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店舗名 住所 店舗URL
北海道 キャッツアイ 恵庭店 北海道恵庭市住吉町2丁目9-1 http://www.hku.co.jp/catseye/access/eniwa.php

キャッツアイ 新札幌店 北海道札幌市厚別区厚別東5条1丁目1-10 http://www.hku.co.jp/catseye/access/shinsapporo.php

キャッツアイ 宮ノ沢店 北海道札幌市手稲区西宮ノ沢5条2丁目11-15 https://www.hku.co.jp/catseye/access/miyanosawa.php

キャッツアイ 清田店 北海道札幌市清田区清田1条1丁目20-1 http://www.hku.co.jp/catseye/access/kiyota.php

キャッツアイ 東苗穂店 北海道札幌市東区東苗穂6条2丁目1-25 http://www.hku.co.jp/catseye/access/higashinaebo.php

キャッツアイ 篠路店 北海道札幌市北区篠路1条4丁目6-30 http://www.hku.co.jp/catseye/access/shinoro.php

キャッツアイ 新川店 北海道札幌市北区新川2条7丁目1-7 http://www.hku.co.jp/catseye/access/shinkawa.php

ラウンドワン スタジアム旭川店 北海道旭川市永山3条1-4-7 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/hokkaidou-asahikawa.html

ソユーゲームフィールド 旭川駅前店 北海道旭川市宮下通7丁目2番5号 イオンモール旭川駅前4F https://soyu-am.jp/shop/asahikawaekimae/

モーリーファンタジー旭川西店 北海道旭川市緑町23-2161-3 イオン旭川西店2階
ソユーゲームフィールド旭川西店 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 https://soyu-am.jp/shop/asahikawanishi/

PALO釧路店 北海道釧路郡釧路町桂木1-1-7 イオン釧路店2階
ハロータイトー釧路貝塚 北海道釧路市貝塚3丁目2-28 https://www.taito.co.jp/store/00027169

タイトーステーション イオンモール釧路昭和店 北海道釧路市昭和中央4-18-1 イオンモール釧路昭和2F https://www.taito.co.jp/store/00001681

モーリーファンタジー江別店 北海道江別市幸町35 イオン江別店3階
ゲームパークギャラクシー西友厚別店 北海道札幌市厚別区厚別西四条6丁目700-126 西友厚別店2F
ゲームランド新サッポロ店 北海道札幌市厚別区中央2条5丁目7番 イオンカテプリ新サッポロ3F カテプリ新サッポロゲームコーナー https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/shinsapporo/index.html

万代書店 札幌手稲店 北海道札幌市手稲区稲穂二条2-2-8
ベガジオ美シガ丘店 北海道札幌市清田区美シガ丘1条7丁目6番10号 https://www.vegagio.jp/utsukushigaoka

タイトーステーション イオンモール札幌平岡店 北海道札幌市清田区平岡3条5-3-1 イオンモール札幌平岡店2F https://www.taito.co.jp/store/00001699

モーリーファンタジー札幌平岡店 北海道札幌市清田区平岡三条5-3-1 イオン札幌平岡店2階
ソユーゲームフィールド 発寒店 北海道札幌市西区発寒8条12丁目1番1号 イオンモール札幌発寒3F https://soyu-am.jp/shop/hassamu/

モーリーファンタジー札幌発寒店 北海道札幌市西区発寒八条12丁目1-1 イオン札幌発寒3F
ラウンドワン 札幌ススキノ店 北海道札幌市中央区南5条西3-6-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/hokkaidou-susukino.html

AMUSEMENT JYOILAND 札幌狸小路店 北海道札幌市中央区南三条西(1~18丁目)3丁目15番地 竹内ビル1F
タイトーステーション 札幌狸小路2丁目店 北海道札幌市中央区南三条西2-14 https://www.taito.co.jp/store/00002138

namcoサッポロファクトリー店 北海道札幌市中央区北1条東4丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/sapporofactory/

namco札幌エスタ店 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 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/sapporo/

モーリーファンタジー札幌桑園店 北海道札幌市中央区北八条西14丁目28番地 イオン札幌桑園店2階
モーリーファンタジー札幌苗穂店 北海道札幌市東区東苗穂2条3-1-1 イオン札幌苗穂店2階
ソユーゲームフィールド 苗穂店 北海道札幌市東区東苗穂2条三丁目1番1号 イオンモール札幌苗穂2F https://soyu-am.jp/shop/naebo/

ラウンドワンスタジアム 札幌北21条店 北海道札幌市東区北21条東1-1-21 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/hokkaidou-sapporokita21.html

万代書店 札幌藤野店 北海道札幌市南区藤野二条3丁目3-1
ラウンドワン スタジアム札幌･白石本通店 北海道札幌市白石区本通16-北1-50 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/hokkaidou-shiroishi.html

モーリーファンタジー三笠店 北海道三笠市岡山1059-1 SuC三笠店1階
namcoウイングベイ小樽店 北海道小樽市築港11番5号 ウイングベイ小樽5番街3階 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/otaru1/

タイトーステーション 千歳店 北海道千歳市北栄2-12-5 https://www.taito.co.jp/store/00001942

パロ滝川店 北海道滝川市東町2丁目29-1 イオン滝川店1階
モーリーファンタジー登別店 北海道登別市若山町4-33-1 イオン登別店2F
モーリーファンタジー苫小牧店 北海道苫小牧市柳町3-1-20 イオン苫小牧2階
ラウンドワン スタジアム函館店 北海道函館市西桔梗町848-11 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/hokkaidou-hakodate.html

モーリーファンタジー中標津店 北海道標津郡中標津町南町3番地10 東武サウスヒルズ1F
モーリーファンタジー上磯店 北海道北斗市七重浜4-44-1 イオン上磯店1F
モーリーファンタジー名寄店 北海道名寄市徳田80番地1 イオンSC名寄店2F
パロ綱走店 北海道網走市駒場北5丁目83番地 駒場ショッピングタウン

青森県 モーリファンタジーツガル柏店 青森県ツガル市柏稲盛幾世41 イオンツガル柏店1F
ゲームランドツガル柏店 青森県ツガル市柏稲盛幾世41 イオンモールツガル柏敷地内シネマ棟2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kashimura/index.html

萬屋 弘前大清水店 青森県弘前市大清水1-9-20
ハロータイトームツ 青森県ムツ市小川町2-4-8 前田百貨店内 4F https://www.taito.co.jp/store/00001540

namcoエルムノ街ショッピングセンター 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1 エルムノ街SC 本棟2階 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/goshogawara-elm/

パロ五所川原店 青森県五所川原市唐笠柳字藤巻641-1 アクロスプラザ五所川原
スペースファンタジーインフィニ 青森県弘前市城東北三丁目10番地1 サクラ野百貨店弘前店4F https://soyu-am.jp/shop/infini/

セガ 弘前 青森県弘前市大字末広1-3-3 https://tempo.sega.jp/am/hirosaki/

ゲームフィールド弘前樋ノ口店 青森県弘前市樋ノ口二丁目9-6 イオンタウン弘前樋ノ口店 https://soyu-am.jp/shop/hinokuchi/

モーリーファンタジー十和田店 青森県十和田市相坂字六日町山166番1 SuC十和田店1階
ユーズランド下田店 青森県上北郡オイラセ町中野平40-1 イオンモール下田1F ユーズ㈱第7事業部
モーリーファンタジー下田店 青森県上北郡オイラセ町中野平40-1イオン下田店2階
タイトーステーション 青森ガーラモール店 青森県青森市三好2-3-19 https://www.taito.co.jp/store/00001781
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ラウンドワン 青森店 青森県青森市浜田3-1-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/aomori-aomori.html

ソユーゲームフィールド 青森店 青森県青森市浜田一丁目14番地1 イトーヨーカドー青森店2F https://soyu-am.jp/shop/aomori/

萬屋 青森東店 青森県青森市矢田前弥生田16-1
タイトーステーション 青森アムゼ店 青森県青森市緑3丁目9番地ノ2 サンロード青森 アムゼ内 https://www.taito.co.jp/store/00001202

ファンタジードーム八戸店 青森県八戸市江陽2-14-1 ラビア八戸店別棟
タイトーFステーション 八戸店 青森県八戸市三日町27 https://www.taito.co.jp/store/00002204

ソユーゲームフィールド 八戸店 青森県八戸市沼館四丁目7番112号 八戸ピアドゥB棟2F https://soyu-am.jp/shop/hachinohe/

セガ八戸 青森県八戸市城下4-25-14 https://tempo.sega.jp/am/hachinoheR45

DoRAキッズ宮古店 https://www.iwate.coop/shop/shoplist/store.php?shop=183

モーリーファンタジースーパーセンター一関店 岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬11-1 スーパーセンター一関店1F
BINGO一関 岩手県一関市山目字中野92-1 http://www.sunleisure1976.com/page32886.html

セガ 水沢 岩手県奥州市水沢区佐倉河字鎧田4-1 https://tempo.sega.jp/am/mizusawa/

ソユーファミリーゲームフィールド 花巻店 岩手県花巻市高木第16地割68番地6 銀河モール花巻内 https://soyu-am.jp/shop/hanamaki/

ソユーゲームフィールド 釡石店 岩手県釡石市港町二丁目1番1号 イオンタウン釡石店3F https://soyu-am.jp/shop/kamaishi/

パロ久慈店 岩手県久慈市長内町第30地割32-2久慈ショッピングセンター1F
タイトーステーション 盛岡マッハランド店 岩手県盛岡市上堂1-2-38 マッハランド内 https://www.taito.co.jp/store/00001173

ラウンドワン スタジアム盛岡店 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-10-35 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/iwate-morioka.html

ゲームランド盛岡店 岩手県盛岡市前潟4-7-1 イオンモール盛岡2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_morioka/index.html

モーリーファンタジーサンサ盛岡南店 岩手県盛岡市津志田西2丁目17-50 盛岡南ショッピングセンターサンサ店1F
タイトーFステーション 盛岡南店 岩手県盛岡市津志田町2-1-77 https://www.taito.co.jp/store/00002107

モーリーファンタジー盛岡南店 岩手県盛岡市本宮7-1-1 イオン盛岡南店3階
ソユーゲームフィールド 盛岡南店 岩手県盛岡市本宮七丁目1番1号 イオンモール盛岡南1F https://soyu-am.jp/shop/moriokaminami/

