
地域 店舗名 郵便番号 住所

ディノスパーク　室蘭店 050-0083 北海道室蘭市東町４－３１－２

ディノスパーク　苫小牧店 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　函館昭和店 041-0812 北海道函館市昭和３丁目２４－１８　ゲオ函館昭和店内

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

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

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　　　　　　　　　　　

げーむぱーくぎゃらくしー旭川 079-8422 北海道旭川市永山１２条３丁目　ウエスタンパワーズ　２Ｆ

ｎａｍｃｏエルムの街ショッピングセンター 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻５１７－１　エルムの街Ｓ　Ｃ　本棟２階

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

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

青森メトロポリス 038-0006 青森県青森市石江三好１－１５－８

チャットタウン北上店 024-0072 岩手県北上市北鬼柳１９－７１パルショッピングセンター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

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

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

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

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

SOYU Game Field 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

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　

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店 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

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　西部プラザ内　

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鹿島エブリアショッピングセンター内２階

ＡＧスクエア水戸店 310-0015 茨城県水戸市宮町１－７－４４コムボックス３１０

ｎａｍｃｏイオンモールつくば店 305-0071 茨城県つくば市稲岡６６－１　イオンモールつくば店３Ｆ　

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　

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

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

プラボ宇都宮店 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町１６０６番地１Ｐ＆Ｄビル　

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

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

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プレビ劇場ＩＳＥＳＡＫＩ

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

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

ｎａｍｃｏイオンモール北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東１－３－１イオンモール北戸田　

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　

エブリディ行田店 361-0037 埼玉県行田市下忍６４４－１

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　　

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ショッピングセンターニットモール４Ｆ

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

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モラージュ菖蒲３階

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

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

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

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

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　ピオニウォーク東松山店２Ｆ

タイトーステーション　セブンパークアリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田９５０－１

セガ アリーナ 蘇我 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町５１－１蘇我ハーバーシティ　フェスティバルウォーク　アミューズメント棟　１Ｆ

セガ 幕張 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野１－８メッセアミューズモール　１Ｆ

セガ 成田 ＨＵＭＡＸ 286-0029 千葉県成田市ウイング土屋８０番地ヒューマックスパビリオン成田１階

ｎａｍｃｏ流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店 270-0121 千葉県流山市西初石六丁目１８５番２号　

ｎａｍｃｏイオンモール幕張新都心店 261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂１－１　イオンモール幕張新都心　グランドモール３階　

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　

ラウンドワン  アリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田９５０－１　　　　

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

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ポーツ棟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

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

千葉鑑定団湾岸習志野 275-0024 千葉県習志野市茜浜１－１－１　　

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　渋谷東映プラザ

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 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

東京ジョイポリス 135-0091 東京都港区台場１－６－１ＤＥＣＫＳ　ＴＯＫＹＯ　ＢＥＡＣＨ　４Ｆ

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　イトーヨーカドー木場店　２・３Ｆ

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

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　　

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イトーヨーカドー東久留米店内

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

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　　ヒューマックスパビリオン１－２Ｆ

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　高橋ビル

アミュージアム豊洲店 135-8614 東京都江東区豊洲２－４－９アーバンドックららぽーと豊洲３Ｆ

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

ＡＫＩＢＡカルチャーズZONE店  101-0021 東京都千代田区外神田１－７－６ＡＫＩＢＡカルチャーズＺＯＮＥ４Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

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ダイナシティイーストモール３Ｆ

ｎａｍｃｏ横浜ワールドポーターズ店 231-0001 神奈川県横浜市中区新港二丁目２番１号　横浜ワールドポー　ターズ５Ｆ

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　

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　イトーヨーカドー　立場店３Ｆ

カーニバルハウス 236-0006 神奈川県横浜市金沢区八景島　横浜・八景島シーパラダイス

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　川崎ダイス 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町８番地川崎ダイスビルＢ２Ｆ

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

小田原メトロポリス 256-0813 神奈川県小田原市前川２１９－４

宝島　　大和店 242-0002 神奈川県大和市つきみ野１－６－１イオンつきみ野４Ｆ

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ノースポート・モール６Ｆ

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アピタ富山東店２Ｆ　

ユーズランド高岡店 933-0813 富山県高岡市下伏間江３８３イオン高岡ＳＣ２Ｆ

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

マンガ倉庫　　富山店 939-8214 富山県富山市黒崎６６

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ド１Ｆ

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アピタ福井大和田店２Ｆ　

福井メトロポリス 910-0836 福井県福井市大和田２－１２０１

万代書店　　山梨本店 400-0117 山梨県甲斐市西八幡４４１５

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

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ビル　　１Ｆ

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

ｎａｍｃｏカラフルタウン岐阜店 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野三丁目３番６　カラフルタウン　岐阜内

