
地域 店舗名 郵便番号 住所

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

ディノスパーク　札幌中央店 060-0063 北海道札幌市中央区南3条西1-8.1F

タイトーステーション　札幌狸小路２丁目店　　 060-0063 北海道札幌市中央区南三条西2-14

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

ＰＡＬＯ苫小牧 053-0814 北海道苫小牧市糸井135-1ﾄﾗｲｱﾙG棟

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

万ＳＡＩ堂　　北上店 024-0004 岩手県北上市村崎野14地割68番地32

スーパーノバ仙台利府 981-0111 宮城県宮城郡利府町加瀬字新前谷地55-1利府ﾍﾟｱｶﾞｰﾃﾞﾝ内

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

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ仙台店 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡37281

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

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

お宝中古市場山形南店 990-2461 山形県山形市南館4丁目1-1

アピナ鶴岡店 997-0003 山形県鶴岡市文下字広野1-1

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

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

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

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

リスコ　ＡＵＧＡ 030-0801 青森県青森市新町1-3-7ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｼﾃｨｱｳｶﾞ4F

青森メトロポリス 038-0006 青森県青森市石江三好1-15-8

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

ＳＵＰＥＲ　ＮＯＶＡ　福島店 960-8153 福島県福島市黒岩字中島7番2号 

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

ゲームパドック古河 306-0231 茨城県古河市小堤1916-1

ＦＥＳＴＡ古河 306-0021 茨城県古河市松並2-18-10

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

フェドラＰ＆Ｄ　ＭＩＴＯ 310-0851 茨城県水戸市千波町2017-1

水戸鑑定団 311-4143 茨城県水戸市大塚町1590    

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

ゲームパニックつくば 300-0850 茨城県土浦市中村東1-1-1

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

ピンクパンサー那珂店 311-0105 茨城県那珂市菅谷1593-8

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

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

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

キャッツアイ狭山店 350-1305 埼玉県狭山市入間川3141

ｎａｍｃｏ熊谷店 360-0032 埼玉県熊谷市銀座2丁目97番地

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

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

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

マグマックス川越 350-1122 埼玉県川越市脇田町7-2    山二ﾋﾞﾙB1F         

スクウェアワン草加店 340-0035 埼玉県草加市西町632-1    

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　横須賀中央 238-0007 神奈川県横須賀市若松町1-5 ﾌﾟﾗｲﾑﾋﾞﾙ 地下1階

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

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

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

ゲームスペースジャンボ　　ドーン 231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6-147                      

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

ネバーランド港北店　　　　　　　　　　　　 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-36-16                  

スーパーハンマー狩場店 240-0025 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町164-1 ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ狩場ｲﾝﾀｰ店内

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

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

ファンファン本厚木 243-0018 神奈川県厚木市中町2-1-6

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　　本厚木 243-0018 神奈川県厚木市中町2-4-13本厚木駅前ﾋﾞﾙ1F

小田原メトロポリス 256-0813 神奈川県小田原市前川219-4

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

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

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 

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

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

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1-8 CCB1F

千葉レジャーランド成東店 289-1327 千葉県山武市姫島111-1

ゲームフジ市川 272-0034 千葉県市川市市川1-9-11ｻﾝ市川ﾊｲﾂ1F

ソニックビーム松戸 271-0092 千葉県松戸市松戸1172-1

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

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

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

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

アミューズメントエース津田沼 274-0825 千葉県船橋市前原西2-15-1

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

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

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

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

ドラマ瑞穂店 190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵382-1

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

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（ＣＬＵＢＳＥＧＡ秋葉原） 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-9

セガ秋葉原３号館（ＣＬＵＢＳＥＧＡ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

セガ秋葉原２号館（秋葉原ＧＩＧＯ） 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-1第一半田ﾋﾞﾙ

セガ秋葉原４号館（セガ秋葉原） 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-95F

神ぷら本店 101-0021 東京都千代田区外神田1-9-11  神ﾀﾜｰﾋﾞﾙ1F

東京レジャーランド秋葉原店 101-0021 東京都千代田区外神田1丁目9-5

神ぷら中央通り店 101-0021 東京都千代田区外神田3-14-10秋葉原HFﾋﾞﾙ1F

遊戯場 101-0021 東京都千代田区外神田3-8-5ｲｻﾐﾔ第2ﾋﾞﾙ1F

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

東京レジャーランド秋葉原２号店 101-0021 東京都千代田区外神田4-3-3ﾐﾅﾐﾋﾞﾙ6F7F

ウエアハウス入谷店　 121-0836 東京都足立区入谷7-8-111F

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

ｎａｍｃｏ中野店 164-0001 東京都中野区中野5-52-15中野ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ別館

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

ドラマ八王子高倉店 192-0033 東京都八王子市高倉町55-4

タイトーステーション　池袋西口店　　　　　 171-0021 東京都豊島区西池袋1-15-9

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ＧｉＧＯ 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

