
地域 店舗名 郵便番号 住所

ディノスパーク　旭川店 070-0010 北海道旭川市大雪通5-496-5  第8山本ﾋﾞﾙ

SOYU Game Field 旭川西店 070-0823 北海道旭川市緑町二十三丁目2161番地3　イオンモール旭川西3F

ディノスパーク音更店 080-0101 北海道河東郡音更町木野大通西15丁目2番地12 ﾋﾞｯｸﾏｰﾄB棟

モーリーファンタジー釧路店 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木１－１－７イオン釧路店２階

わいわいランド琴似店 063-0812 北海道札幌市西区琴似2条1-4-1　イトーヨーカドー琴似店内　3Ｆ

プラボ札幌西町店 063-0061 北海道札幌市西区西町北１３丁目１番

モーリーファンタジー札幌発寒店 063-0828 北海道札幌市西区発寒８条１２丁目１－１　イオン札幌発寒店３階

ソユーゲームフィールド発寒 063-0828 北海道札幌市西区発寒八条12丁目1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌発寒3F

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

ラウンドワン札幌すすきの店 064-0805 北海道札幌市中央区南五条西三丁目6番地1

アドアーズ札幌狸小路店 060-0063 北海道札幌市中央区南三条西4-12-1　ｱﾙｼｭﾋﾞﾙ 5～6階

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

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

ＢＩＧＢＡＮＧ室蘭 050-0075 北海道室蘭市中島本町2丁目8番1号

プラボ小樽店 047-0008 北海道小樽市築港１１番５号　ウィングベイ小樽５番街３階

ディノスパーク帯広稲田店 080-0831 北海道帯広市稲田町南8線西12-1  ｽｽﾞﾗﾝﾎﾞｳﾙ内

イオン帯広キッズパーク 080-0014 北海道帯広市西4条南20丁目1

ファンタジープラザ帯広店 080-0814 北海道帯広市西四条南12-3 長崎屋帯広店2F               

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

ＰＡＬＯ滝川店 073-0024 北海道滝川市東町２丁目２９－１　　　　　　　　

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

モーリーファンタジー苫小牧店 053-0053 北海道苫小牧市柳町３－１－２０イオン苫小牧店２階

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

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

プレイランドソピア御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1  ｲｵﾝ秋田SC2F

万SAI堂　秋田店 011-0911 秋田県秋田市飯島字堀川１０    

ソピアイトクアクロ　　能代店 016-0000 秋田県能代市字寺向70番地

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

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

タイトーステーション青森アムゼ店 030-0845 青森県青森市緑3丁目9番地の2 サンロード青森 アムゼ内

プレイランドソピア八戸店 031-0071 青森県八戸市沼館4-7-112八戸ﾋﾟｱﾄﾞｩB棟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

エンターテイメントスタジオ須賀川 962-0803 福島県須賀川市古河105番ｲｵﾝﾀｳﾝ須賀川B棟内

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

ピンクパンサーつくばみらい店　　 300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台1-14-1

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

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 ショッピングセンターパルナ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

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

ファンタジープラザ上水戸店 310-0041 茨城県水戸市上水戸2-9-10長崎屋上水戸店2F            

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

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  

ｎａｍｃｏ伊勢崎店 372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町３４０２－６

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ﾌﾟﾚﾋﾞ劇場ISESAKI  AM

ぐるぐる大帝国館林店 374-0041 群馬県館林市富士原町888    

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けやきウォ－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

キャラポート さいたま新都心店 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーン新都心西館1F

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

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

カバロキッズ上福岡東店 356-0003 埼玉県ふじみ野市大原2-1-30ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ上福岡東店2F

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　3133区画

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

ゲームパニック三郷 341-0052 埼玉県三郷市彦野2-25

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

ｎａｍｃｏ川越店 350-1122 埼玉県川越市脇田町３番地６　長谷川ビル１Ｆ

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

ラウンドワン横浜西口駅 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-8-16

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

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 ビナウォーク六番館 2F

ＡＭ　ＰＩＡ　大船 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24大船駅前ﾋﾞﾙ1-3F

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

タイトーステーション小田原シティーモール店　　 256-0813 神奈川県小田原市前川120 フレスポ小田原シティーモール2F

ｎａｍｃｏラゾーナ川崎店 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１ＬＡＺＯＮＡ川崎プラザ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

モーリーファンタジー大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間一丁目２番１号イオン大和鶴間店３階

モーリーファンタジー大和店 242-0015 神奈川県大和市下和田字上ノ原１２１６－１　　イオン大和店３Ｆ

ラウンドワンららぽーと湘南平塚店 254-8510 神奈川県平塚市天沼10-1 3階

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

ファンタジープラザ成東店 289-1326 千葉県山武市成東1808-1ﾗﾊﾟｰｸSC内

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

東京ガリバー松戸店 271-0092 千葉県松戸市松戸1230-1　ピアザ松戸 1F

タイトーステーションアリオ蘇我店 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町52-7 アリオ蘇我2F

