
地域 店舗名 郵便番号 住所

モーリーファンタジー江別店 069-0812 北海道江別市幸町35ｲｵﾝ江別店3階

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

ＰＡＬＯ滝川 073-0024 北海道滝川市東町2丁目29-1

ＰＡＬＯ苫小牧 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

ゲームランド盛岡店 020-0148 岩手県盛岡市前潟4-7-1ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡2F

ゲームメイト仙台店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 ｲｰﾋﾞﾝｽﾞ 4F

万ＳＡＩ堂　秋田店 011-0911 秋田県秋田市飯島字堀川10    

万ＳＡＩ堂　　大曲店 014-0044 秋田県大仙市戸蒔錨17−1 

ＰＡＬＯむつ 035-0073 青森県むつ市中央2丁目7番8号

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

モーリーファンタジー下田店 039-2112 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1ｲｵﾝ下田店2階

ちびっこザウルス 971-8111 福島県いわき市小名浜大原字東田96 ﾖｰｸﾀｳﾝｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ大原店1F

ＦＥＳＴＡ古河 306-0021 茨城県古河市松並2-18-10

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

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

ゲームパニック三郷 341-0052 埼玉県三郷市彦野2-25

ユーズランド春日部店 344-0122 埼玉県春日部市下柳420-1ｲｵﾝﾓｰﾙ春日部2F  区画番号2037

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

ＡＭ　ＰＩＡ川口 332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-16共同ﾋﾞﾙ3･4F

キッズプラザきゃらんど富士見店 354-8560 埼玉県富士見市山室1313 ららぽｰと富士見2F

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                      

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

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

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

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

アドアーズ南砂町ＳＵＮＡＭＯ店 136-0075 東京都江東区新砂3-4-31 南砂町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰSUNAMO 4階

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ﾋﾞﾙ1～4階 

アドアーズ秋葉原２号店 101-0021 東京都千代田区外神田1-13-1 Akiba1131ﾋﾞﾙ1F

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

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　蒲田Ｍ２ 144-0051 東京都大田区西蒲田7-6-3ﾌﾟﾘﾝｽ会館

アドアーズ町田店 194-0013 東京都町田市原町田6-21-25  大正堂第2ﾋﾞﾙ 1～4階

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ八王子 192-0083 東京都八王子市旭町2-5 八王子駅前ﾋﾞﾙA館

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

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

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

モーリーファンタジーピアゴ大和店 491-0932 愛知県一宮市大和町毛受字一本松19番地ﾋﾟｱｺﾞ大和店ﾋﾟｱｺﾞ大和店2階

北山バッティングセンター 441-8105 愛知県豊橋市北山町字西ﾉ原40-20

モーリーファンタジー豊橋南店 441-8124 愛知県豊橋市野依町字落合1-12ｲｵﾝ豊橋南店2階

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

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

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

夢大陸　　長岡店 940-2121 新潟県長岡市喜多町392-1

エーツー藤枝店 426-0027 静岡県藤枝市緑町1丁目6−5

モーリーファンタジー浜松市野店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3ｲｵﾝ浜松市野店2階

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

夢大陸　富士本店 417-0826 静岡県富士市中里2588-2  

ＹＡＺ長野店 381-0000 長野県長野市 南石堂町1418-2

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

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

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

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

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

こころっこ岡北店 700-0804 岡山県岡山市北区中井町2-2-7 天満屋ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝ岡北店内3階

こころっこ玉野店 706-0011 岡山県玉野市宇野1-38-1 天満屋ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝ玉野店内3階

ふぇすたらんど可部店  731-0221 広島県広島市安佐北区可部7-4-13 山陽ﾏﾙﾅｶ可部店内

ふぇすたらんど五日市店 731-5116 広島県広島市佐伯区八幡1-24-17 ｻﾝﾘﾌﾞ五日市店内

ラウンドワン広島店 730-0032 広島県広島市中区立町3-11

モーリーファンタジー三原店 723-0014 広島県三原市城町2-13-1ｲｵﾝ三原店2階

ふぇすたらんど下松店 744-0027 山口県下松市南花岡6-8-1ｻﾝﾘﾌﾞ下松店2階

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

ＰＡＬＯ防府店 747-0802 山口県防府市中央町1-3ｲｵﾝ防府店3階

ふぇすたらんど脇町店 779-3601 徳島県美馬郡脇町字拝原1711番地1ﾏﾙﾅｶ脇町店2F

スマイルステーション菊陽 869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2472ｲｵﾝ菊陽店2F

スペースタイム２５　イオン錦店 868-0303 熊本県球磨郡錦町西715−1 ｻﾝﾛｰﾄﾞｼﾃｨ店

ＦＥＳＴＡ山鹿店 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

モーリーファンタジー佐賀大和店 840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535番地ｲｵﾝﾓｰﾙ佐賀大和店2階

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

モーリーファンタジー姶良店 899-5421 鹿児島県姶良市西餅田264-1ｲｵﾝ姶良店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

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

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

ゆめタウン別府ＢＩＧＷＡＶＥ 874-0943 大分県別府市楠町382-6

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

モーリーファンタジーチトセピア店 852-8135 長崎県長崎市千歳町5番1号ｲｵﾝﾁﾄｾﾋﾟｱ店3階

楽市楽座くりえいと宗像店 811-4184 福岡県宗像市くりえいと1丁目5-1 ｻﾝﾘﾌﾞ宗像店内2F

ゆめたうん　行橋店ＢＩＧ　ＷＡＶＥ 824-0031 福岡県行橋市西宮市3丁目8-1

楽市楽座　行橋店 824-0038 福岡県行橋市西泉6丁目1−1

ポップンパーク大木店 830-0411 福岡県三潴郡大木町蛭池1200番地SuC大木店1階

モーリーファンタジー大牟田店 836-0037 福岡県大牟田市岬町3-4ｲｵﾝ大牟田店2階

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

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

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

モーリーファンタジー名護店 905-0012 沖縄県名護市字名護見取川原4472ｲｵﾝ名護店1階
沖縄

近畿

九州

中四国

『おそ松さん だる松マスコットキーチェーン』 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。
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北陸東海


