
地域 店舗名 郵便番号 住所

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

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

キャッツアイ清田店 004-0841 北海道札幌市清田区清田一条1丁目20-1

キャッツアイ新川店 001-0922 北海道札幌市北区新川二条7-1-7

ディノスパーク　室蘭 050-0083 北海道室蘭市東町4-31-2

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　仙台名掛丁店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-7-13

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

お宝中古市場山形天童 994-0021 山形県天童市山元1019-1  

万ＳＡＩ堂　秋田店 011-0911 秋田県秋田市飯島字堀川10    

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

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福島店　　　　　　　 960-0112 福島県福島市南矢野目字西荒田50-17

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

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

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

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

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

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

ユーズランド　　越谷店 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

キャッツアイ狭山店 350-1305 埼玉県狭山市入間川3141

ゲームパニック三郷 341-0052 埼玉県三郷市彦野2-25

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

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

アドアーズ橋本店 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-3-1 SING橋本 2階

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

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

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

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

セガイオンモール銚子 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　セブンパークアリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田950-1

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

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

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

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

アドアーズ下北沢店 155-0031 東京都世田谷区北沢2-12-7

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

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

アドアーズ大山南口店 173-0023 東京都板橋区大山町32-27 日正ﾋﾞﾙ 1~2階

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

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

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

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Ｆステーション　小山店　　　　　 323-0014 栃木県小山市喜沢1475番地

らんらんらんど妙興寺店 491-0922 愛知県一宮市大和町妙興寺3番地2 ﾋﾟｱｺﾞ妙興寺店3F     

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ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ･ｷﾘｵ3階

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

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

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　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

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

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

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

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

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

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

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

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

エーツー藤枝店 426-0027 静岡県藤枝市緑町1丁目6−5

浪漫遊　金沢本店 921-8801 石川県野々市市御経塚4丁目1番地

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

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

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

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　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ｾｶﾞあべのｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ

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

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

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

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　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

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4-8-1 SCつかしん内東町北館3階

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

アミパラ松山店 790-0051 愛媛県松山市生石町655-1

らんらんらんど南松山店 790-0952 愛媛県松山市朝生田町5丁目1番25号

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

モーリーファンタジーｆ岡山店 700-0907 岡山県岡山市北区下石井1丁目2番1号  ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山店4F

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

イオンファンタジーｆ広島祇園 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園3丁目2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ3F

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

アミパラ下関店 752-0928 山口県下関市長府才川1丁目42番48号

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 

パロ小松島店 773-0001 徳島県小松島市小松島町字領田20番地

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

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

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ｲｵﾝ唐津店2階

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

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

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

楽市楽座　２１０店２Ｆ 839-0807 福岡県久留米市東合川町2-2-1 2F

セガ　アリーナ　中間 809-0013 福岡県中間市上蓮花寺3-1-1

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

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

らんらんらんど浦添店 901-2133 沖縄県浦添市城間4-7-1

マンガ倉庫泡瀬店 904-2174 沖縄県沖縄市与儀3-13-1

クラブ　セガ　北谷 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

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那覇店 901-0155 沖縄県那覇市金城5-10-2ｲｵﾝ那覇店3階

近畿

中四国

九州

沖縄

『ゴーストバスターズ 真空ステンレスタンブラー』 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