アミューズメントゾーン 北上店 岩手県北上市本通リ二丁目2-1 サクラ野百貨店北上店4F https://soyu-am.jp/shop/kitakami/

宮城県 モーリーファンタジー気仙沼店 宮城県気仙沼市赤岩舘下6-1外 イオン気仙沼店2F
namcoイオンモール新利府 南館店 宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館3階3028区画 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/shinrifu/

プラサカプコン石巻店 宮城県石巻市茜平4-104 イオンモール石巻ショッピングセンター2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/ishimaki/index.html

モーリーファンタジー石巻店 宮城県石巻市茜平4-104番地 イオン石巻店2階
ラウンドワン 仙台苦竹店 宮城県仙台市宮城野区苦竹1-7-10 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/miyagi-nigatake.html

セガ 仙台コロナワールド 宮城県仙台市宮城野区福室字田中前1-53-1 https://tempo.sega.jp/am/sendai-korona/

the3-RD PLANET BiVi仙台店 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-1-25 https://3rd-planet.jp/shop/bivi-sendai/TW（@3rdsendai）

モーリーファンタジー仙台卸町店 宮城県仙台市若林区卸町1-1 イオンスタイル3階
タイトーステーション 仙台名掛丁店 宮城県仙台市青葉区中央1-7-13 https://www.taito.co.jp/store/00001170

タイトーステーション 仙台クリスロード店 宮城県仙台市青葉区中央2-3-25 https://www.taito.co.jp/store/00001604

セガ 仙台 宮城県仙台市青葉区中央2-5-5 三経60ビル https://tempo.sega.jp/am/sendai

GAME BANK仙台泉店 宮城県仙台市泉区大沢2-5-4 http://www.game-bank.jp/

モーリーファンタジー仙台中山店 宮城県仙台市泉区南中山1-35-40 イオン仙台中山店3階
スーパノバイオン仙台中山店 宮城県仙台市泉区南中山1-35-57 別館3F http://www.supernova-web.com/nakayama

タイトーステーション 仙台ベガロポリス店 宮城県仙台市太白区西多賀5-24-1 https://www.taito.co.jp/store/00001875

ホワイトベース仙台南店 宮城県仙台市太白区中田6-33-1ドン･キホーテ仙台南店内ゲームコーナー https://www.donki.com/store/shop_tenant.php?shop_id=113&tenant_id=1484

万代書店 仙台南店 宮城県仙台市太白区中田町杉ノ下34
ゲームフィールド 仙台長町店 宮城県仙台市太白区長町7丁目20番3号 ザ･モール仙台長町店3F https://soyu-am.jp/shop/sendainagamachi/

万代書店 多賀城店 宮城県多賀城市明月1-168-1
モーリーファンタジー古川店 宮城県大崎市古川旭2-2-1 イオン古川店2F
ソユーゲームフィールド古川店 宮城県大崎市古川沢田字筒場浦15番地 イオンタウン古川内 https://soyu-am.jp/shop/furukawa/

ゲームランド佐沼店 宮城県登米市南方町新島前46-1 イオンタウン佐沼1F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_sanuma/index.html

モーリーファンタジー富谷店 宮城県富谷市大清水1-33-1 イオン富谷店1階
モーリーファンタジー新名取店 宮城県名取市増田杜セキノシタ5丁目3番地ノ1 イオン新名取店3F
namcoイオンモール名取店 宮城県名取市杜セキノシタ5-3-1 イオンモール名取2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/base765/

秋田県 ラウンドワンスタジアム 秋田店 秋田県秋田市卸町1-1-2 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/akita-akita.html

ソユーゲームフィールド 御所野店 秋田県秋田市御所野地蔵田一丁目1番地1号 イオンモール秋田2F https://soyu-am.jp/shop/gosyono/

ペニーポット秋田店 秋田県秋田市中通2-8-1 フォンテ秋田店4F
モーリーファンタジー大館店 秋田県大館市大田面238 SuC大館店1F
モーリーファンタジー大曲店 秋田県大仙市和合字坪立177 イオン大曲SC2F
プラサカプコン大曲店 秋田県大仙市和合字坪立177 イオン大曲ショッピングセンター2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/oomagari/index.html

山形県 お宝中古市場 鶴岡店 山形県鶴岡市文下字広野1
ビーカム成沢店 山形県山形市成沢西5-3-27
お宝中古市場山形南店 山形県山形市南館4丁目1-1
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セガワールド 北山形 山形県山形市北町1-3-20 https://tempo.sega.jp/am/kitayamagata

モーリーファンタジー酒田南店 山形県酒田市アキホ町120-1 イオン酒田南店1F
アピナ鶴岡店 山形県鶴岡市文下字広野1-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/06-01

スーパーノバ天童店 山形県天童市南町1-5-26 http://www.supernova-web.com/tendo

ソユーゲームフィールド 天童店 山形県天童市芳賀タウン北四丁目1番1号 イオンモール天童2F https://soyu-am.jp/shop/tendou/

モーリーファンタジー天童店 山形県天童市芳賀土地区画整理事業内34街区 イオン天童店2F
モーリファンタジー東根店 山形県東根市サクランボ駅前3-7-15 イオン東根店2階
セガ庄内 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端326-6 https://tempo.sega.jp/am/shonai/

ソユーゲームフィールド 三川店 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128番地1 イオンモール三川1F https://soyu-am.jp/shop/mikawa/

モーリーファンタジー米沢店 山形県米沢市春日2-13-4 イオン米沢店2階
セガ 米沢 山形県米沢市大字花沢字タナコ原177 https://tempo.sega.jp/am/yonezawa/

DoRAキッズ南陽店 山形県南陽市郡山578 https://yamazawa.co.jp/store/536

福島県 ソユーゲームフィールドイワキ小名浜店 福島県イワキ市小名浜字辰巳町79番地 イオンモールイワキ小名浜3F https://soyu-am.jp/shop/iwakionahama/

セガ 小名浜 福島県イワキ市小名浜林城字塚前18-1 https://tempo.sega.jp/am/baleine

モーリーファンタジーイワキ店 福島県イワキ市平字三倉68-1 イオンイワキ店3F
セガ 勿来 福島県イワキ市勿来町四沢字鍵田13 https://tempo.sega.jp/am/nakoso

万SAI堂喜多方塩川店 福島県喜多方市塩川町小府根曽谷田1
タイトーFステーション郡山オリエントパーク店 福島県郡山市安積町荒井大久保35番地ノ1 https://www.taito.co.jp/store/00002152

タイトーFステーション 郡山アティ店 福島県郡山市駅前1-16-7 https://www.taito.co.jp/store/00001968

ラウンドワンスタジアム 郡山店 福島県郡山市向河原町4-55 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/fukushima-kooriyama.html

namcoイオンタウン郡山店 福島県郡山市松木町2-88 イオンタウン郡山 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/koriyama/

namco郡山西部プラザ店 福島県郡山市西ノ内2丁目11-35 西部プラザ内 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/koriyama-seibu/

モーリーファンタジー郡山フェスタ店 福島県郡山市日和田町字小原1 イオン郡山フェスタ店1F
セガ 日和田 福島県郡山市日和田町字西中島7-1 https://tempo.sega.jp/am/hiwada

ソユーエンターテイメントスタジオ 須賀川店 福島県須賀川市古河105番地 イオンタウン須賀川B棟内 https://soyu-am.jp/shop/sukagawa/

モーリーファンタジー白河西郷店 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字岩下11-1 イオン白河西郷店2F
モーリーファンタジー相馬店 福島県相馬市馬場野字雨田51 イオン相馬店2F
G3ポロス原町店 福島県南相馬市原町区北原字本屋敷188
セガワールド 白河 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

the3-RD PLANET ピボット福島 福島県福島市栄町1-1 パワ-シティピボット内 https://3rd-planet.jp/shop/pivot-fukushima/TW（@3rdfukushima）

スーパーノバ福島店 福島県福島市黒岩字中島7-2 http://www.supernova-web.com/fukushima

ラウンドワンスタジアム 福島店 福島県福島市太田町14-18 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/fukushima-fukushima.html

モーリーファンタジー福島店 福島県福島市南矢野目字西荒田50番地ノ17 イオン福島店3階
茨城県 モーリーファンタジーツクバ店 茨城県ツクバ市稲岡66-1 イオンモールツクバイオンツクバ店 3階

namcoイオンモールツクバ店 茨城県ツクバ市稲岡66-1 イオンモールツクバ店3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/tsukuba2/

namco iiasツクバ店 茨城県ツクバ市研究学園5丁目19番地 iiasツクバ店2F2190 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/tsukuba/

ジョイフル本田ニューポートヒタチナカアミューズパーク 茨城県ヒタチナカ市新光町34-1 ジョイフル本田ニューポートヒタチナカ1F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/hitachinaka/

セガ 霞ヶ浦 茨城県稲敷市西代1473-1 https://tempo.sega.jp/am/kasumigaura

タイトーステーション 佐原東店 茨城県稲敷市西代1495 ショッピングセンターパルナ2F https://www.taito.co.jp/store/00001646

モーリーファンタジー下妻店 茨城県下妻市堀篭972-1 イオン下妻店2F
DoRAキッズ古河店 茨城県古河市雷電町 1-18 https://akayamajoy.com/shop/104.html

ソユートイズニューヨーク 守谷店 茨城県守谷市百合ヶ丘三丁目249番1 イオンタウン守谷2F https://soyu-am.jp/shop/moriya/

セガ 水戸 茨城県水戸市宮町1-7-44 コムボックス310 https://tempo.sega.jp/am/mito/

ファンタジープラザ上水戸店 茨城県水戸市上水戸2-9-10 MEGAドン･キホーテ上水戸店2階
セガ 水戸南 茨城県水戸市千波町2017-1 フェドラP&D水戸1F https://tempo.sega.jp/am/mitominami/

モーリーファンタジー水戸内原店 茨城県水戸市内原2丁目1番地 イオン3F
ユーズランド水戸内原店 茨城県水戸市内原2丁目1番地 イオンモール水戸内原2F ユーズ㈱第3事業部
セガ 石岡 茨城県石岡市東大橋中峯1976-1 https://tempo.sega.jp/am/ishioka/

