1 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ石井店内2F

セガ 徳島 スエヒロボウル

770-0865

徳島県徳島市南末広町4-95-2

タイトーステーションフジグラン北島店

771-0204

徳島県板野郡北島町鯛浜字西ﾉ須174

ラウンドワン徳島・万代店

770-0941

徳島県徳島市万代町4丁目19番地の1

ゲオ延岡店

882-0856

宮崎県延岡市出北3丁目19−17

セガ 延岡

882-0866

宮崎県延岡市平原町5丁目1492-8

880-0212

宮崎県宮崎市佐土原町下那珂3340-41

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丁目4-60

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

ＴＳＵＴＡＹＡイオンモール宇城店ゲーム

869-0606

熊本県宇城市小川町河江1-1 蔦屋書店小川町店内

タイトーステーション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33番地1ゆめﾀｳﾝ光の森2F

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

パスカランドはません店

862-0965

熊本県熊本市南区田井島1-2-1ゆめﾀｳﾝはません店3F

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

マンガ倉庫

866-0013

熊本県八代市沖町3989-1

ゆめタウンサンピアンゲームコーナー

861-8010

熊本県熊本市東区上南部二丁目2番2号ゆめﾀｳﾝｻﾝﾋﾟｱﾝ3F

ラウンドワンスタジアム熊本店

860-0047

熊本県熊本市西区春日7丁目25番15号

楽市楽座

860-0824

熊本県熊本市南区十禅寺2丁目8番2号 食遊楽園内

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

ＡＧスクエア佐賀武雄店

843-0024

佐賀県武雄市武雄町大字富岡12517-1

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

ゆめタウン武雄店

843-0022

佐賀県武雄市武雄町武雄4992ゆめﾀｳﾝ武雄2Fゆめｷｯｽﾞ

ラウンドワンスタジアム佐賀店

849-0915

佐賀県佐賀市兵庫北四丁目2番1号

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

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

ゲオ鹿屋店

893-0013

鹿児島県鹿屋市札元1−12−43

セガ ワールド 出水

899-0126

鹿児島県出水市六月田町347

ダイエープラザ大島店 ３Ｆゲームコーナー

894-0006

鹿児島県奄美市名瀬小浜町23-1

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

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

ラウンドワンスタジアム鹿児島宇宿店

890-0073

鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目2番2号

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

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

セガ ワールド 高城

870-0924

大分県大分市牧1-161-8

セガ ワールド 中津

871-0021

大分県中津市沖代町36938

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

タイトーステーションセントポルタ大分店

870-0035

大分県大分市中央町2-1-1

ハイテクランドセガハーバープレイス

874-0924

大分県別府市餅ヶ浜町161-2

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

ゆめタウン別府ＢＩＧＷＡＶＥ

874-0943

大分県別府市楠町382-6

ラウンドワンスタジアム大分店

870-0921

大分県大分市萩原2丁目13-17

セガ ワールド サンスパおおむら

856-0815

長崎県大村市森園町663-3

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

ハイテク セガ もみの木村

854-0053

長崎県諫早市小川町32874

楽市楽座 佐世保店

857-1161

長崎県佐世保市大塔町1861−12

Ａｓｏｂｉ Ｄｏｕｒａｋｕ新合川店

839-0865

福岡県久留米市新合川1丁目6−7

Ａｓｏｂｉｄｏｕｒａｋｕ一番街

830-0032

福岡県久留米市東町33-1

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

ゲオ古賀店

811-3112

福岡県古賀市花見東1丁目10−7

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

セガ アリーナ 中間

809-0013

福岡県中間市上蓮花寺37622

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

タイトーＦステーション大牟田

836-0807

福岡県大牟田市旭町2-28-1

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

タイトーステーション マリノア

819-0001

福岡県福岡市西区小戸2-12-30ﾏﾘﾉｱｼﾃｨ福岡ﾏﾘﾅｻｲﾄﾞ棟2F

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4F5409

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

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

ハイパーメッセ

802-0841

福岡県北九州市小倉南区北方38145

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

ピノキオランド水巻店

807-0022

福岡県遠賀郡水巻町頃末南2-141334

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

マンガ倉庫

831-0005

福岡県大川市大字向島1373-1

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

ラウンドワンスタジアム小倉店

803-0801

福岡県北九州市小倉北区西港町15-65

ラウンドワンスタジアム博多・半道橋店

812-0897

福岡県福岡市博多区半道橋2丁目2番8号

ラウンドワン大野城店

816-0912

福岡県大野城市御笠川1丁目18番16号

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

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

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2F

楽市楽座 ２１０店

839-0807

福岡県久留米市東合川町2-2-1

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 イオンモール福岡店

811-2303

福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ﾉ木192-1 2F

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

楽市楽座 イオン伊都店

819-0375

福岡県福岡市西区徳永113-1ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡伊都ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ別館

楽市楽座 イオン八幡東店

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

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

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

アミューズメント沖縄

901-2206

沖縄県宜野湾市愛知582-2

クラブ セガ 北谷

904-0115

沖縄県中頭郡北谷町字美浜42255

ゲオ西原店

901-2104

沖縄県浦添市当山2丁目2−3

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

マンガ倉庫

901-0145

沖縄県那覇市高良3-1-12

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

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

ラウンドワンスタジアム沖縄・宜野湾店

901-2224

沖縄県宜野湾市真志喜3丁目28番8号

ラウンドワン沖縄・南風原店

901-1111

沖縄県島尻郡南風原町字兼城552番地

楽市楽座

901-2300

沖縄県中頭郡北中城村ｱﾜｾ土地区画整理事業区域内4街区

マンガ倉庫

九州

沖縄

イオンモール神戸北店

サンモール店

宮崎店

八代店

熊本店

大川店

那覇店

イオンモール沖縄ライカム店

