
地域 店舗名 郵便番号 住所

ディノスパーク　帯広店 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

ゲームランドプレーゴ加美店 981-4264 宮城県加美郡加美町字赤塚178ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ加美店内

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

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

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

万ＳＡＩ堂　秋田店 011-0911 秋田県秋田市飯島字堀川10    

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

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

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

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

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

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 ｲｵﾝﾓｰﾙ土浦

ゲームパニックつくば 300-0850 茨城県土浦市中村東1-1-1

ピンクパンサー那珂店 311-0105 茨城県那珂市菅谷1593-8

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  

万代書店　　伊勢崎店　　　　　　　　　　　　 372-0812 群馬県伊勢崎市連取町868-1

万代書店　　高崎店　　　　　　　　　　　　　　 370-0851 群馬県高崎市上中居町239-2

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

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

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

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

万代書店　　川越店　 350-0853 埼玉県川越市城下町11-1    

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

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

フリーダム横浜 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-5-27                          

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

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

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

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

千葉鑑定団　東金店　　　　　　　　　　　　　 289-1326 千葉県山武市成東745-1    

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

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

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

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 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-9

秋葉原ギーゴ 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-1第一半田ﾋﾞﾙ

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

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 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目10-1 いなりやﾋﾞﾙB1F

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

スタジオプリモ宇都宮店 320-0803 栃木県宇都宮市曲師町2-8  宇都宮ﾌｪｽﾀB1F            

ドラマ　足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町244-1

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　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

ナムコランド　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

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

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

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

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

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

岐阜レジャーランド穂積 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里630番地

万代書店　　山梨本店　　　　　　　　　　　　 400-0117 山梨県甲斐市西八幡4415    

お宝中古市場新潟本店 950-1102 新潟県新潟市西区善久708    

お宝中古市場　　赤道店 950-0886 新潟県新潟市東区中木戸56

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

夢大陸　　長岡店 940-2121 新潟県長岡市喜多町392-1

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

ポート２４浜松店 431-0202 静岡県浜松市西区坪井町4183

浜松鑑定団 435-0005 静岡県浜松市東区安新町105

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

ゲームパラダイス 920-0849 石川県金沢市堀川新町5−1

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

ゲームスポット２０７ 933-0856 富山県高岡市鐘紡町1655-3

マンガ倉庫　　富山店 939-8214 富山県富山市黒崎66

浪漫遊　福井店 918-8025 福井市江守中町6-10-1

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

万代書店　松阪店ＡＭ 515-0811 三重県松阪市塚本町72-1

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

ＹＡＺ寝屋川店 572-0026 大阪府寝屋川市石津中町25-26

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 559-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目4−3

お宝市番館　　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　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　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

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

ｎａｍｃｏイオンモール広島府中店 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

アミパラ広島店 733-0037 広島県広島市西区西観音町3-17

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

開放倉庫　福山店 720-2124 広島県福山市神辺町川南413-1

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

メリーランド　倉吉 682-0023 鳥取県倉吉市山根557-1ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾀｳﾝ2F

アミパラ　　がいな店 683-0803 鳥取県米子市日ﾉ出町1丁目8-13

開放倉庫　米子店 683-0851 鳥取県米子市夜見町2921-8

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

マンガ倉庫　　都城店 885-0006 宮崎県都城市吉尾町840ﾏﾝｶﾞ倉庫都城店内

ピクシーズ 862-0971 熊本県熊本市大江4-2-65ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾚｯﾀ熊本店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ｎａｍｃｏワンダーシティ南熊本店 862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺6丁目9番1

Ａｓｏｂｉ　Ｄｏｕｒａｋｕ嘉瀬店 840-0861 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原2488−1

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

プラサカプコン大分店 870-0174 大分県大分市公園通ﾘ西2丁目1番 ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分2F

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

Ｇ－ＳＴＡＧＥ浜町 850-0853 長崎県長崎市浜町2-26

楽市街道　くるめ店 839-0865 福岡県久留米市 新合川2丁目7-10 久留米ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾋﾞﾙ内

Ａｓｏｂｉ　Ｄｏｕｒａｋｕ新合川店 839-0865 福岡県久留米市新合川1丁目6−7

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　箱崎店 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎5丁目1−8

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

近畿

九州

中四国

『ガールズ&パンツァー　劇場版 ボコ ソーラーマスコット』 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。
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