アピナ下館店 茨城県筑西市玉戸1012-3 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/08-01

モーリーファンタジー土浦店 茨城県土浦市上高津367 イオン土浦SC3F
楽市楽座イオンモール土浦店 茨城県土浦市上高津367イオンモール土浦ショッピングセンター3階 https://rakupa.jp/

GAME PANICツクバ店 茨城県土浦市中村東1-1-1 https://www.leisurelan.co.jp/shop/tsukuba.html

タイトーステーション イオンタウン水戸南店 茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101 https://www.taito.co.jp/store/00002157

夢大陸 日立南店 茨城県日立市森山町4丁目10-32
セガワールド 日立 茨城県日立市田尻町3-26-1 https://tempo.sega.jp/am/hitachi

セガ龍ヶ崎 茨城県龍ヶ崎市藤ヶ丘4-2-8 https://tempo.sega.jp/am/ryugasaki

栃木県 モーリーファンタジーサクラ店 栃木県サクラ市櫻野1551 ザビッグサクラ店1階
テクモピアロックダムインターパーク店 栃木県宇都宮市インターパーク6-1-1FKDショッピングモールインターパーク店2階 http://www.wave.koeitecmo.co.jp/105shop-0225-interpark.html
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インターパークプラスワン 宇都宮店 栃木県宇都宮市インターパーク6丁目5-1
ラウンドワンスタジアム 宇都宮店 栃木県宇都宮市江曽島町2072-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/tochigi-utunomiya.html

テクモピアパルテロン宇都宮店 栃木県宇都宮市今泉町237 福田屋ショッピングプラザ宇都宮店2階 http://www.wave.koeitecmo.co.jp/104shop-0220-utsunomiya.html

セガワールド 宇都宮 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7 https://tempo.sega.jp/am/utsunomiya

スコナランドトライアル宇都宮店 栃木県宇都宮市睦町5-5 スーパーセンタートライアル宇都宮店1F
タイトーステーション 宇都宮ベルモール店 栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1 https://www.taito.co.jp/store/00001836

プラボ宇都宮店 栃木県宇都宮市簗瀬町1606番地1 P&Dビル https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/utsunomiya/

タイトーステーション イオンモール佐野新都市店 栃木県佐野市高萩町1324-1 https://www.taito.co.jp/store/00001771

モーリーファンタジー佐野新都市店 栃木県佐野市高萩町1324-1 イオン佐野新都市店2階
namcoフェドラP&D佐野店 栃木県佐野市高萩町1340 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/sano/

テクモピア鹿沼店 栃木県鹿沼市東末広町1073 福田屋鹿沼店3階 http://www.wave.koeitecmo.co.jp/107shop-0240-kanuma.html

アピナ小山店 栃木県小山市駅南町4-27-18 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/09-01

モーリーファンタジー小山店 栃木県小山市中久喜1467-1 イオン小山店2階
モーリーファンタジー真岡店 栃木県真岡市台町2668 ザビッグ真岡店1階
ドラマ足利店 栃木県足利市朝倉町244-1 http://www.dorama.co.jp/amusement/ashikaga/index.shtml

アソビノクニベイシア烏山店 栃木県那須烏山市城東1880
モーリーファンタジー那須塩原店 栃木県那須塩原市島方455 イオンタウン那須塩原店1F
セガ 西那須野 栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27 https://tempo.sega.jp/am/kronos

アソビノクニベイシア那須塩原店 栃木県那須塩原市緑2-1155-11
セガ 今市 栃木県日光市芹沼1448-1 https://tempo.sega.jp/am/imaichi

モーリーファンタジー今市店 栃木県日光市豊田字若林79-1 イオン今市店2階
アソビノクニベイシア矢板店 栃木県矢板市末広町25-1

群馬県 宝島 大間々店 群馬県ミドリ市大間々町大間々40  サクラモール2F
セガスマーク伊勢崎 群馬県伊勢崎市西小保方町368 スマーク伊勢崎 セガスマーク伊勢崎3F 302区画 https://tempo.sega.jp/am/isesaki

セガワールド 館林 群馬県館林市小桑原町949-1 https://tempo.sega.jp/am/tatebayashi

群馬レジャーランド高崎駅東口店 群馬県高崎市江木町333-1 EXビル2F
万代書店 高崎店 群馬県高崎市上中居町239-2
ユーズランド高崎店 群馬県高崎市棟高町1400番地 イオンモールイオン高崎SC2F ユーズ㈱第3事業部

モーリーファンタジー高崎店 群馬県高崎市棟高町1400番地 イオン高崎店3階
群馬レジャーランド渋川店 群馬県渋川市八木原1364
タイトーFステーション 前橋リリカ店 群馬県前橋市国領町2-14-1 前橋リリカ2F https://www.taito.co.jp/store/00002165

ラウンドワンスタジアム 前橋店 群馬県前橋市天川大島町1101-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/gunma-maebashi.html

namcoケヤキウォーク前橋店 群馬県前橋市文京町2-1-1 ケヤキウォーク前橋2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/maebashi/

プレビ ニコモール新田店 群馬県太田市新田市野井町592-13ニコモール新田店内プレビプレイランドコーナー ココロッコ

セガワールド 太田 群馬県太田市西矢島575-1 https://tempo.sega.jp/am/ohta

モーリーファンタジー太田店 群馬県太田市石原町81 イオン太田店2階
ユーズランド太田店 群馬県太田市石原町81番地 イオンモール太田2F ユーズ㈱第3事業部
アピナ太田店 群馬県太田市内ケ島町907-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/10-01

群馬レジャーランド藤岡店 群馬県藤岡市中2002-1
プレビ ジョイフル本田千代田店 群馬県邑楽郡千代田町萱野813-1 ジョイフル本田千代田店2階 プレビケームコーナー

埼玉県 エブリデイ行田店 埼玉県行田市下忍644-1 https://ufo-everyday.com/

エブリデイとってき屋 埼玉県八潮市大字上馬場460-1 https://everyday-cranegame-world.com/

プレイランド イオン北浦和店      埼玉県サイタマ市浦和区常盤10-20-29 イオン北浦和店3階
ウエアハウス岩槻店 埼玉県サイタマ市岩槻区加倉3-3-63 https://www.warehousenet.jp/store/storeinfo.php?id=208

万代書店岩槻店 埼玉県サイタマ市岩槻区東町1-8-11
ウェアハウス三橋店 埼玉県サイタマ市西区三橋6-955-1 https://www.warehousenet.jp/store/storeinfo.php?id=212

タイトーステーション 大宮店 埼玉県サイタマ市大宮区大門町一丁目1番地 https://www.taito.co.jp/store/00002080

Spica大宮南銀店 埼玉県サイタマ市大宮区仲町1-57 https://www.leisurelan.co.jp/shop/oomiya.html

セガ 与野 埼玉県サイタマ市中央区本町西5-2-9 イオン与野ショッピングセンター3F https://tempo.sega.jp/am/yono/

モーリーファンタジー与野店 埼玉県サイタマ市中央区本町西5丁目2-9イオン与野SC3F
namcoステラタウン店 埼玉県サイタマ市北区宮原町一丁目854-1 ステラモール3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/stellartown/

モーリーファンタジー大宮店 埼玉県サイタマ市北区櫛引町2-574-1 イオン大宮3F
モーリーファンタジー浦和美園店 埼玉県サイタマ市緑区美園5丁目50番地1 イオンモール浦和浦和美園SC3階
パロ埼玉大井店 埼玉県フジミ野市西鶴ケ岡1-3-15 ビバモールサイタマ大井ショッピングセンター2F

namcoイオンタウンフジミ野店 埼玉県フジミ野市福岡2-1-6 イオンタウンフジミ野3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/fujimino/

プラサカプコン羽生店 埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオンモール羽生2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/hanyu/index.html

モーリーファンタジー羽生店 埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオン羽生SC3F
モーリーファンタジーイオンレイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1
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namcoイオンレイクタウン店 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 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/laketown/

ユーズランド越谷店 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンKAZE3階 ユーズ㈱第1事業部

テクモピア南越谷店 埼玉県越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン2階
ウェアハウス越谷店 埼玉県越谷市南荻島841-1 http://www.warehousenet.jp/store/storeinfo.php?id=205

ラウンドワンスタジアム  サイタマ･栗橋店 埼玉県久喜市小右衛門192-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/saitama-kurihashi.html

モーリーファンタジー狭山店 埼玉県狭山市上奥富1126-1 イオン狭山店2階
キャッツアイ 狭山店 埼玉県狭山市入間川3141 http://www.hku.co.jp/catseye/access/sayama.php

namco熊谷店 埼玉県熊谷市銀座2丁目97番地 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/kumagaya/

ソユーゲームフィールド 熊谷店 埼玉県熊谷市銀座二丁目245番地 ショッピングセンターニットーモール4F https://soyu-am.jp/shop/kumagaya/

セガワールド 籠原 埼玉県熊谷市美土里町1-169 https://tempo.sega.jp/am/kagohara

PALO熊谷店 埼玉県熊谷市本石2-135 イオン熊谷店3階
namcoイオンモール北戸田店 埼玉県戸田市美女木東1-3-1 イオンモール北戸田 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/kitatoda/

モーリーファンタジー北戸田店 埼玉県戸田市美女木東1-3-1 イオン北戸田店2階
ラウンドワン  サイタマ･鴻巣店 埼玉県鴻巣市箕田3163-7 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/saitama-konosu.html

GAME PANIC三郷 埼玉県三郷市ピアラシティ1-1-200 https://www.leisurelan.co.jp/shop/misato.html

ラウンドワン スタジアム ララポート新三郷店 埼玉県三郷市新三郷ララシティ3-1-1 ララポート新三郷2F 20000 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/saitama-shinmisato.html

ラクガキ王国三郷店 埼玉県三郷市天神2丁目22番地 イトーヨーカドー 三郷店2F https://www.taito.co.jp/store/00001869

キッズランド マルイファミリー志木店 埼玉県志木市本町5-26-1 マルイファミリー志木店 7階 https://www.taito.co.jp/store/00002170