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

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

アピナ小山店 323-0822 栃木県小山市駅南町4-27-18

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

ゲームゾーン一宮店 491-0025 愛知県一宮市羽衣2-5-1

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

小牧メトロポリス 485-0015 愛知県小牧市間々片山181-1

お宝市番館　　尾張小牧 485-0046 愛知県小牧市堀の内3-24

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

ゲームファンタジーランドナイル 476-0002 愛知県東海市名和町三番割上40

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

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

中川メトロポリス 454-0954 愛知県名古屋市中川区江松3-110

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                      

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

ゲームゾーン各務原店 509-0141 岐阜県各務原市鵜沼各務原町5丁目286−1 ﾍﾟﾀﾙﾋﾞﾙ

万代書店　　各務原店 509-0111 岐阜県各務原市鵜沼川崎町 2-196  

ゲームファンタジアン柳津店 501-6121 岐阜県岐阜市柳津町上佐波西3丁目68番地

岐阜レジャーランド穂積 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里630番地

大垣メトロポリス 503-0808 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

万代書店　　山梨本店 400-0117 山梨県甲斐市西八幡4415

ゲームパニック甲府店 400-0043 山梨県甲府市国母5-20-24

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

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店2階

ファミリーアミューズメント　新潟西店 950-2023 新潟県新潟市西区小新5-7-21 ｱﾋﾟﾀ新潟西店2F 

お宝中古市場新潟本店 950-1102 新潟県新潟市西区善久708    

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

マリンファンタジーサンハトヤ店 414-0002 静岡県伊東市湯川572-12 ｻﾝﾊﾄﾔ内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ     

ヤッターランド大仁店 410-2322 静岡県伊豆の国市吉田字九十分153番1ﾕﾆｰ2F

アン・キン・タン浜岡店 437-1500 静岡県御前崎市池新田5832-1

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

エーツー南瀬名店 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町2-5

静岡鑑定団　八幡店 421-1221 静岡県静岡市駿河区八幡5-8-3

藤枝鑑定団 426-0009 静岡県藤枝市八幡363-4    

ポート２４浜松店 431-0202 静岡県浜松市西区坪井町4183

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

浜松鑑定団 435-0005 静岡県浜松市東区安新町105

ゲームパラダイス 920-0849 石川県金沢市堀川新町5−1

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

ＹＡＺ長野店 381-0000 長野県長野市 南石堂町1418-2

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

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

アピナ富山豊田店 931-8313 富山県富山市豊田町2-12-66

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

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KYOTO14060

お宝市番館　三重本店 511-0947 三重県桑名市大仲新田383

買取倉庫　甲西店 520-3223 滋賀県湖南市夏見163−1

スーパーヒーロー堅田 520-0232 滋賀県大津市真野2-31-30

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

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

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

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

ｎａｍｃｏ大阪日本橋店　１階 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　プライズ店 559-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-4-3

キャンディバニー店ゲームコーナー 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-17-17 ｵｵｸﾗﾋﾞﾙ 1F

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

モーリーファンタジー池田駅前店 563-0041 大阪府池田市満寿美町2-2ﾀﾞｲｴｰ池田駅前店4階

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

モーリーファンタジー伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻4-1-1ｲｵﾝ伊丹昆陽店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

遊スペース　マジカル 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ﾉ緒町5-2-3

ＭＳＷＯＲＬＤ三宮店 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ西館2階233-1

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

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

ソユーフォレストハンター　松前店 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850番地 ｴﾐﾌﾙMASAKI AM棟1F

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

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

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

モーリーファンタジー広島府中店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須2-1-1ｲｵﾝ広島府中店2階

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

ブラックジャックアクア店 731-0124 広島県広島市安佐南区大町東4丁目12-11

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

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

福山メトロポリス 721-0953 広島県福山市一文字町24-1

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SC綾川店3階

お宝買取団　高松店 761-0101 香川県高松市春日町16-1

マックスプラザ善通寺店 765-0073 香川県善通寺市中村町1798−2

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

トイズかつらしま店 780-0806 高知県高知市知寄町3-35

アミパラ高知店 783-0006 高知県南国市篠原194-1

ピノッキースパティオ宇部店 759-0213 山口県宇部市黒石北三丁目4番1号 ゆめﾀｳﾝ宇部2F

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 ゆめﾀｳﾝ南岩国店2F

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

てくもぴあ柳井店　　 742-0036 山口県柳井市駅南1-11  ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ柳井ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰA棟

ピノッキースパティオ益田店 698-0041 島根県益田市高津7丁目21-12 ゆめﾀｳﾝ益田2階

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

アポロゲームセンター南沖洲店 770-0874 徳島県徳島市南沖洲1-93-1

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

ファンタジーランド 888-0001 宮崎県串間市大字西方5590N's Cityﾆｼﾑﾀ2F

ゲームコーナー　ピクシーズ 862-0971 熊本県熊本市中央区大江4-2-65

ＦＥＳＴＡ山鹿 861-0382 熊本県山鹿市方保田字鳥越3468-1

ＦＥＳＴＡ人吉 868-0011 熊本県人吉市宝来町1307-1 『HITOYOSHI-REX』内

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

テクノパークミューズ谷山店 891-0123 鹿児島県鹿児島市卸本町5-35 N´sCityﾆｼﾑﾀ内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

ＦＥＳＴＡコスモタウン佐伯店 876-0047 大分県佐伯市鶴岡西町2丁目163番地 ｺｽﾓﾀｳﾝ佐伯内

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

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

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

Ｇ－ＳＴＡＧＥ浜町 850-0853 長崎県長崎市浜町2-26

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

マンガ倉庫　　大川店 831-0005 福岡県大川市大字向島1373-1

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

Ｇ－ＳＴＡＧＥ飯塚 820-0081 福岡県飯塚市枝国680-2    

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

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

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

近畿

中四国

九州

『ガールズ＆パンツァー ボコＸＬ おいらジャンボな本格仕様だぜ！』 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


