チェンソーマン ポチタダイカットマット

取り扱い店舗

送り先様名
アピナ新千歳空港店
北海道

岩手県
宮城県

アミューズメントシティ東武端野店
ＢＩＧＢＡＮＧ

釧路店

ＢＩＧＢＡＮＧ

北見店

㈱斎喜ビル
プラサ

盛岡店

ゲームコーナー東部

カプコン

アピナ新利府店

石巻店

タイトーステーション

秋田県

プラサ
セガ

カプコン

仙台名掛丁店

大曲店

秋田

タイトーＦステーション郡山オリエントパーク店

福島県
茨城県

ｎａｍｃｏイオンタウン郡山店
セガワールド

白河

ゲームパニックつくば店

群馬県

セガ龍ヶ崎

ファンタジーランドガルー宇都宮店
㈱ＫＯＫＡＤＯ

アピナ太田店

カプコン

アピナ吉川美南店

ＰＡＮＩＣ三郷店

シルクハット川口店

ｎａｍｃｏイオンモール北戸田店
ｎａｍｃｏイオンレイクタウン店
花園

タイトーステーション

大宮店

ウエアハウス岩槻店
千葉鑑定団

酒々井店

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

宮城県仙台市若林区六丁の目中町２５−６０

斎喜ビル東部５Ｆ

カプコン
カプコン

富津店
成田店

ゲームランドちはら台店
アピナ市原店

タイトーＦステーション市川妙典店
シルクハット津田沼店

ｎａｍｃｏイオンモール幕張新都心店

岩手県盛岡市前潟４−７−１イオンモール盛岡２Ｆ
宮城県石巻市茜平４−１０４イオンモール石巻２Ｆ
宮城県宮城郡利府町利府新屋田前２２

イオンモール新利府

宮城県仙台市青葉区中央１−７−１３

北館２Ｆ

https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/04-01

https://www.taito.co.jp/store/00001170

秋田県大仙市和合字坪立１７７イオンモール大曲２Ｆ
秋田県秋田市茨島１−１−１６

https://tempo.sega.jp/am/akita/

福島県郡山市安積町荒井大久保３５番地の１

福島県郡山市松木町２−８８

https://www.taito.co.jp/store/00002152

イオンタウン郡山

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/koriyama/

福島県白河市新高山１−１メガステージ白河内

https://tempo.sega.jp/am/shirakawa

サンタスワールド内

https://www.leisurelan.co.jp/shop/tsukuba.html

https://tempo.sega.jp/am/ryugasaki
http://www.dorama.co.jp/amusement/ashikaga/index.shtml

栃木県小山市駅南町４−２７−１８

https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/09-01

栃木県宇都宮市江曽島本町２２−７

アピタ宇都宮店内２Ｆ

http://www.apitautsunomiya.com/shop/garoo.html

イオンモール小山店内２Ｆ

埼玉県東松山市あずま町４−３

https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/10-01

ピオニウォーク東松山

埼玉県八潮市南後谷５０７

埼玉県羽生市川崎２−２８１−３イオンモール羽生２Ｆ
埼玉県川越市泉町１−１

ウニクス南古谷シネマ棟１階

埼玉県吉川市美南３−２５−１

イオンタウン吉川美南

埼玉県三郷市ピアラシティ１−１−２００
埼玉県川口市栄町３−１−１６

https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/11-03

第Ⅲ期新規増床棟

埼玉県戸田市美女木東１−３−１

https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/11-06
https://www.leisurelan.co.jp/shop/misato.html