モーリーファンタジー上里店 埼玉県児玉郡上里町金久保字蓮山359番1 イオンタウン上里店2階
ラウンドワン  サイタマ･上里店 埼玉県児玉郡上里町大字金久保394-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/saitama-kamisato.html

ユーズランド春日部店 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
モーリーファンタジー春日部店 埼玉県春日部市下柳420-1 イオン春日部店3階
タイトーステーション 所沢店 埼玉県所沢市日吉町3番7号 https://www.taito.co.jp/store/00001954

セガ 所沢 埼玉県所沢市日吉町8-1 https://tempo.sega.jp/am/tokorozawa

アミュージアム新所沢パルコ店 埼玉県所沢市緑町1-2-1 新所沢パルコLet's館3F https://www.amuseum.jp/store/3966.html

モーリーファンタジー上尾店 埼玉県上尾市愛宕三丁目8-1 イオンモール上尾店2F
南ASOBI諸島 アリオ上尾店 埼玉県上尾市壱丁目367番地 アリオ上尾店内2階 南ASOBI諸島
ラウンドワンスタジアム 上尾店 埼玉県上尾市大字平塚917-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/saitama-ageo.html

ウエアハウス上尾店 埼玉県上尾市二ツ宮1044
アピナ上尾店 埼玉県上尾市緑丘3-3-11-2 P･A･P･A上尾 ショッピングアベニュープリンセス棟 別棟 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/11-01

スコナランド新座店 埼玉県新座市中野2-1-38 OSCデオシティ新座3F
アミュージアム新座店 埼玉県新座市東北2-32-12 イオン新座3F https://www.amuseum.jp/store/164.html

セガ 花園 埼玉県深谷市荒川359 https://tempo.sega.jp/am/saitama-hanazono/

アピナ川越店 埼玉県川越市泉町1-1 ウニクス南古谷シネマ棟1F https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/11-03

テクモピア川越店 埼玉県川越市脇田町4-2 ドン･キホーテ川越東口店3F http://www.wave.koeitecmo.co.jp/120shop-0120-kawagoe-html.html

モーリーファンタジー 川口店 埼玉県川口市安行領根岸3180番地 イオン川口店3F
アソビライブラリー川口 埼玉県川口市宮町18-9 ララガーデン川口2階 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_kawaguchi/index.html

モーリーファンタジー川口前川店 埼玉県川口市前川1-1-11 イオン川口前川店3階
楽市楽座イオンモール川口前川店 埼玉県川口市前川1-1-11イオンモール川口前川3F https://rakupa.jp/

ソユーゲームフィールド 川口店 埼玉県川口市並木元町1番79号 アリオ川口3F https://soyu-am.jp/shop/kawaguchi/

アミュージアム川口店 埼玉県川口市本町2-7-25 ミエルカワグチ3階 https://www.amuseum.jp/store/2457.html

ラウンドワン 草加店 埼玉県草加市谷塚上町204-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/saitama-souka.html

ラウンドワンスタジアム 朝霞店 埼玉県朝霞市膝折町2-16-10 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/saitama-asaka.html

スウィーツファクトリーパックン東松山(営) 埼玉県東松山市アズマ町4-3 ピオニウォーク東松山2F
モーリーファンタジー ビバモール東松山店 埼玉県東松山市神明町2丁目11番6号 ビバモール東松山2階
アソビノクニベイシア日高店 埼玉県日高市大字森戸新田字藤久保88-5
ラウンドワンスタジアム 入間店 埼玉県入間市小谷田3-7-25 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/saitama-iruma.html

モーリーファンタジー入間店 埼玉県入間市上藤沢462-1 イオン入間店2階
セガ 入間 埼玉県入間市東藤沢2-18 https://tempo.sega.jp/am/iruma

THE 3RD PLANETフレスポ八潮店 埼玉県八潮市大瀬1-1-3 フレスポ八潮3F https://3rd-planet.jp/shop/frespo-yashio/　　TW（@3rdyashio）

ウェアハウス草加店 埼玉県八潮市南後谷507 https://www.warehousenet.jp/store/storeinfo.php?id=207

タイトーステーション 和光店 埼玉県和光市丸山台1-4-5 https://www.taito.co.jp/store/00001932

モーリーファンタジー蕨錦町店 埼玉県蕨市錦町1-12-1 ビバモール蕨錦町2F
ラウンドワン  ワラビ店 埼玉県蕨市北町5-1-6 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/saitama-warabi.html

シルクハット川口店 埼玉県川口市栄町3丁目1-16 http://matahari-entertainment.co.jp/shop/13/

千葉県 シルクハット津田沼店 千葉県習志野市津田沼1丁目2-1 十三ビル 地下1F http://matahari-entertainment.co.jp/shop/6/

タイトーステーション 旭サンモール店 千葉県旭市イ-2676-1 サンモール3F https://www.taito.co.jp/store/00001061
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アピナ印西店 千葉県印西市原1-2 ビッグホップガーデンモール印西2F https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/28-04

ゲームランド千葉ニュータウン店 千葉県印西市中央北3-2 イオンモール千葉ニュータウンモール棟3F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_chibanewtown/index.html

スコナランドトライアル酒々井店 千葉県印旛郡酒々井町本佐倉457-2 スーパーセンタートライアル酒々井店2F
プレイランド アビコ          千葉県我孫子市我孫子4-11-1 
モーリーファンタジー館山店 千葉県館山市八幡545-1 イオン館山店1階
ゲームランドチハラ台店 千葉県市原市チハラ台西3丁目4番 ショッピングモールunimoチハラ台2F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_chihara/index.html

イスカンダル五井金杉店 千葉県市原市五井金杉1丁目47－1 https://twitter.com/goi_iskandar

アピナ市原店 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 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/28-05

ラウンドワン 市原店 千葉県市原市八幡北町3-5-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/chiba-ichihara.html

パロ市川店 千葉県市川市鬼高1-1-1ニッケコルトンプラザ 2F
ラウンドワン 市川鬼高店 千葉県市川市鬼高4-1-3 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/chiba-ichikawa.html

コーナン市川湾岸モール店 ゲームコーナー 千葉県市川市原木2526-5 コーナン市川湾岸モール内
大慶園 千葉県市川市大町359 http://www.daikeien.jp/access-guidemap/

タイトーFステーション市川妙典店 千葉県市川市妙典5-3-1 イオン市川妙典店2番街2F https://www.taito.co.jp/store/00002056

ラウンドワン 習志野店 千葉県習志野市芝園1-4-5 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/chiba-narashino.html

ゲームランド津田沼店 千葉県習志野市津田沼1-23-1 イオンモール津田沼店2階 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/tsudanuma/index.html

namco松戸店 千葉県松戸市松戸1230番地1 ピアザ松戸1F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/matsudo-tokyogulliver/

タイトーFステーション ダイエー新松戸店 千葉県松戸市新松戸3-2-21 イオン新松戸店4階 https://www.taito.co.jp/store/00002186

セガ 松戸 千葉県松戸市日暮1-1-1 八柱駅第2ビル2階 https://tempo.sega.jp/am/matsudo/

namcoテラスモール松戸店 千葉県松戸市八ヶ崎2-8-1 テラスモール松戸店3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/matsudo-terracemall/

プラサカプコン成田店 千葉県成田市ウイング土屋24 イオンモール成田2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/narita/index.html

モーリファンタジーイオン成田店 千葉県成田市ウイング土屋24番地 イオン成田店2F
テクモピアロックダム公津ノ杜店 千葉県成田市公津ノ杜4-5-3成田ユアエルム3階 http://www.wave.koeitecmo.co.jp/103shop-0082-kouzunomori.html

クラブセガ 稲毛オーツーパーク 千葉県千葉市稲毛区園生町380-1 オーツーパーク内 https://tempo.sega.jp/am/o2park

アミュージアム稲毛店 千葉県千葉市稲毛区小仲台1-4-20 イオン稲毛2F https://www.amuseum.jp/store/137.html

ソユープレイランドソピア 幕張店 千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目417-25 イトーヨーカドー幕張店2F https://soyu-am.jp/shop/makuhari/

ソユーゲームフィールド千城台店 千葉県千葉市若葉区千城台北3丁目21-1 イコアス千城台 3F https://soyu-am.jp/shop/chishirodai/

千葉鑑定団中央店 千葉県千葉市中央区塩田町385-2 https://chuo.chibakan.jp/

セガアリーナ 蘇我 千葉県千葉市中央区川崎町51-1 蘇我ハーバーシティ フェスティバルウォーク アミューズメント棟 1F https://tempo.sega.jp/am/soga

タイトーステーション アリオ蘇我店 千葉県千葉市中央区川崎町52-7 アリオ蘇我2F https://www.taito.co.jp/store/00001858

セガ 千葉 千葉県千葉市中央区富士見2-4-1 富士ビル https://tempo.sega.jp/am/chiba

アドアーズ千葉店 千葉県千葉市中央区富士見2-4-15第一東和ビル1~3階 https://www.adores.jp/tenpo/chiba.html

キャッツアイ 東千葉店 千葉県千葉市中央区祐光3丁目2番1号 https://www.hku.co.jp/catseye/access/higashichiba.php

セガ 幕張 千葉県千葉市美浜区ヒビ野1-8 メッセアミューズモール 1F https://tempo.sega.jp/am/makuhari

namcoイオンモール幕張新都心店 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 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/makuhari-shintoshin/

モーリーファンタジー幕張新都心店 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5 イオンモール幕張新都心店ファミリーモール2階
namcoイオンモール船橋店 千葉県船橋市山手1丁目1番8号 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/funabashi/

プレビララポートTOKYO-BAY店 千葉県船橋市浜町2丁目1番1号 ララポートTOKYO-BAY 西館3階 マリンガーデン

アドアーズ船橋店 千葉県船橋市本町1-31-26 セブン船橋ビル B1F~3F https://www.adores.jp/tenpo/funabashi.html

タイトーステーション 船橋店 千葉県船橋市本町1丁目6-1 https://www.taito.co.jp/store/00002102

メルヘンランドアミリー大綱店 千葉県大網白里市ミヤコ野1-1-1大綱白里アミリー3F
セガ イオンモール 銚子 千葉県銚子市三崎町2-2660-1 イオンモール銚子2F https://tempo.sega.jp/am/choshi/

