
地域 店舗名 郵便番号 住所

キャッツアイ　ミュンヘン店 062-0931 北海道札幌市豊平区平岸1条23丁目1-21

ラウンドワンスタジアム旭川店 079-8413 北海道旭川市永山3条1丁目4番7号

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

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           

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

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

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

キャッツアイ　東苗穂店 007-0806 北海道札幌市東区東苗穂6条2丁目1-25

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

キャッツアイ　篠路店 002-8021 北海道札幌市北区篠路1条4丁目6-30

キャッツアイ新川店 001-0922 北海道札幌市北区新川二条7-1-7

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

ラウンドワンスタジアム盛岡店 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目10-35

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

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

万代書店 仙台泉店 981-3111 宮城県仙台市泉区松森斎兵衛58-9

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

お宝中古市場山形天童 994-0021 山形県天童市山元1019-1  

スーパーノバ天童店 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  大曲店 014-0044 秋田県大仙市戸蒔錨17−1 

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

ラウンドワン青森店 030-0843 青森県青森市浜田3丁目1番1号

らくだのせなか鹿島エブリア店 971-8133 福島県いわき市鹿島町米田字日渡5鹿島ｴﾌﾞﾘｱｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内2階

スーパーノバ会津インター店 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

万ＳＡＩ堂 福島店 960-8153 福島県福島市黒岩字浜井場5-1

ゲームパニックつくば 300-0850 茨城県土浦市中村東1-1-1

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渋川店 377-0003 群馬県渋川市八木原1364

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

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

ラウンドワンスタジアムららぽーと新三郷店 341-8550 埼玉県三郷市新三郷ららｼﾃｨ3丁目1-1ららぽｰと新三郷 2階 20000番

ゲームパニック三郷 341-0052 埼玉県三郷市彦野2-25

埼玉レジャーランド川越店 350-0043 埼玉県川越市新富町1-17-4

エブリデイとってき屋東京本店 340-0803 埼玉県八潮市上馬場460－1

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

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　CUBEPARK(横浜本店) 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

キッズトレイン小田原店 250-0872 神奈川県小田原市中里208小田原ﾀﾞｲﾅｼﾃｨｳｴｽﾄﾓｰﾙ4F

ＹＡＺ川崎店 212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉5-19-23 ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ川崎1F

タイトーステーション溝の口店 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-11-8OKKA634ビル3階

シルクハット 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

シルクハット川崎ダイス 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

ゲームプラザセントラル浦安店 279-0002 千葉県浦安市北栄1丁目16−15 第四ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ

千葉レジャーランド成東店 289-1327 千葉県山武市姫島111-1

タイトーＦステーション市川妙典 272-0111 千葉県市川市妙典4-1-1 ｲｵﾝ市川妙典店2番街 2F

千葉鑑定団湾岸習志野 275-0024 千葉県習志野市茜浜1-1-1  

千葉鑑定団 松戸店 271-0061 千葉県松戸市栄町西２丁目８６５

プラサカプコン 成田店 286-0021 千葉県成田市ｳｲﾝｸﾞ土屋24ｲｵﾝﾓｰﾙ成田2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

らしんばん 千葉店 260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町６−９ フェニックスレジデンス千葉中央 1F

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

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

ゲームセンターアルファ 277-0005 千葉県柏市柏1-1-11ﾌｧﾐﾘかしわB1F

ＧＡＭＥ ＳＱＵＡＲＥ 茂原 297-0012 千葉県茂原市六ﾂ野八貫野 2785-1 ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

東京レジャーランド亀有店 125-0061 東京都葛飾区亀有3-21-2

『DC　全力造形　フィギュア　ハーレイ・クイン』 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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ラウンドワンスタジアムダイバーシティ東京　プラザ店 135-0064 東京都江東区青海(あおみ)1丁目1番10号 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ東京 ﾌﾟﾗｻﾞ 6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ビル１～４階

タイトーステーションＢＩＧＢＯＸ高田馬場店 169-0075 東京都新宿区高田馬場1-35-3BIGBOX6F

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

ドラマ瑞穂店 190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵382-1

Ｈｅｙ 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-5広瀬本社ビル2F

アドアーズ秋葉原店・秋葉原2号店 101-0021 東京都千代田区外神田1-13-1　Akihabara eX ﾋﾞﾙ1～2階

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

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

タイトーステーション上野アメ横店 110-0005 東京都台東区上野4-10-17

タイトーステーション上野御徒町店 110-0005 東京都台東区上野4-6-9

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松山ビル1階

ラウンドワン町田店 194-0022 東京都町田市森野1-13-14

ぐるぐる大帝国八王子店 192-0372 東京都八王子市 下柚木2-3-12

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

タイトーステーション池袋ロサ店 171-0021 東京都豊島区西池袋1-37-12ロサ会館1F

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

シルクハット池袋 170-0013 東京都豊島区東池袋1-29ｻﾝﾄﾛﾍﾟﾋﾞﾙ2F

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

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

タイトーFステーション オリナス錦糸町店 130-0012 東京都墨田区太平4-1-2ｵﾘﾅｽﾓｰﾙ地下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

タイトーステーション立川北口店 190-0012 東京都立川市曙町2-4-5クリサス立川

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  

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 321-8555 栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1

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

お宝市番館  尾張小牧 485-0046 愛知県小牧市堀の内3-24

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

タイトーステーション豊橋店 441-8061 愛知県豊橋市藤沢町141-41F

タイトーステーションフェドラ大須店 460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-30-31萬松寺駐車場ビル1階・2階