イート川口ビル４階

http://matahari-entertainment.co.jp/shop/13/

イオンモール北戸田

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

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/kitatoda/

３１３３区画

埼玉県深谷市荒川３５９

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/laketown/

https://tempo.sega.jp/am/saitama-hanazono/

埼玉県さいたま市大宮区大門町一丁目１番地

https://www.taito.co.jp/store/00002080

埼玉県さいたま市岩槻区加倉３−３−６３

https://www.warehousenet.jp/store/storeinfo.php?id=208

千葉県習志野市茜浜１−１−１

千葉県富津市青木１−５−１イオンモール富津２Ｆ

千葉県成田市ウイング土屋２４イオンモール成田２Ｆ

千葉県市原市ちはら台西３−４ショッピングモールｕｎｉｍｏちはら台２Ｆ
千葉県市原市更級４−２−１

アクロスプラザ市原更級Ｆ棟１Ｆ

千葉県市川市妙典５−３−１

イオン市川妙典店２番街２Ｆ

千葉県習志野市津田沼１−２−１
千葉県千葉市美浜区豊砂１−１

十三ビル地下１階

イオンモール幕張新都心

ｎａｍｃｏイオンモール八千代緑が丘店 千葉県八千代市緑ヶ丘２−１−３
ｎａｍｃｏイオンモール船橋店
タイトーステーション

船橋店

メルヘンランドアミリー大網店
東京レジャーランド秋葉原店
ウエアハウス入谷店

ウエアハウス一橋学園店
プラサカプコン府中店

アドアーズサンシャイン店
東京都

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/sapporo/

千葉県印旛郡酒々井町上本佐倉１３０−１

もってきーな習志野店

千葉県

http://www.8-grp.com/publics/index/39/

埼玉県上尾市二ツ宮１０４４
羽生店

アピナ川越店

プラサ

http://www.8-grp.com/publics/index/38/

埼玉県さいたま市西区三橋６−９５５−１

ウェアハウス草加店

プラサ

東武イーストモール端野店

北海道釧路郡釧路町木場２丁目１

群馬県太田市内ケ島町９０７−１

ウエアハウス上尾店

セガ

http://www.8-grp.com/publics/index/30/

ＫＯＫＡＤＯタウン小山店 栃木県小山市中久喜１４６７−１

ウェアハウス三橋店

ＧＡＭＥ

北海道北見市端野町三区５７２−１

栃木県足利市朝倉町２４４−１

㈱フジユーエンスイーツファンタジーパックン東松山店

埼玉県

https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/01-01

茨城県龍ヶ崎市藤ヶ丘４−２−８

アピナ小山店

プラサ

店舗URL

北海道千歳市美々１新千歳空港（国内線）旅客ターミナルビル４Ｆ（Ｄ−４０２区画）

茨城県土浦市中村東１−１−１

ドラマ足利店
栃木県

送り先住所

北海道北見市中央三輪７丁目４４６−１

ｎａｍｃｏ札幌エスタ店

ゲームランド

1/3

シルクハット蒲田西口店

ｎａｍｃｏららぽーと立川立飛店

https://www.taito.co.jp/store/00002056
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/6/

グランドモール３階

イオンモール八千代緑ヶ丘４Ｆ

千葉県船橋市山手１丁目１番８号

https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/28-05

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/makuhari-shintoshin/
https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/yachiyo-midorigaoka/

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/funabashi/

千葉県船橋市本町１丁目６−１

https://www.taito.co.jp/store/00002102

千葉県大網白里市みやこ野１−１−１大網白里アミリ−３Ｆ
東京都千代田区外神田１丁目９番５号
東京都足立区入谷７−８−１１

１Ｆ

東京都小平市学園東町一丁目４番３９号

平山ビル３階

東京都府中市宮町１−４１−２ミッテン府中７Ｆ７−３区画
東京都豊島区東池袋１−１４−４
東京都大田区西蒲田７−２−３
東京都立川市泉町９３５番１

シネマサンシャイン１〜３階

第二醍醐ビル

地下１階〜２階

ららぽーと立川立飛店３Ｆ

https://www.adores.jp/tenpo/sunshine.html
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/17/
https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/tachikawatachihi/

チェンソーマン ポチタダイカットマット
東京都

取り扱い店舗

送り先様名

送り先住所

プライズストリート＠サンシャインシティ 東京都豊島区東池袋３−１−３

セガ

神楽坂

クラブセガ

新宿南口ゲームワールド店

新宿東口店

アカフーアミューズメントジアス上大岡店（２Ｆ）

ドラマ港北インター店

シルクハット川崎ダイス店
シルクハット川崎モアーズ
シルクハット大船店

神奈川県 ｎａｍｃｏ横浜ワールドポーターズ店
ｎａｍｃｏＯＳＣ湘南シティ店
ｎａｍｃｏイオン相模原店
ｎａｍｃｏラゾーナ川崎店
ｎａｍｃｏコースカベイサイドストアーズ（横須賀）

新潟県
富山県
石川県

相模大野

横浜中華街

アピナ長岡店

アピナ富山新庄店

アピタ富山東店ゲームコーナー

ＭＩＲＡＩＮＯイオンモール白山店
アピナ長野村山店

ダイスビル地下２階

神奈川県川崎市川崎区駅前本町７番地
神奈川県鎌倉市大船１−２４

ラ・フロール駐車場棟１階

岡田屋モアーズ内１・２階

大船駅前ビル１〜３階

神奈川県横浜市中区新港二丁目２番１号
神奈川県平塚市代官町３３番地１

横浜ワールドポーターズ５Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール大垣店
藤枝鑑定団

カプコン

志都呂店

岡崎店

ｎａｍｃｏイオンモール熱田店

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/sagamihara/

ＬＡＺＯＮＡ川崎プラザ４階

コースカベイサイドストアーズ５Ｆ

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/kawasaki/
https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/yokosuka/

https://tempo.sega.jp/am/sagamiohno
https://tempo.sega.jp/am/yokohama-chukagai/

https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/15-02

富山県富山市荒川３−２−１２

https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/16-01

富山県富山市上冨居３−８−３８

アピタ富山東店２Ｆ

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/toyama-higashi/

石川県白山市横江町土地区画整理事業施行地区内１街区
長野県長野市村山５０２−１

https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-01
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-07
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-09
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-06
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-10
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-11