モーリーファンタジー銚子店 千葉県銚子市三崎町2-2660-1 イオン銚子店2F
タイトーFステーション 柏中央店 千葉県柏市十余二249-5 https://www.taito.co.jp/store/00002131

タイトーステーション セブンパークアリオ柏店 千葉県柏市大島田1-6-1 セブンパークアリオ柏3F https://www.taito.co.jp/store/00002125

ラウンドワンスタジアム アリオ柏店 千葉県柏市大島田950-1-1070 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/chiba-kashiwa.html

ハイテクセガ 柏 千葉県柏市柏1-1-11 丸井デパート B1F https://tempo.sega.jp/am/kashiwa

タイトーステーション 柏店 千葉県柏市柏2-3-1 https://www.taito.co.jp/store/00001931

PALO柏店 千葉県柏市豊町2-5-25 イオンモール柏店3階
モーリーファンタジー八千代緑ガ丘店 千葉県八千代市緑ガ丘2-1-3 イオン八千代緑ガ丘4F
namcoイオンモール八千代緑ガ丘店 千葉県八千代市緑ヶ丘2-1-3 イオンモール八千代緑ヶ丘4F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/yachiyo-midorigaoka/

プラサカプコン富津店 千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津内ゲームコーナー https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/futtsu/index.html

アミュージアム茂原店 千葉県茂原市高師1619-1 https://www.amuseum.jp/store/147.html

タイトーステーション 茂原アスモ店 千葉県茂原市高師1735 茂原ショッピングプラザ アスモ2F https://www.taito.co.jp/store/00001058

GAME SQUARE茂原 千葉県茂原市六ツ野八貫野2785-1 ライフガーデン茂原内 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/28-01

モーリーファンタジー木更津店 千葉県木更津市築地1-4 イオンモール木更津店2F
ソユーゲームフィールド 木更津店 千葉県木更津市築地1番4 イオンモール木更津2F https://soyu-am.jp/shop/kisarazu/

アドアーズアクアライン店 千葉県木更津市中島地先 海ホタル4F https://www.adores.jp/tenpo/aqualine.html
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アピナ野田七光台店 千葉県野田市七光台4-2 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/28-02

モーリーファンタジーノア店 千葉県野田市中根36-1 イオンノア店1F
namco流山オオタカノ森S･C店 千葉県流山市オオタカノ森南一丁目5番地ノ1 流山オオタカノ森S･C 3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/nagareyama/

ハロータイトー流山 千葉県流山市流山9丁目8002号 イトーヨーカドー 流山店3F https://www.taito.co.jp/store/00001012

スポーツウェーブ鉄腕24浜野店 千葉県千葉市中央区浜野町1025-59
東京都 シルクハット大森店 東京都大田区山王2丁目2-15 http://matahari-entertainment.co.jp/shop/2/

シルクハット蒲田西口 東京都大田区西蒲田7-2-3 第二醍醐ビル 地下1F~地上2階 http://matahari-entertainment.co.jp/shop/17/

東京レジャーランド亀有店 東京都葛飾区亀有3-21-2
ハイテクランドセガ 立石 東京都葛飾区立石7-2-1 セブンスタービル https://tempo.sega.jp/am/tateishi

セガワールド 葛西 東京都江戸川区東葛西9-3-3 イトーヨーカ堂 3F https://tempo.sega.jp/am/kasai

アドアーズ南砂町SUNAMO店 東京都江東区新砂3-4-31 南砂町ショッピングセンターSUNAMO4階 https://www.adores.jp/tenpo/minamisunamachi.html

ラウンドワンスタジアム  ダイバーシティ東京 プラザ店 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ 6F http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/tokyo-divercity.html

ラウンドワン 南砂店 東京都江東区南砂6-7-15 トピレックプラザ http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/tokyo-minamisuna.html

アミュージアム豊洲店 東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドックララポート豊洲3F https://www.amuseum.jp/store/168.html

namcoイトーヨーカドー木場店 東京都江東区木場1-5-30 イトーヨーカドー木場店2･3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/kiba/

タイトーステーション 国分寺店 東京都国分寺市本町三丁目5番11号    https://www.taito.co.jp/store/00002161

アドアーズ渋谷店 東京都渋谷区宇田川町13-11 KN渋谷1ビル1~4階 https://www.adores.jp/tenpo/shibuya.html

ハイテクランドセガ 渋谷 東京都渋谷区渋谷1-14-14 東口会館 1F https://tempo.sega.jp/am/HLS-shibuya

タイトーステーション 渋谷店 東京都渋谷区渋谷1-24-12 渋谷東映プラザ https://www.taito.co.jp/store/00001460

ウエアハウス一橋学園店 東京都小平市学園東町一丁目4番39号 平山ビル3階
セガ 新宿歌舞伎町 東京都新宿区歌舞伎町1-21-1 第二東亜会館1F･2F https://tempo.sega.jp/am/kabukicho/

タイトーステーション BIGBOX高田馬場店 東京都新宿区高田馬場1-35-3 BIG BOX6F https://www.taito.co.jp/store/00001406

新宿 スポーツランド本館 東京都新宿区新宿3-22-121F http://www.spolan.com/ssl-9/

タイトーステーション 新宿東口店 東京都新宿区新宿3-22-7 指田ビル https://www.taito.co.jp/store/00001582

タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店 東京都新宿区新宿3-35-8 https://www.taito.co.jp/store/00001459

セガ 神楽坂 東京都新宿区神楽坂2-11 第二カグラヒルズ 1F https://tempo.sega.jp/am/geoce

アピナ荻窪店 東京都杉並区上荻1-13-10 ハクサンビル https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/27-06

ユーズランド日ノ出店 東京都西多摩郡日ノ出町平井字三吉野桜木237-3 イオンモール日ノ出3F ユーズ㈱第5事業部

Hey 東京都千代田区外神田1-10-5 広瀬本社ビル2F https://www.taito.co.jp/store/00001703

セガ 秋葉原1号館 東京都千代田区外神田1-10-9 https://tempo.sega.jp/am/akiba-1/

セガ 秋葉原3号館 東京都千代田区外神田1-11-11 https://tempo.sega.jp/am/akiba-new

セガ 秋葉原4号館 東京都千代田区外神田1-10-9 https://tempo.sega.jp/am/akiba-eki

セガ秋葉原5号館 東京都千代田区外神田1-10-1 https://tempo.sega.jp/am/akiba-5/

アドアーズ秋葉原2号店 東京都千代田区外神田1-13-1 Akiba1131.bldg 1~4階 https://www.adores.jp/tenpo/akihabara2.html

東京レジャーランド秋葉原店 東京都千代田区外神田1丁目9番5号
タイトーステーション 秋葉原店 東京都千代田区外神田4-2-2 貴三ビル https://www.taito.co.jp/store/00001802

タイトーステーション 秋葉原自由通路店 東京都千代田区神田佐久間町1丁目6番1外 https://www.taito.co.jp/store/00002208

アソンジャ王国アリオ西新井店 東京都足立区西新井栄町1-20-1 アリオ西新井店3F https://www.yuei.co.jp/amuse/map.html

ウエアハウス入谷店 東京都足立区入谷7-8-11 1F https://www.warehousenet.jp/store/storeinfo.php?id=204

ウェアハウス保木間店 東京都足立区保木間1-1-19-1F
タイトーステーション 多摩センター店 東京都多摩市落合1-45-1 丘ノ上パティオ内 https://www.taito.co.jp/store/00001934

タイトーステーション 上野アメ横店 東京都台東区上野4-10-17 https://www.taito.co.jp/store/00001845

タイトーステーション 上野御徒町店 東京都台東区上野4-6-9 https://www.taito.co.jp/store/00002168

タイトーステーション 浅草店 東京都台東区浅草1-27-5 ROX DOME 1F https://www.taito.co.jp/store/00001595

セガワールド 大森 東京都大田区山王2-1-5 大森駅ララビル2F https://tempo.sega.jp/am/omori

ソユーザウルスワールド 大森店 東京都大田区大森北二丁目13-1 イトーヨーカドー大森店3F https://soyu-am.jp/shop/omori/

タイトーステーション BIGFUN平和島店 東京都大田区平和島 1-1-1 BIGFUN平和島3F https://www.taito.co.jp/store/00002179

namco中野店 東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ別館 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/nakano/

セガ 町田 東京都町田市原町田6-13-17 アーバンミサワビル https://tempo.sega.jp/am/machida/

タイトーステーション 町田店 東京都町田市原町田6-21-23 松山ビル1階 https://www.taito.co.jp/store/00001760

アドアーズ町田店 東京都町田市原町田6-21-25大正堂第2ビル1~4階 https://www.adores.jp/tenpo/machida.html

ラウンドワン町田店 東京都町田市森野1-13-14 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/tokyo-machida.html

ソユープレイランドソピア 八王子店 東京都八王子市狭間町1462-1 イトーヨーカドー八王子店3F https://soyu-am.jp/shop/hachiouji/

ドラマ八王子高倉店 東京都八王子市高倉町55-4 http://www.dorama.co.jp/amusement/takakura/index.shtml

タイトーステーション南大沢店 東京都八王子市南大沢2-3FAB南大沢内2F
ソユープレイランドソピア 南大沢店 東京都八王子市南大沢二丁目28-1 イトーヨーカドー南大沢店3F https://soyu-am.jp/shop/minamiosawa/

ラウンドワンスタジアム 板橋店 東京都板橋区相生町16-13 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/tokyo-itabashi.html

プラサカプコン ミッテン府中店 東京都府中市宮町1丁目41-2 MitteN府中内 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/cat1/index.html
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タイトーステーション 府中クルル店 東京都府中市宮町1丁目50番地 府中クルルB1F https://www.taito.co.jp/store/00002225

セガワールド 府中 東京都府中市西原町1-6-2 クレッセ府中 https://tempo.sega.jp/am/fuchu

ラウンドワン 府中本町駅前店 東京都府中市本町1-13-3 カネタビル http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/tokyo-fuchuu.html

ラウンドワン 武蔵村山店 東京都武蔵村山市伊奈平3－1－1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/tokyo-musashimurayama.html

タイトーFステーション ダイエー武蔵村山店 東京都武蔵村山市伊奈平3-36-1 ダイエー武蔵村山店2階         https://www.taito.co.jp/store/00002146