大垣メトロポリス 503-0808 岐阜県大垣市三塚町字西沼５２３－１

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号静活プラザビル　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

ｎａｍｃｏららぽーと磐田店 438-0801 静岡県磐田市高見丘１２００番地ららぽーと磐田店２Ｆ　店番２１２１０

ＬＡＮＤ藤枝店 426-0067 静岡県藤枝市前島１－７－１０　ＢｉＶｉ藤枝店４Ｆ　　　　　　　　　　　　　

エーツー南瀬名店 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町２－５

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

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　フレスポ八潮店 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

『ゴーストバスターズ マスコットキーチェーン』 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。

北海道

東北

関東

北陸東海



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ワンダーシティ４Ｆ

セガ ワールド 豊橋 441-8061 愛知県豊橋市藤沢町１４１イトーヨーカドー　２Ｆ

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２５－１ダイヤモンドシティ・キリオ３階

ｎａｍｃｏイオンモールナゴヤドーム前店 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南４－１０２－３イオンモールナゴヤド　ーム前３Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール熱田店 456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野１－２－１１　イオンモール熱田４Ｆ　

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

サムソンみなと店 455-0804 愛知県名古屋市港区当知２－１５０１ポートウォークみなと２Ｆ

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ピングセンター内

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　

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

小牧メトロポリス 485-0015 愛知県小牧市間々片山１８１－１

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

半田メトロポリス 475-0838 愛知県半田市旭町３－１１－１

中川メトロポリス 454-0954 愛知県名古屋市中川区江松３－１１０

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町６－８

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ビル１Ｆ

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　

ｎａｍｃｏビバシティ彦根店 522-0044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町４３－１　ビバシティ彦根２Ｆ　

レインボーランド伏見店 612-0088 京都府京都市伏見区深草出羽屋敷町２３番地　イズミヤ伏見店３階

レインボーランド長岡店 617-0826 京都府長岡京市開田４丁目７番１号　イズミヤ長岡店２階

レインボーランド八幡店 614-8043 京都府八幡市八幡一ノ坪２３－１　イズミヤ八幡店店内

ｎａｍｃｏイオンモールＫＹＯＴＯ店 601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地イオンモールＫＹＯＴ　Ｏ１４０６０

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　

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

レインボーランド八幡店 614-8043 京都府八幡市八幡一ノ坪２３－１　イズミヤ八幡店１Ｆ

レインボーランド和泉中央店 594-0041 大阪府和泉市いぶき野５丁目１番１１号　イズミヤ和泉中央店３階

レインボーランド和泉府中店 595-0021 大阪府泉大津市東豊中町１－５－５イズミヤ和泉府中店４Ｆ

レインボーランド寝屋川店 572-0837 大阪府寝屋川市早子町２３番１－１０４号　イズミヤ寝屋川店５階

レインボーランド泉北店 599-8276 大阪府堺市中区小阪２７０　イズミヤ泉北店２階

レインボーランド上新庄店　　　 533-0006 大阪府大阪市東淀川区上新庄１丁目２番３６号　イズミヤ上新庄店３階

レインボーランド大東店 574-0026 大阪府大東市住道２丁目１番１０３号　イズミヤ大東店４階

レインボーランド若江岩田店 578-0946 大阪府東大阪市瓜生堂１丁目１０番５２号　イズミヤ若江岩田店４Ｆ

レインボーランド千里丘店 565-0823 大阪府吹田市山田南１－１イズミヤ千里丘店内２階　

レインボーランド八尾店 581-0036 大阪府八尾市沼１－１イズミヤ八尾店１Ｆ

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 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あべのマーケットパーク　セガあべのキューズモール

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アポロビル　３Ｆ

心斎橋ギーゴ 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋２－２－１９

ｎａｍｃｏイオンモール鶴見緑地店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見４－１７－１－４２１　イオンモール鶴　見緑地４Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール大日店 570-0016 大阪府守口市大日東町１－１８　イオンモール大日４Ｆ　

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

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

ｎａｍｃｏなんばパークス店 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目１０番７０号　なんばパークス　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号マグスミノエ　

ｎａｍｃｏ大阪日本橋店 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中２－１－１７コスモビル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ビル２Ｆ　