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

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

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

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

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

ラウンドワンスタジアムアリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田950-1-1070

ゴジラ　ノア店 278-0031 千葉県野田市中根36-1ｲｵﾝ･ﾉｱ店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

アドアーズ新小岩店 124-0024 東京都葛飾区新小岩1-44-4　ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾞﾙ B1～3階

キャッツアイ西葛西店 134-0088 東京都江戸川区西葛西4-2-28 ｻﾆｰﾓｰﾙ3F

アムネット　小岩店 133-0056 東京都江戸川区南小岩6-31-3石井ﾋﾞﾙ1F

アドアーズ渋谷店 150-0042 東京都渋谷区宇田川町13-11  KN渋谷1ビル１～４階 

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

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 指田ビル

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

クラブ セガ 新宿西口 160-0023 東京都新宿区西新宿1-12-5

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

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

アドアーズ蒲田西口店Ｂ館 144-0051 東京都大田区西蒲田7-5-10　蒲田駅西口会館 1階

ＺＡＵＲＵＳ　ＷＯＲＬＤ　大森店 143-0016 東京都大田区大森北2-13-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大森店3F

アドアーズ中野店 164-0001 東京都中野区中野5-52-15  ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ 185

アドアーズ町田店 164-0013 東京都町田市原町田6-21-25  大正堂第2ﾋﾞﾙ 1～4階

ＡＭモナコ調布１号店 182-0024 東京都調布市布田1-52-3        

ＡＭランドモナコ調布駅前店 182-0024 東京都調布市布田4-2-22  

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

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

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

PROJECT ADORES池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目22番12号　高和ﾋﾞﾙB1～5階

ｎａｍｃｏ池袋サンシャインシティアルタ店 170-0013 東京都豊島区東池袋３－１－３　サンシャインシティ内ＡＬＴＡ　１階

ラウンドワン池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目14番1号 池袋ｽｸｴｱ

わいわいランド赤羽店 115-0055 東京都北区赤羽西1-7-1　イトーヨーカドー赤羽店内　6F

キッズプラザきゃらんど曳舟店 131-0046 東京都墨田区京島1-2-1イトーヨーカドー曳舟店4F

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 楽天地ビル地下1階

クラブ セガ 立川 190-0023 東京都立川市柴崎町3-2-1サザンビル 1F

アドアーズ立川店 190-0023 東京都立川市柴崎町3-4-3  ｸﾞﾙﾒｰﾄﾀｶｵ B1～3階

ｎａｍｃｏららぽーと立川立飛店 190-0015 東京都立川市泉町９３５番１　ららぽーと立川立飛店３Ｆ

ｎａｍｃｏフェドラＰ＆Ｄ佐野店 327-0821 栃木県佐野市高萩町１３４０

アピナ小山店 323-0822 栃木県小山市駅南町4-27-18

ドリームワン新安城店 446-0007 愛知県安城市東栄町3-1-12 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ内

ｎａｍｃｏアピタ稲沢店 492-8275 愛知県稲沢市天池五反田町１番地アピタ稲沢店

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

パルス武豊店 470-2349 愛知県知多郡武豊町字西田崎19-1 ﾋﾟｱｺﾞ後武豊店 2F

楽市楽座　イオンモール名古屋茶屋店 455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11

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

ｎａｍｃｏ名古屋駅前店 453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町６－６　ニッセイ名古屋駅西ビル別館Ｂ１

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

クラブ セガ 金山 456-0001 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

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

ｎａｍｃｏイオンモール大高店 459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目４５０　イオンモール大高３Ｆ

タイトーＦステーションラザウォーク甲斐双葉 400-0107 山梨県甲斐市志田字柿木616-1

万代書店　　山梨本店 400-0117 山梨県甲斐市西八幡4415

モーリーファンタジー甲府昭和店 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　イオン甲府昭

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イオン新潟南店　２階

ラウンドワンスタジアム新潟店 950-0954 新潟県新潟市中央区美咲町2丁目1番38号

タカラ島　　新村上店　　　　　　　　　　　　 958-0823 新潟県村上市仲間町200村上ﾌﾟﾗｻﾞ1F

タイトーステーション ウェルディ長泉店 411-0934 静岡県駿東郡長泉町下長窪字城山 1076-1ウェルディ長泉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号静活プラザビル 1,2F

ｎａｍｃｏキャラポップストアＳＨＩＺＵＯＫＡ１０９店 420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町６－１　ＳＨＩＺＵＯＫＡ１０９　２Ｆ　ゲームコーナー

エーツー南瀬名店 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町2-5

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

ラウンドワンスタジアム浜松店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981番17

ｎａｍｃｏイオンモールかほく店 929-1126 石川県かほく市内日角タ２５　イオンモールかほく内

アピナ野々市バッティングスタジアム 921-8816 石川県野々市市若松町5-5

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２Ｆ

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

PALO諏訪店 392-0013 長野県諏訪市沖田町５－１８

ＹＡＺ長野店 381-0000 長野県長野市 南石堂町1418-2

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

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

キッズサーカスシピィ武生店 915-0883 福井県越前市新町7-8シピィ武生店内2F

アルプラザボウル 916-0038 福井県鯖江市下河端町16−6−1

モーリーファンタジー久御山店 613-0024 京都府久世郡久御山町森南大内１５６－１イオン久御山店２階

プラサカプコン　京都店 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町25-1ｲｵﾝﾓｰﾙ京都五条3F