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

ラウンドワンモレラ岐阜店 501-0497 岐阜県本巣市三橋1100

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

タイトーステーション上越店 943-0173 新潟県上越市富岡3524J-MAXｼｱﾀｰ内

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

新清水鑑定団 424-0043 静岡県静岡市清水区永楽町7-8

藤枝鑑定団 426-0009 静岡県藤枝市八幡363-4    

エーツー藤枝店 426-0027 静岡県藤枝市緑町1丁目6−5

タイトーFステーションイオンモール浜松市野店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3イオンモール浜松市野店2F

浜北鑑定団 431-3125 静岡県浜松市東区半田山5-36-1ｱﾛﾏ半田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F   

楽市楽座 サンストリート浜北店 434-0041 静岡県浜松市浜北区平口2861ｻﾝｽﾄﾘｰﾄ浜北内M-207

夢大陸 富士本店 417-0826 静岡県富士市中里2588-2  

ラウンドワン富士店 417-0024 静岡県富士市八代町4番15号

バイパスレジャーランド加賀店 922-0303 石川県加賀市箱宮町ｦ1-1

バイパスレジャーランド藤江新館 920-0346 石川県金沢市藤江南2-105

アムワールド 385-0021 長野県佐久市長土呂125-1 ｱﾑｱﾑﾋﾞﾚｯｼﾞ

夢大陸 松本店 390-0827 長野県松本市出川3-6-13

万代書店長野新店 380-0913 長野県長野市川合新田3389-1

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ 長野大通り店 380-0833 長野県長野市鶴賀権堂町1506ｰ3 長電権堂第2ﾋﾞﾙ  1F

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

マンガ倉庫  富山店 939-8214 富山県富山市黒崎66

タイトーステーションファボーレ婦中店 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ボーレ2F

アピナ富山豊田店 931-8313 富山県富山市豊田町2-12-66

フクイレジャーランドワイプラザ店 910-0832 福井県福井市新保町7-9-1ﾔｽｻｷﾜｲﾌﾟﾗｻﾞB棟2F

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

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

開放倉庫　山城店 619-0205 京都府木津川市山城町椿井畑岡40−1

万代書店 四日市日永店 510-0885 三重県四日市市日永5丁目7−3

万代書店 松阪店ＡＭ 515-0811 三重県松阪市塚本町72-1

近畿

関東

北陸東海



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

アミューズメントパークさくら 527-0011 滋賀県東近江市八日市浜野町3-1ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ ｱﾋﾟｱ4F

開放倉庫米原店 521-0072 滋賀県米原市顔戸1429

ゲームパニック堺 590-0901 大阪府堺市堺区築港八幡町1番地1 堺浜えんため館

ラウンドワンスタジアム堺中央環状店 599-8102 大阪府堺市東区石原町2-241

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

アミューズメントニコニコ 542-0077 大阪府大阪市中央区道頓堀1-6-12ﾆｺｰﾋﾞﾙ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

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

結屋 新世界店 556-0002 大阪府大阪市浪速区恵美須町3-5-16　1F

タイトーステーション大阪日本橋店 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-14

ラウンドワンららぽーと和泉店 594-1157 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 4階

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

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

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

ラウンドワン三宮駅店 651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通6-1-17

お宝市番館 姫路東店 671-0244 兵庫県姫路市四郷町見野644−1

ゲームアイビス太子店 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田2149

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

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

ピノッキースパティオ呉店 737-0029 広島県呉市宝町5-10　ゆめタウン呉店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

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

ラウンドワン広島店 730-0032 広島県広島市中区立町3-11

アミパラ　フォレオ広島東店 732-0033 広島県広島市東区温品1丁目3-2 ﾌｫﾚｵ広島東1階

ピノッキースパティオ大竹本館 739-0622 広島県大竹市晴海１－６－１  ゆめタウン大竹店２Ｆ

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

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

タイトーステーション丸亀店 763-0092 香川県丸亀市川西町南1280番地1フジグラン丸亀バッハ棟2F

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柳井店 742-0031 山口県柳井市南町4-5-3　ゆめタウン柳井店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

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

アミューズメントパフェパレパレ 770-0004 徳島県徳島市南田宮2-2-46

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

ぐるぐる倉庫 熊本本店 861-4106 熊本県熊本市南区南高江7−7−68

マンガ倉庫  八代店 866-0013 熊本県八代市沖町3989-1

マンガ倉庫　　武雄店 843-0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5771

マンガ倉庫  加治木店 899-5241 鹿児島県姶良市加治木町木田159-2ｿﾚｲﾕﾀｳﾝ加治木

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アミュプラザ鹿児島6F

マンガ倉庫  広田店 859-3223 長崎県佐世保市広田3丁目38−46

アミパラ佐世保店 857-1161 長崎県佐世保市大塔町18-15

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

ピノッキースパティオ行橋店 824-0031 福岡県行橋市西宮市３丁目８－１ゆめタウン行橋２Ｆ

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

ジャンボパンチ希林 820-0083 福岡県飯塚市秋松947

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

マンガ倉庫 箱崎店 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎5丁目11−9

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

タイトーステーションリバーウォーク店 803-0812 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1リバーウォーク北九州4F5409

マンガ倉庫浦添店 901-2133 沖縄県浦添市城間2689-1F

ラウンドワンスタジアム沖縄・宜野湾店 901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目28番8号

ジョイジャングル美浜店 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜15番68  ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾊﾟﾚｽ2F

楽市楽座 イオンモール沖縄ライカム店 901-2300 沖縄県中頭郡北中城村ｱﾜｾ土地区画整理事業区域内4街区

近畿

中四国

九州

沖縄


