
地域 店舗名 郵便番号 住所

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           

ｎａｍｃｏ札幌エスタ店 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

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

ＭＡＸＩＭ　ＨＥＲＯ 060-0806 北海道札幌市北区北6条西6丁目1−1

サッポロアミューズメントファクトリー帯広店 080-0831 北海道帯広市稲田町南8線西12-1番地1ｽｽﾞﾗﾝﾎﾞｳﾙ内 

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

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

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

お宝中古市場　鶴岡店 997-0003 山形県鶴岡市文下字広野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    

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

Ｇ３ポロス船引店 963-4312 福島県田村市船引町船引川代105

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

アミューズＶＩＶＡ 312-0042 茨城県ひたちなか市東大島 2-11-11-1F     

ピンクパンサー友部店 309-1716 茨城県笠間市住吉1364−1

ゲームパドック古河 306-0231 茨城県古河市小堤1916-1

茨城鑑定団　　神栖店 314-0144 茨城県神栖市大野原2-11-5

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

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

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

タイトーステーション　イオンタウン水戸南 311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101

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

群馬レジャーランド伊勢崎店 372-0812 群馬県伊勢崎市連取町3066-1

群馬レジャラン高崎駅東口店 370-0046 群馬県高崎市江木町333番地1ACTﾋﾞﾙ2階

群馬レジャーランド太田店 373-0285 群馬県太田市西矢島町162-2

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

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

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

Ｓｐｉｃａ大宮南銀店 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-57

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

万代書店川越店 350-0853 埼玉県川越市城下町11-1    

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

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 ﾋﾟｵﾆｳｫｰｸ東松山店2F

ウエアハウス草加店　 340-0831 埼玉県八潮市南後谷507

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

ＡＭスポット　ドリームス 226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居3-1-9 ｽﾏｰｲﾋﾞﾙ1F                  

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

ミリアンパーク厚木店 243-0016 神奈川県厚木市田村町9-25

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

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

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

スーパーハンマー千葉ニュータウン店 270-1350 千葉県印西市中央北2-2-2ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ店内入口ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

千葉鑑定団　　酒々井店　　　　　　　　　　 285-0925 千葉県印旛郡酒々井町上本佐倉字外宿122-1                

千葉鑑定団　東金店 289-1326 千葉県山武市成東745

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

ゲームガリバー柏店 277-0005 千葉県柏市柏1-1-11丸井ﾋﾞﾙB1

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

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

タイトーステーション　祖師谷大蔵店 157-0073 東京都世田谷区砧8-10-1 ﾌﾟﾗｯﾂ砧1F

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

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

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

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

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

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

ＹＡＺワールド　八王子みなみ野店 192-0916 東京都八王子市みなみ野1丁目2−1 ｱｸﾛｽﾓｰﾙ八王子みなみ野 3F

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

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  

宇都宮鑑定団江曽島店 321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町1417-1

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

レインボー宇都宮 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町1865-1ｶﾙﾏｰﾚ宇都宮2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

アピナ小山店 323-0822 栃木県小山市駅南町4-27-18

Ｕ．ＦＡＣＴＯＲＹ　　ｉｎ安城　　 446-0072 愛知県安城市住吉町5丁目13番地37

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

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

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

ポート２４御津店 441-0302 愛知県豊川市御津町大字下佐脇字仲荒19-3                  

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                     

岐阜レジャーランド穂積 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里630番地

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

万代書店　　山梨本店 400-0117 山梨県甲斐市西八幡4415

ＰＡＲＭ店 946-0076 新潟県魚沼市井口新田250-1

お宝中古市場　上越店 943-0834 新潟県上越市西城町2-6-11

メジャーロード黒崎店 950-1101 新潟県新潟市西区山田3303番地

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

夢大陸　長岡店 940-2121 新潟県長岡市喜多町392-1

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

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

シートピアＹＡＺ　焼津店 425-0055 静岡県焼津市道原585番地

エーツー藤枝店 426-0027 静岡県藤枝市緑町1丁目6−5

ＧＡＭＥ　ＯＦＦ富士宮 418-0004 静岡県富士宮市三園平1360  

アピナ上田店 386-0041 長野県上田市秋和359-1 

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

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

サーカスサーカス 511-1135 三重県桑名市長島町浦安333ﾎﾃﾙ花水木内ｻｰｶｽｻｰｶｽ  

アクション長浜店 526-0846 滋賀県長浜市川崎町字八王子町375

アテナ日本橋 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中37278

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

開放倉庫　橿原店 634-0008 奈良県橿原市十市町888-5

開放倉庫　桜井店 633-0061 奈良県桜井市上之庄227-1

ＡＭ　ＣＵＥ　奈良大和高田 635-0065 奈良県大和高田市東中2-11-16

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

ゲームアイビス太子店 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田2149

プレイランドサーカス大田店　　 640-8323 和歌山県和歌山市太田1-5-28

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

メディオ！沖新店 710-0847 岡山県倉敷市東富井803-1  

お宝買取団八丁堀店 730-0034 広島県広島市中区新天地5-3地下1F ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

ちびっこランド長門店 759-4106 山口県長門市大字仙崎網田322-1ﾌｼﾞ長門店内2F

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

ぐるぐる倉庫菊陽店 869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2774−2

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

マンガ倉庫鹿児島店 891-0114 鹿児島県鹿児島市小松原1-6-7

マンガ倉庫　　大分東店 870-0131 大分県大分市皆春内門604

マンガ倉庫　　大川店 831-0005 福岡県大川市大字向島1373-1

近畿

九州

中四国

『ガールズ&パンツァー 劇場版 あんこうマークぬいぐるみXL』 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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