セガ イオンモール ムサシ村山 東京都武蔵村山市榎1-1-3 イオンモールムサシ村山2F https://tempo.sega.jp/am/musashimurayama/

プラサカプコン吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1 イナリヤビルB1F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kichijyoji/index.html

ラウンドワン 吉祥寺スクエア 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-22 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/tokyo-kichijoji.html

プレイロットジョイ 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-23 河田ビル1F https://www.taito.co.jp/store/00001034

セガ 東京ドームシティ 東京都文京区後楽1-3-61 株式会社東京ドーム アトラクションズ内カーニバル https://tempo.sega.jp/am/tokyo-domecity/

タイトーステーション 池袋西口店 東京都豊島区西池袋1-15-9 https://www.taito.co.jp/store/00002136

タイトーステーション 池袋ロサ店 東京都豊島区西池袋1-37-12 ロサ会館1F https://www.taito.co.jp/store/00001408

ラウンドワン 池袋店 東京都豊島区東池袋1-14-1 池袋スクエア http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/tokyo-ikebukuro.html

アドアーズサンシャイン店 東京都豊島区東池袋1-14-4 シネマサンシャイン1~3階 https://www.adores.jp/tenpo/sunshine.html

セガ 池袋GiGO 東京都豊島区東池袋1-21-1 https://tempo.sega.jp/am/ikebukuro

namco池袋店 東京都豊島区東池袋1-22-10 ヒューマックスパビリオン池袋サンシャイン60通リ 1F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/ikebukuro/

東京レジャーランド池袋店 東京都豊島区東池袋1-29-1 マルビル池袋2･3F
プラサカプコン池袋店 東京都豊島区東池袋1-30-1シネマコンプレックスプロジェクト3階 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/ikebukuro/index.html

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 ワールドインポートマート3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/prizestreet-ikebukuro/

namco王子サンスクエア店 東京都北区王子1-4-1 サンスクエア2階 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/ouji/

セガ 赤羽駅前 東京都北区赤羽1-2-4 https://tempo.sega.jp/am/akabane2/

セガ 赤羽 東京都北区赤羽1-7-9 https://tempo.sega.jp/am/akabane/

タイトーステーション 錦糸町楽天地店 東京都墨田区江東橋4-27-14 楽天地ビル地下1階 https://www.taito.co.jp/store/00002010

タイトーFステーションオリナス錦糸町店 東京都墨田区太平4-1-2 オリナスモール地下1階 https://www.taito.co.jp/store/00002132

クラブセガ 自由ヶ丘 東京都目黒区自由ガ丘2-10-9 https://tempo.sega.jp/am/jiyugaoka

クラブセガ 立川 東京都立川市柴崎町3-2-1 サザンビル 1F https://tempo.sega.jp/am/tachikawa

アドアーズ立川店 東京都立川市柴崎町3-4-3 TE芝崎ビルB1~3F https://www.adores.jp/tenpo/tachikawa.html

タイトーステーション 立川北口店 東京都立川市曙町2-4-5 クリサス立川              https://www.taito.co.jp/store/00002149

namcoララポート立川立飛店 東京都立川市泉町935番1 ララポート立川立飛店3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/tachikawatachihi/

アミュージアムOSC店 東京都練馬区東大泉2-34-1 オズ･スタジオ･シティ2F https://www.amuseum.jp/store/189.html

シルクハット八王子店 東京都八王子市旭町2-5 八王子ツインタワービル3F http://matahari-entertainment.co.jp/shop/5/

神奈川県 ラウンドワン ララポート湘南平塚店 神奈川県平塚市天沼10-1 3F http://www.round1.co.jp/specialsite/hiratsuka/index.html

シルクハット 本厚木店 神奈川県厚木市中町2丁目4-13 本厚木駅前ビル http://matahari-entertainment.co.jp/shop/12/

モーリーファンタジー久里浜店 神奈川県横須賀市久里浜5丁目13-1 イオン久里浜店2F
プラサカプコン横須賀店 神奈川県横須賀市若松町2-30 モアーズシティ4Fゲームコーナー https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/yokosuka/index.html

namcoコースカベイサイドストアーズ(横須賀) 神奈川県横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ5F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/yokosuka/

シルクハット横須賀中央店 神奈川県横須賀市若松町1丁目5 プライムビル2F http://matahari-entertainment.co.jp/shop/11/

シルクハット伊勢佐木店 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3丁目96 日活会館3F http://matahari-entertainment.co.jp/shop/10/

プラサカプコン磯子店 神奈川県横浜市磯子区磯子1-2-1 マリコム磯子ショッピングセンター2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/isogo/index.html

クラブセガ 新杉田 神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目1-1 ラビスタ新杉田2F https://tempo.sega.jp/am/shinsugita

タイトーステーション 戸塚西口店 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4023番地 https://www.taito.co.jp/store/00001108

ソユーゲームフィールド上大岡店 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目18番3号 ミオカリスト館6F https://soyu-am.jp/shop/mioka/

クラブセガ 綱島 神奈川県横浜市港北区綱島西2-6-29 城田ビル1･2･3F https://tempo.sega.jp/am/tsunashima

namcoトレッサ横浜店 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地 トレッサ横浜3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/yokohama-tressa/

ラウンドワン 横浜綱島店 神奈川県横浜市港北区樽町2-6-40  T-PLATZ http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/kanagawa-yokohamatunasima.html

タイトーステーション 横浜西口五番街店 神奈川県横浜市西区南幸1-12-9 7階 https://www.taito.co.jp/store/00001965

ラウンドワン 横浜駅西口店 神奈川県横浜市西区南幸2-8-16 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/kanagawa-yokohamaekinisiguti.html

namco伊勢佐木町店 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-95 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/isezakicho/

ハムリーズ 横浜ワールドポーターズ店 神奈川県横浜市中区新港2丁目2-1 横浜ワールドポーターズ2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/hamleys-yokohama/

namco横浜ワールドポーターズ店 神奈川県横浜市中区新港二丁目2番1号 横浜ワールドポーターズ5F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/yokohama-wp/

アピナ山下公園店 神奈川県横浜市中区新山下1-2-8 港山下ナナイロビル2F https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/14-02

セガ センター南 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央3-25 aune港北 https://tempo.sega.jp/am/centerminami/

namco港北TOKYU S.C.店 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央5-1 港北TOKYU S.C. https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/kohoku/

namcoララポート横浜店 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1-2階 23050 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/yokohama-lalaport/

THE 3RD PLANET 横浜本店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポートモール6F ＨＰ（https://3rd-planet.jp/shop/）　ＴＷ（@3rdKohokuNT）

モーリーファンタジー港北店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1-5083 モザイクモール港北5階
ドラマ港北インター店 神奈川県横浜市都筑区東方町321-6 http://www.dorama.co.jp/amusement/kohoku-inter/index.shtml

タイトーステーション イトーヨーカドー横浜別所店 神奈川県横浜市南区別所1-14-1 イトーヨーカドー横浜別所店 2F https://www.taito.co.jp/store/00001652
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タイトーステーション 海老名ビナウォーク店 神奈川県海老名市中央1ー18-1 ビナウォーク六番館 2F https://www.taito.co.jp/store/00001748

セガ 海老名 神奈川県海老名市中央1-4-31 海老名プラザビル https://tempo.sega.jp/am/ebina/

プレイランド ダイエー海老名店 神奈川県海老名市中央3-2-5 ダイエー海老名店 3F
モーリーファンタジー茅ヶ崎中央店 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16 イオン茅ヶ崎中央店3階
namcoイオンモール座間店 神奈川県座間市広野台2丁目10-4 イオンモール座間店3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/zama/

タイトーステーション 小田原店 神奈川県小田原市栄町1-3-12 https://www.taito.co.jp/store/00001640

タイトーステーション 小田原シティーモール店 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 https://www.taito.co.jp/store/00001622

小田原メトロポリス 神奈川県小田原市前川219-4 http://www.korona.co.jp/Game/odw/index.asp

モーリーファンタジー秦野店 神奈川県秦野市入船町12-1 イオン秦野店2F
モーリーファンタジー クロスガーデン川崎店 神奈川県川崎市幸区小倉5丁目19番23号
namcoラゾーナ川崎店 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 LAZONA川崎プラザ4階 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/kawasaki/

タイトーステーション 溝ノ口店     神奈川県川崎市高津区溝口1-11-8 OKKA634ビル3階         https://www.taito.co.jp/store/00002155

ラウンドワン  高津店 神奈川県川崎市高津区二子4-8-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/kanagawa-takatu.html

プレイランド 川崎店 神奈川県川崎市川崎区小田栄二丁目2-1 イトーヨーカドー川崎店3F https://soyu-am.jp/shop/kawasaki/

ラウンドワンスタジアム 川崎大師店 神奈川県川崎市川崎区殿町1-5-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/kanagawa-kawasaki.html

タイトーFステーション川崎ルフロン店 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 川崎ルフロン10F
ファミリーファーム 川崎ルフロン店 神奈川県川崎市川崎区日進町1番地11 川崎ルフロン6F https://soyu-am.jp/shop/lefront/

アミューズメントスクウェアテクモピア向ヶ丘遊園店 神奈川県川崎市多摩区登戸2755ミノワホームズ1階 http://www.wave.koeitecmo.co.jp/102shop-0065-mukougaokayuuen.html

イオン新百合ヶ丘ファミリーパーク 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-19 イオン新百合ヶ丘店4F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/shinyurigaoka/

モーリーファンタジー相模原小山店 神奈川県相模原市中央区小山3-37-1相模原小山モール2F
アピナ橋本店 神奈川県相模原市緑区西橋本5-1-1 ラ･フロール駐車場棟1F https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/14-01

プレビアリオ橋本店 神奈川県相模原市緑区大山町1-22 アリオ橋本店内2階 アミューズメントプレビ

モーリーファンタジー大和鶴間店 神奈川県大和市下鶴間1-2-1 イオン大和鶴間店3F
プレイランド 大和鶴間店 神奈川県大和市下鶴間一丁目3-1 イトーヨーカドー大和鶴間店3F https://soyu-am.jp/shop/yamato/