岐阜県各務原市蘇原花園町２−９

https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/32-01

岐阜県大垣市外野２丁目１００番地

イオンモール大垣店２Ｆ

静岡県藤枝市八幡３６３−４

静岡県浜松市西区志都呂２−３７−１イオンモール浜松志都呂

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/ogaki/

静岡県磐田市西貝塚横須賀道北３６９０

イオンタウン磐田内

３Ｆ
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/29-03

愛知県岡崎市戸崎町字外山３８−５イオンモール岡崎シネマ館２Ｆ
愛知県常滑市りんくう町２丁目２０番３イオンモール常滑ショッピングセンター内２Ｆ

愛知県名古屋市熱田区六野１−２−１１

イオンモール熱田４Ｆ

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/atsuta/

ｎａｍｃｏエアポートウォーク名古屋店 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先１番地８

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/nagoya-airportwalk/

ｎａｍｃｏららぽーと名古屋みなとアクルス店 愛知県名古屋市港区港明２丁目３番２号

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/nagoyaminato-aquls/

大須店

タイトーステーションフェドラ大須店
アピナ四日市店
アピナ鈴鹿店

ｎａｍｃｏイオンモール鈴鹿店

滋賀県

ゲームランド

京都府

ｎａｍｃｏイオンモールＫＹＯＴＯ店

草津店

プラサカプコン

京都店

ｎａｍｃｏらぽーる店

ららぽーと名古屋みなとアクルス店３Ｆ

愛知県名古屋市中区大須３−２０−７

https://www.taito.co.jp/store/00002035

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
三重県四日市市泊小柳町４−３４

ｎａｍｃｏイオンモール大日店
ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ鳳店
ｎａｍｃｏ梅田店
セガワールド

三重県鈴鹿市庄野羽山４丁目２０番１号
三重県鈴鹿市庄野羽山４−１−２

イオンタウン鈴鹿店２Ｆ

イオンモール鈴鹿２Ｆ

セガ

今福

セガワールド
セガワールド

和泉

タイトーステーション

京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地

京都府舞鶴市南浜町２７−５

イオンモールＫＹＯＴＯ１４０６０

らぽーる３Ｆ

大阪府守口市大日東町１−１８

大阪府堺市西区鳳南町３−１９９−１２

きんえいアポロビル４階

アリオ鳳アリオモール３Ｆ３２８０

ＯＳビル２Ｆ

大阪府堺市東区八下町３−１０

大阪府和泉市肥子町２−４−４１

大阪府大阪市中央区難波千日前１５−１２

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/kyoto-nishikujyo/

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/laport/

イオンモール大日４Ｆ

大阪府大阪市城東区今福東１−９−３４

難波店

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/suzuka/

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

大阪府枚方市須山町８３−１サンシャインプラザ枚方内

松原

https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/24-01

滋賀県草津市新浜町３００イオンモール草津３Ｆ

大阪府大阪市北区小松原町３番３号

枚方

https://www.taito.co.jp/store/00002180
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/24-02

タイトーＦステーションあべのアポロ店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５番１号

大阪府

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/yokohama-wp/

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/shonan/

神奈川県相模原市南区古淵２丁目１０番１
神奈川県横須賀市本町２−１−１２

http://matahari-entertainment.co.jp/shop/8/
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/9/