ラウンドワン京都河原町店 604-8032 京都府京都市中京区河原町通三条下る山崎町250番地

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

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

メインストリート日本橋 556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-16 安田ﾋﾞﾙ1F

チャイルズ貝塚店 597-0021 大阪府貝塚市小瀬91-1 ｵｰｸﾀｳﾝ貝塚店2F

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

レジャランあべのアポロ 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番31号  4階

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  ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨｳｫｰｸTM3F

ｎａｍｃｏキャラポップストア心斎橋ＯＰＡ店 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋１－４－３　心斎橋ＯＰＡ７Ｆゲームコーナー

ラウンドワンスタジアム千日前店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1丁目3番1号

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番16号

クラブ セガ 東梅田 530-0027 大阪府大阪市北区堂山町9-28

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コスモビル１～３Ｆ

オンリーワン 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目7−3

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 イトーヨーカドーアリオ八尾3F

モーリーファンタジー枚方店 573-0031 大阪府枚方市岡本町７番１－２０３　イオン枚方店４階

ＳＯＹＵミクロガーデン橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町7-20-1ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F

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

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 三宮センタービル西館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

アミューズメントランド　ズモズモ新長田店 653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町5丁目2番1ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞﾌｧｰｽﾄ124号

らんらんらんど藤原台店 651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町１－２－２　　　　　

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

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

パルドスパティオ店 710-0834 岡山県倉敷市笹沖1274-1 ゆめタウン倉敷店3F

キッズプラザきゃらんど倉敷店 710-0813 岡山県倉敷市寿町12-2 アリオ倉敷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

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

タイトーステーション　フジグラン緑井店　 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井1-5-2 フジグラン緑井3F

ｎａｍｃｏ広島紙屋町店 730-0051 広島県広島市中区大手町２丁目３－３大手町ナルミヤビル１Ｆ

ラウンドワン広島店 730-0032 広島県広島市中区立町3-11

お宝買取団　東広島店 739-0013 広島県東広島市西条御条町6-20-4F  店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ         

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薗宇6120

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２Ｆゆめランド

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

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 

タイトーＦステーション山口メルクス店 753-0851 山口県山口市大字黒川82-1ハイパーモールメルクス内

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

ピノッキースパティオ防府店 747-0037 山口県防府市八王子二丁目8-8　ゆめタウン防府店3F

フラーボスパティオ店 742-0031 山口県柳井市南町4-5-3　ゆめタウン柳井店2F

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

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

マンガ倉庫　　宮崎店 880-0212 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂3340-41

マンガ倉庫  都城店 885-0006 宮崎県都城市 吉尾町840

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

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

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

モーリーファンタジー姶良店 899-5656 鹿児島県姶良市西餅田２６４－１　外Ｆイオンタウン姶良　３階

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

ゆめタウン別府ＢＩＧＷＡＶＥ 874-0943 大分県別府市楠町382-6

Asobi Douraku 時津店 851-2103 長崎県西彼杵郡時津町元村郷８６３−１０

モーリーファンタジー大村店 856-0836 長崎県大村市幸町２５－２００イオン大村店２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

タイトーステーション アミュプラザ長崎店 850-0058 長崎県長崎市尾上町1-1 アミュプラザ長崎4F

ニコニコランド島原店 855-0802 長崎県島原市弁天町1-7080-1  ｲｵﾝ島原店2階ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

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

楽市楽座　行橋店 824-0038 福岡県行橋市西泉6-1-1ｺｽﾀ行橋ｱﾐｭｰｽﾞ棟2F

楽市楽座　イオンモール福岡店 811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ﾉ木192-1  2F

G-STAGE飯塚 820-0081 福岡県飯塚市枝国６８０－２    

らんらんらんど飯塚店 820-0033 福岡県飯塚市大字徳前１－４　

タイトーステーション　マリノア　　　　　 819-0001 福岡県福岡市西区小戸2-12-30 マリノアシティ福岡 マリナサイド棟 2F

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

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 サザンクロスビル

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

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　博多バスターミナル７Ｆ

タイトーＦステーションヨドバシ博多店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12 ヨドバシカメラ4F

楽市楽座  イオンモール福津店 811-3213 福岡県福津市793番地ｲｵﾝﾓｰﾙ福津店3階3043A

タイトーステーション サニーサイドモール小倉店 800-0221 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町１０－１

スマイルステーション小倉店 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野２丁目１４−５

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ具志川店 904-2235 沖縄県うるま市字前原幸崎原３０３番地　イオン具志川ＳＣ２Ｆ

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

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

『おそ松さん　ふりむきゅん サンタでかラバーキーチェーン』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