アドアーズ大和A館店 神奈川県大和市大和東1-4-3 大黒屋ビル1~2階 https://www.adores.jp/tenpo/yamato.html

モーリーファンタジー大和店 神奈川県大和市都市計画事業渋谷(南部地区)土地区画整理事業地内74街区 イオン大和店3F

プレイランドピカキッズ湘南台店 神奈川県藤沢市石川6丁目2番地ノ1 イトーヨーカドー湘南台店3F https://twitter.com/pikakids_s?lang=ja

楽市楽座湘南藤沢店 神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-5MrMAX湘南藤沢SC2F https://rakupa.jp/

ソユーゲームフィールド 湘南店 神奈川県藤沢市辻堂新町四丁目1番1号 湘南モールFILL2F https://soyu-am.jp/shop/syounan/

アドアーズ藤沢北口店 神奈川県藤沢市藤沢460-1 3F~4F https://www.adores.jp/tenpo/fujisawakitaguchi.html

タイトーステーション 藤沢店 神奈川県藤沢市南藤沢21-1 https://www.taito.co.jp/store/00002130

ドラマ藤沢店 神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8 http://www.dorama.co.jp/amusement/fujisawa/index.shtml

シルクハット大船店 神奈川県鎌倉市大船1-24 大船駅前ビル1~3F http://matahari-entertainment.co.jp/shop/9/

namcoOSC湘南シティ店 神奈川県平塚市代官町33番地1 OSC湘南シティ内 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/shonan/

アミュースメントランドYAZ平塚店 神奈川県平塚市田村1-4-26 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/14-04

シルクハット川崎モアーズ店 神奈川県川崎市川崎区 前本町7 岡田屋モアーズ内 1･2F http://matahari-entertainment.co.jp/shop/8/

シルクハット川崎ダイス 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 ダイスビル地下2F http://matahari-entertainment.co.jp/shop/7/

新潟県 タイトーFステーション 燕三条店 新潟県燕市井土巻3-150 イオン県央店 アメニティ棟1F https://www.taito.co.jp/store/00002103

モーリーファンタジー県央店 新潟県燕市井土巻3-65 イオン県央店2階
アピナ上越インター店 新潟県上越市下門前1661 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/15-01

モーリーファンタジー上越店 新潟県上越市富岡3458番地 アコーレ上越店2階
タイトーステーション上越店 新潟県上越市富岡3524J-MAXシアター内 https://www.taito.co.jp/store/00002081

モーリーファンタジー･f 新潟南店 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2階
モーリーファンタジー新潟南店 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SC3階
タイトーFステーション イオン新潟西店 新潟県新潟市西区小新南2丁目1番10号 https://www.taito.co.jp/store/00002090

namco新潟店 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-1 ヒモロギビル2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/niigata-cirquedugulliver/

ラウンドワンスタジアム 新潟店 新潟県新潟市中央区美咲町2-1-38 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/niigata-niigata.html

カプコサ-カス新潟東店 新潟県新潟市東区大形本町3-1-2 イオン新潟東内ゲームコーナー https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/niigatahigashi/index.html

ビイブリッジオ宝中古場 赤道店 新潟県新潟市東区中木戸56
アソビノクニベイシア豊栄店 新潟県新潟市北区カブトヤマ2-1-62
モーリーファンタジー新発田店 新潟県新発田市住吉町5丁目11番5号 イオン新発田SC2F
ソユーゲームフィールド 新発田店 新潟県新発田市住吉町五丁目11番5号 イオンモール新発田2F https://soyu-am.jp/shop/shibata/

ビイブリッジ夢大陸長岡店 新潟県長岡市喜多町392-1
アピナ長岡店 新潟県長岡市堺東町22 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/15-02

PLANT-5横越店 新潟県新潟市江南区横越中央8-2-2PLANT-5横越
富山県 セガイオンモール高岡 富山県高岡市下伏間383 イオンモール高岡西館2F(2001A区画) https://tempo.sega.jp/am/takaoka/

ユーズランド高岡店 富山県高岡市下伏間江383  イオンモール高岡2F ユーズ㈱第5事業部
モーリーファンタジー高岡南店 富山県高岡市下伏間江383 イオン高岡南店2F
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モーリーファンタジートナミ店 富山県砺波市新富町中神土地区画整理事業地内31街区1 イオンモール砺波店2F

アピナ富山新庄店 富山県富山市荒川3-2-12 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/16-01

アピタ富山東店ゲームコーナー 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/game_center/loc/toyama-higashi/

タイトーステーション ファボーレ婦中店 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 https://www.taito.co.jp/store/00001677

アピナ富山豊田店 富山県富山市豊田町2-12-66 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/16-02

アピナ富山南店 富山県富山市堀川町355-3 マイプラザ内 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/16-03

石川県 namcoイオンモールカホク店 石川県カホク市内日角タ25 イオンモールカホク内 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/kahoku/

ラウンドワンスタジアム 金沢店 石川県金沢市横川6-120-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/ishikawa-kanazawa.html

セガ イオンタウン 金沢示野 石川県金沢市戸坂西2-1 https://tempo.sega.jp/am/kanazawa-shimeno/

セガアルプラザ 金沢 石川県金沢市諸江町30-1 アルプラザ金沢 2F https://tempo.sega.jp/am/kanazawa

タイトーステーション 金沢店 石川県金沢市片町2-1-7 宇都宮片町ビル 1F https://www.taito.co.jp/store/00001549

namcoアルプラザ鹿島店 石川県鹿島郡中能登町井田ト1-1 アルプラザ鹿島店2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/kashima/

モーリーファンタジー新小松店 石川県小松市沖町周辺土地区画整理事業地内仮換地20街区 イオンモール新小松3階

楽市楽座イオンモール新小松店 石川県小松市清六町315イオンモール新小松店2F 2026 https://rakupa.jp/
手取フィッシュランド 石川県能美市粟生町ツ58 手取フィッシュランド内1Fゲームコーナー https://www.taito.co.jp/store/00001268

浪漫遊金沢本店 石川県野々市市御経塚4-1
アピナ野々市バッティングスタジアム店 石川県野々市市若松町5-5 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/17-01

アピナ野々市店 石川県野々市市白山町4-1 イオンタウン野々市店内 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/17-02

福井県 タイトーFステーション アルプラザ鯖江店 福井県鯖江市下河端町16-6-1 アルプラザ鯖江アミューズ棟内 https://www.taito.co.jp/store/00002231

福井レジャーランド板垣店 福井県福井市下馬3-101
セガ 福井 福井県福井市丸山1-410 https://tempo.sega.jp/am/fukui

namcoフェアモール福井大和田店 福井県福井市大和田2-1230 アピタ福井大和田店2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/fukui-owada/

山梨県 タイトーFステーション ラザウォーク甲斐双葉店 山梨県甲斐市志田字柿木616-1 https://www.taito.co.jp/store/00001922

モーリーファンタジービバモール甲斐敷島店 山梨県甲斐市中下条2000番地1 ビバモール甲斐敷島2階
プラサカプコン甲府店 山梨県中巨摩郡昭和町西条字北河原3717 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/koufu/index.html

モーリーファンタジー甲府昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 イオン3階
楽市楽座イオンモール甲府店 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1イオンモール甲府昭和2011 https://rakupa.jp/
モーリーファンタジー石和店 山梨県笛吹市石和町駅前16-1 イオン石和店1階
ラウンドワン 山梨･石和店 山梨県笛吹市石和町広瀬737-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/yamanashi-isawa.html

アミュージアム南アルプス店 山梨県南アルプス市小笠原1423-1 スーパーセンタートライアル南アルプス店1F https://www.amuseum.jp/store/108.html

アミュージアム河口湖店 山梨県南都留郡富士河口湖町船津2986 河口湖ショッピングセンターベル3F https://www.amuseum.jp/store/113.html

長野県 万代書店 諏訪店 長野県諏訪市中洲2962
アピナ穂高店 長野県安曇野市穂高2450 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-05

セガワールド 豊科 長野県安曇野市豊科南穂高1115 https://tempo.sega.jp/am/toyoshina

アピナ伊那店 長野県伊那市西町5093 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-07

アピナ塩尻店 長野県塩尻市広丘野村1794-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-06

アピナ佐久インター店 長野県佐久市岩村田北1-13-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-09

イオンモール佐久平ゲームコーナー 長野県佐久市佐久平駅南11-10 イオンモール佐久平2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/sakudaira/

タイトーステーション イトーヨーカドー南松本店 長野県松本市高宮中1-20 イトーヨーカドー南松本店3F https://www.taito.co.jp/store/00001610

セガ 松本 長野県松本市渚1-7-1渚 ライフサイト内 https://tempo.sega.jp/am/matsumoto/

アピナ松本店 長野県松本市双葉19-10 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-04

楽市楽座イオンモール松本店 長野県松本市中央4-9-51イオンモール松本店 風庭2F https://rakupa.jp/
モーリーファンタジー松本店 長野県松本市中央4丁目9-51 イオンモール松本店3階
アピナ上田店 長野県上田市秋和359-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-11

モーリーファンタジー上田店 長野県上田市常田2-12-18 イオン上田店2階
セガ 上田 長野県上田市大字上田1847-1 https://tempo.sega.jp/am/ueda

namcoアリオ上田店 長野県上田市天神3-5-1 アリオ上田1F 店番1-21 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/ueda/

PALO諏訪店 長野県諏訪市沖田町5-18 ステーションパーク･諏訪1F･2F
モーリーファンタジー中野店 長野県中野市一本木252-1 イオン中野店2F
THE 3RD PLANET 長野大通リ店 長野県長野市権堂町1506-3 長電権堂第2ビル1F https://3rd-planet.jp/shop/nagano-odori/TW（@3rdnagano）

ソユーゲームフィールド 長野三輪店 長野県長野市三輪九丁目43番24号 イオンタウン長野三輪2F https://soyu-am.jp/shop/nagano/

アピナ長野スカイバッティングセンター 長野県長野市若里7-3-8 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-03

アピナ長野大橋店 長野県長野市若里7-9-12 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-02

アピナ長野川中島店 長野県長野市川中島町御厨967-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-10

アピナ長野村山店 長野県長野市村山502-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-01

ラウンドワンスタジアム 長野店 長野県長野市大字東和田827-6 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/nagano-nagano.html

アピナ長野駅前店 長野県長野市南石堂町1418-2 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-12