ＯＳＣ湘南シティ内

神奈川県川崎市幸区堀川町７２−１

https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/14-01

http://matahari-entertainment.co.jp/shop/7/

長野県上田市秋和３５９−１

タイトーステーション

三重県

http://www.dorama.co.jp/amusement/kohoku-inter/index.shtml

神奈川県相模原市緑区西橋本５−１−１
神奈川県川崎市川崎区駅前本町８番地

赤い風船パーク本館２Ｆ

長野県長野市川中島町御厨９６７−１

アミューズファクトリー（常滑店）
愛知県

神奈川県横浜市港南区上大岡西２−１−２８

長野県塩尻市広丘野村１７９４−１

アピナ各務原店

ゲームランド

https://www.taito.co.jp/store/00001582

長野県佐久市岩村田北１−１３−１

アピナ塩尻店

アピナ磐田店

東京都新宿区新宿３−２２−７指田ビル

長野県伊那市西町５０９３

アピナ佐久インター店

プラサ

https://www.taito.co.jp/store/00001459

新潟県長岡市堺東町２２

アピナ上田店

静岡県

東京都新宿区新宿３−３５−８

神奈川県横浜市中区山下町８０−１

アピナ長野川中島店
岐阜県

https://tempo.sega.jp/am/geoce

神奈川県相模原市南区相模大野３−１３−２フレスコビル２・３Ｆ

アピナ伊那店

長野県

１Ｆ

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/prizestreet-ikebukuro/

https://tempo.sega.jp/am/jiyugaoka

神奈川県横浜市都筑区東方町３２１−６

アピナ橋本店

セガ

ワールドインポートマート３Ｆ

東京都目黒区自由が丘２−１０−９

タイトーステーション

クラブセガ

店舗URL

東京都新宿区神楽坂２−１１第二カグラヒルズ

自由ヶ丘

タイトーステーション
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https://www.taito.co.jp/store/00002032
https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/dainichi/

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/otori/
https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/umeda/

https://tempo.sega.jp/am/hirakata
https://tempo.sega.jp/am/imafuku
https://tempo.sega.jp/am/matsubara
https://tempo.sega.jp/am/izumi-osaka
https://www.taito.co.jp/store/00001910

チェンソーマン ポチタダイカットマット

取り扱い店舗

送り先様名
兵庫県
島根県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
長崎県
熊本県

プラサ

ｍｅ

宮崎県

広島店

ｎａｍｃｏイオンモール広島府中店
セガワールド
セガ

ＭＥＧＡ

ＬＥＣＴ広島

ｎａｍｃｏフジグラン宇部店
ｎａｍｃｏゆめタウン徳島店
ゆめタウン高松店
プラサ

カプコン

新居浜店

ｎａｍｃｏフジグラン松山店

プラサ

プラサ

カプコン

高知店

カプコン

直方店

ｎａｍｃｏ博多バスターミナル店

セガワールド

サンスパおおむら

ｎａｍｃｏゆめタウン光の森店
ｎａｍｃｏＷＣ南熊本店
マンガ倉庫
プラサ

大分わさだ店
大分わさだ店

カプコン

大分店

ｎａｍｃｏトキハわさだタウン店

あそび広場

店舗URL

イオンモール姫路リバーシティ２Ｆ

ＣＩＲＣＵＳ（出雲店） 島根県出雲市大塚町６５０−１ゆめタウン出雲

カプコン

マンガ倉庫
大分県

送り先住所

ｎａｍｃｏイオンモール姫路リバーシティー 兵庫県姫路市飾磨区細江２５６０番地

ｙｏｕ
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縁日堂

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/himeji/

東館３階

広島県広島市佐伯区石内東４丁目１番１号ジアウトレット広島１Ｆプラサカプコン広島店

広島県安芸郡府中町大須２−１−１
広島県広島市安佐南区中筋

イオンモール広島府中３Ｆ

４−１１−７フタバ図書ＭＥＧＡ内２Ｆ

広島県広島市西区扇２−１−４５ＬＥＣＴ２Ｆ

山口県宇部市明神町三丁目１番１号

https://tempo.sega.jp/am/mega
https://tempo.sega.jp/am/LECT̲hiroshima/

フジグラン宇部店２Ｆ

徳島県板野郡藍住町奥野字東中須８８番地の１
香川県高松市三条町中所６０８−１

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/hiroshima/

ゆめタウン徳島２階

ゆめタウン高松店２Ｆゆめランド

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/ube/
https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/tokushima/
https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/takamatsu/

愛媛県新居浜市前田町８−８イオンモール新居浜２Ｆ
愛媛県松山市宮西１−２−１

フジグラン松山店４Ｆ

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/matsuyama/

高知県高知市秦南町１−４−８イオンモール高知東館２Ｆ
福岡県直方市湯野原２−１−１イオンモール直方
福岡県福岡市博多区博多駅中央街２−１
長崎県大村市森園町６６３−３

博多バスターミナル７Ｆ

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/hakata/

https://tempo.sega.jp/am/sunspa-omura

熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目３９番１
熊本県熊本市中央区九品寺６丁目９番１

２Ｆ

ゆめタウン光の森南館３Ｆ

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/hikarinomori/
https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/kumamoto-minami/

大分県大分市田尻８５−１
大分県大分市田尻８５−１

大分県大分市公園通り西２−１パークプレイス大分２Ｆ
大分県大分市大字玉沢字楠本７５５−１

宮崎県宮崎市新名瓜字前田３１３−１

トキハわさだタウン内２Ｆ

発売元：タマキ株式会社
販売：株式会社リアンキューラボ
商品の問い合わせ先（メール）：qinfo@lian-inc.com

https://bandainamco-am.co.jp/game̲center/loc/wasada/
http: / / www. miten. j p/ miten/ modules / mya lbum32/ photo. php? lid=2493https : / / m. youtube. com/ res ults ? s p=mAE A& s ea rch̲query=縁日堂