ラウンドワン 梅田店  530-0018 大阪府大阪市北区小松原町　４－１６　　

アクス 542-0076 大阪府大阪市中央区難波１－１－３

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

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　　ユニバーサルシティウォークＴＭ３Ｆ

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

レインボーランド若江岩田店 578-0946 大阪府東大阪市瓜生堂１丁目１０番５２号　イズミヤ若江岩田店４Ｆ

レインボーランド千里丘店 565-0823 大阪府吹田市山田南１－１イズミヤ千里丘店内２階　

レインボーランド八尾店 581-0036 大阪府八尾市沼１－１イズミヤ八尾店１Ｆ

レインボーランド昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻１丁目１番地　イズミヤ昆陽店３階

レインボーランド西神戸店 651-2412 兵庫県神戸市西区竜が岡１－２１－１イズミヤ西神戸店２Ｆ

レインボーランド神戸玉津店 651-2132 兵庫県神戸市西区森友３－７－３イズミヤ神戸玉津店２Ｆ

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 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

ｎａｍｃｏイオンモール姫路リバーシティー 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江２５６０番地イオンモール姫路　リバーシティ２Ｆ

レインボーランド西神戸店 651-2412 兵庫県神戸市西区竜が岡１－２１－１イズミヤ西神戸店２Ｆ

レインボーランド神戸玉津店 651-2132 兵庫県神戸市西区森友３－７－３イズミヤ神戸玉津店２Ｆ

レインボーランド広陵店 635-0825 奈良県北葛城郡広陵町大字安部４５０番地１　イズミヤ広陵店内

SOYU Game Field 奈良橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町７－２０－１イオンモール橿原３Ｆ

レインボーランド和歌山店 640-8325 和歌山県和歌山市新生町７－２０　イズミヤ和歌山店２Ｆ

レインボーランド紀伊川辺店 649-6312 和歌山県和歌山市川辺２２０イズミヤ紀伊川辺店内

パームシティ和歌山ナムコランド 640-8535 和歌山県和歌山市中野３１－１パ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パビリオンシティ田　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

レインボーランド和歌山店 640-8325 和歌山県和歌山市新生町７－２０　イズミヤ和歌山店２Ｆ

レインボーランド紀伊川辺店 649-6312 和歌山県和歌山市川辺２２０イズミヤ紀伊川辺店内

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　

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

ピノッキースパティオ吉田店 731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田５９４－１　ゆめタウン吉田店２Ｆ　

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

ｎａｍｃｏゆめタウン廿日市店 738-0023 広島県廿日市市下平良二丁目２番１号３Ｆ　

ｎａｍｃｏゆめタウン広島店 734-0007 広島県広島市南区皆実町２丁目８番１７号　ゆめタウン広島店　３４２

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ東広島店 739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇４４０５番地　

アミパラ広島店 733-0037 広島県広島市西区西観音町３－１７

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

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

福山メトロポリス 721-0953 広島県福山市一文字町２４－１

ｎａｍｃｏ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号おのだサンパークショ　ッピングセンタ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号フジグラン宇部店２Ｆ　

マンガ倉庫 山口店 753-0814 山口県山口市吉敷下東３－３－１０　店内ゲームコーナー　

ｎａｍｃｏゆめタウン徳島店 771-1202 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須８８番地の１　ゆめタウ　ン徳島２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　フジグラ　ン石井店内２Ｆ

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２　Ｆゆめランド

ｎａｍｃｏフジグラン松山店 790-0065 愛媛県松山市宮西１－２－１　フジグラン松山店４Ｆ　

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

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

セガ アリーナ 中間 809-0013 福岡県中間市上蓮花寺３－１－１

プラボ久留米店 839-0865 福岡県久留米市新合川１丁目２番１号ゆめタウン久留米２　階

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

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　　　

楽市楽座  砂津店 802-0014 福岡県北九州市小倉北区砂津３丁目１−１

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　　　

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

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　

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　めキッズ

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

ｎａｍｃｏゆめタウン夢彩都店 850-0035 長崎県長崎市元船町１０－１　夢彩都４Ｆ　

ｎａｍｃｏゆめタウン光の森店 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目３９番１　ゆめタウン光　の森南館３Ｆ

GREEN MONSTER 863-0047 熊本県天草市八幡町２番１２号　　

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤわさだ店 870-1155 大分県大分市大字玉沢字楠本７５５－１　トキハわさだタウン内２Ｆ

ｎａｍｃｏ杉乃井ホテル店 874-0822 大分県別府市観海寺１　スギノイパレス１Ｆ　

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

クラブ セガ 北谷 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜９－８

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プレイス内２Ｆ

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　　ドラゴンパレス２Ｆ

九州

沖縄
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中四国