タイトーステーション アイシティ21松本店長野県東筑摩郡山形村7977 アイシティ21内 https://www.taito.co.jp/store/00001694
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アピナ飯田店 長野県飯田市座光寺3728-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-08

岐阜県 アピナ各務原店 岐阜県各務原市蘇原花園町2-9 イオンタウン各務原内 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/32-1

namcoイオンモール各務原店 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 イオンモール各務原店2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/kakamigahara/

モーリーファンタジー各務原店 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 イオン各務原店3F
モーリーファンタジー関店 岐阜県関市倉知516 サンサンシティ･マーゴ イオン関店1階
モーリーファンタジー岐阜店 岐阜県岐阜市正木中1-2-1マーサ21 イオン岐阜店北館 3F
namcoカラフルタウン岐阜店 岐阜県岐阜市柳津町丸野三丁目3番6 カラフルタウン岐阜内 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/gifu/

ゲームファンタジアン柳津店 岐阜県岐阜市柳津町上佐波西3-68
岐阜レジャーランド穂積店 岐阜県瑞穂市稲里630 https://www.leisurelan.co.jp/shop/hodumi.html

セガ 多治見 岐阜県多治見市住吉町1-1-1 https://tempo.sega.jp/am/tajimi

namcoイオンモール大垣店 岐阜県大垣市外野2丁目100番地 イオンモール大垣店2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/ogaki/

タイトーFステーション アル･プラザ鶴見店 岐阜県大垣市鶴見町字上渡瀬641-2 アル･プラザ鶴見店2F         https://www.taito.co.jp/store/00002144

セガワールド アクアウォーク 大垣 岐阜県大垣市林町6-80-21 アクアウォーク大垣2F https://tempo.sega.jp/am/ohgaki

ラウンドワン  モレラ岐阜店 岐阜県本巣市三橋1100 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/gifu-gifu.html

namcoモレラ岐阜店 岐阜県本巣市三橋1100 モレラ岐阜店2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/malera-gifu/

アピナ本巣店 岐阜県本巣市政田字下西浦1986 イオンタウン本巣内 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/%e3%82%a2%e3%83%94%e3%83%8a%e6%9c%ac%e5%b7%a3%e5%ba%97

静岡県 セガ 掛川 静岡県掛川市細田248 https://tempo.sega.jp/am/kakegawa/

ワイワイランド三島店 静岡県三島市中田町9-30 イトーヨーカドー三島店内3F
セガサントムーン柿田川 静岡県駿東郡清水町玉川61-2 サントムーン柿田川2F https://tempo.sega.jp/am/suntomoon

メルヘンランド ウェルディ長泉店 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 https://www.taito.co.jp/store/00001656

お宝中古市場 沼津店 静岡県沼津市松長12-3
THE 3RD PLANET BiVi 沼津店 静岡県沼津市大手町1-1-5 https://3rd-planet.jp/shop/bivi-numazu/

アピナ焼津店 静岡県焼津市道原585 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/29-01

モーリーファンタジー焼津店 静岡県焼津市祢宜島555 イオン焼津店2F
ザ･サードプラネット 焼津店 静岡県焼津市八楠3-18-5 https://3rd-planet.jp/shop/yaizu/

AMUSEMENT PARK(静岡店) 静岡県静岡市葵区柚木1026 MARK IS静岡3F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/mark_is/index.html

ラウンドワン 静岡･駿河店 静岡県静岡市駿河区手越75 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/sizuoka-suruga.html

ソユー竜宮タウン 静岡店 静岡県静岡市駿河区石田一丁目5番1号 アピタ静岡SC2F https://soyu-am.jp/shop/shizuoka/

the3-RD PLANET 静岡インター 静岡県静岡市駿河区中野新田383-3 https://3rd-planet.jp/shop/shizuoka-inter/

セガ ベイドリーム 清水 静岡県静岡市清水区駒越北町8-1 ベイドリーム清水 https://tempo.sega.jp/am/shimizu/

モーリーファンタジー清水店 静岡県静岡市清水区上原1-6-16 イオン清水店2F
アミュージアム清水店 静岡県静岡市清水区入船町13-15 エスパルスドリームプラザ3F https://www.amuseum.jp/store/118.html

ザ･サードプラネット島田店 静岡県島田市中溝町2531 https://3rd-planet.jp/shop/shimada/

LAND藤枝店 静岡県藤枝市前島1-7-10BiVi藤枝店4Fゲームコーナー https://3rd-planet.jp/shop/fujieda/

namcoララポート磐田店 静岡県磐田市高見丘1200番地 ララポート磐田店2F店番21210 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/iwata-lalaport/

アピナ磐田店 静岡県磐田市西貝塚横須賀道北3690 イオンタウン磐田内 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/29-03

プラサカプコン志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂町2-37-1 イオンモール浜松志都呂3F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/shitoro/index.html

モーリーファンタジー浜松志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂町2丁目37番1号 イオン浜松志都呂店3階
ポート24浜松店 静岡県浜松市西区坪井町4183-1
タイトーステーション 新浜松ザザシティ店 静岡県浜松市中区鍛冶町15番地 ザシティ西館2F https://www.taito.co.jp/store/00001689

the3-RD PLANET OZ浜松店 静岡県浜松市東区宮竹町322-1 https://3rd-planet.jp/shop/oz-hamamatsu/

ラウンドワンスタジアム 浜松店 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-17 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/sizuoka-hamamatsu.html

タイトーFステーション イオンモール浜松市野店 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 https://www.taito.co.jp/store/00002067

モーリーファンタジー浜松市野店 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
タイトーFステーション プレ葉ウォーク浜北店 静岡県浜松市浜北区貴布祢1200番地 https://www.taito.co.jp/store/00001918

楽市楽座サンストリート浜北店 静岡県浜松市浜北区平口2861サンストリート浜北店内 https://rakupa.jp/

モーリーファンタジー富士宮店 静岡県富士宮市浅間町1-8 イオン富士宮店2F
タイトーFステーション イオン富士宮店 静岡県富士宮市浅間町1番8号 イオン富士宮ショッピングセンター3階 https://www.taito.co.jp/store/00002197

the3-RD PLANET 富士店 静岡県富士市永田町2-99 https://3rd-planet.jp/shop/fuji/

モーリーファンタジー･f富士南店 静岡県富士市鮫島118-10 イオンタウン富士南店2F
夢大陸 富士本店 静岡県富士市中里2588-2
ラウンドワン富士店 静岡県富士市八代町4-15 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/sizuoka-fuzi.html

愛知県 モーリーファンタジー三好店 愛知県ミヨシ市三好町青木91番地 イオン三好店2階
namcoララポート愛知東郷店 愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画事業62街区1､3 ララポート愛知東郷3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/togo/

ソユープレイランドソピア 安城店 愛知県安城市住吉町三丁目1番8号 イトーヨーカドー安城店2F https://soyu-am.jp/shop/anjyo/

セガ 安城 愛知県安城市百石町2-35-13 https://tempo.sega.jp/am/anjo

モーリーファンタジー木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ッヶ池25-1 イオン木曽川店2階
セガ イオンモール 木曽川 愛知県一宮市木曽川町黒田南字八ツヶ池25-1 ダイヤモンドシティ･キリオ3階 https://tempo.sega.jp/am/kisogawa
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セガ 尾西 愛知県一宮市篭屋3-9-7 アソビックス尾西 https://tempo.sega.jp/am/bisai/

タイトーステーション パールシティ稲沢店 愛知県稲沢市井之口大坪町80-1 パールシティ2F https://www.taito.co.jp/store/00001600

プラサカプコン稲沢店 愛知県稲沢市長野7丁目1番2 リーフウォーク稲沢 201区画 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/inazawa/index.html

namcoアピタ稲沢店 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 アピタ稲沢店 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/inazawa/

モーリーファンタジー岡崎南店 愛知県岡崎市戸崎町字バラ山1-1 イオン岡崎南店3階
ゲームランド岡崎店 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 イオンモール岡崎シネコン棟3F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_okazaki/index.html

ポート24幸田店 愛知県額田郡幸田町相見字沖原1-3 カメリアガーデン幸田内
セガ イオンタウン刈谷 愛知県刈谷市東境町京和1 https://tempo.sega.jp/am/kariya/

セガ 春日井 愛知県春日井市岩野町菅廻間4180 https://tempo.sega.jp/am/kasugai

ファンタジープラザ高蔵寺店 愛知県春日井市中央台2丁目5番地 アピタ高蔵寺店2F
キッズインタイトーイオン春日井店 愛知県春日井市柏井町4丁目17番地 イオン春日井店 3F ゲームコーナー https://www.taito.co.jp/store/00025385

アミューズファクトリー常滑店 愛知県常滑市リンクウ町2丁目20-3 イオンモール常滑2F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/tokoname/index.html

セガ 東名ボール 愛知県瀬戸市西原町2丁目114 https://tempo.sega.jp/am/tomei-bowl

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/game_center/loc/nagoya-airportwalk/

ユーズランド東浦店 愛知県知多郡東浦町緒川字旭13-2 イオンモール東浦2F ユーズ㈱第5事業部
モーリーファンタジー東浦店 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2 イオン東浦店1階
セガワールド 知立 愛知県知立市長篠町大山18-1 ギャラリエアピタ1F https://tempo.sega.jp/am/chiryu

モーリーファンタジー長久手店 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地5､10､11街区 イオンモール長久手店3階

namcoイオンモール長久手店 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内5､10､11街区 イオンモール長久手3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/nagakute/

アミュージアム津島店 愛知県津島市大字津島字北新開351番地 ヨシヅヤ津島本店 シネマ館2階 https://www.amuseum.jp/store/2651.html

ジャムジャムガーデン津島店 愛知県津島市津島北新開351 ヨシヅヤ津島本店3F
ファミリーランドドリーム 愛知県田原市田原町南新地76-1 https://www.taito.co.jp/store/00026916

アミューズメント プラザワイド 愛知県東海市名和町二番割上16-2 https://tempo.sega.jp/am/AP-wide

ファミリーファーム 赤池店 愛知県日進市赤池町箕ノ手1番 PRIMETREE AKAIKE 3F https://soyu-am.jp/shop/akaike/

ラウンドワンスタジアム 半田店 愛知県半田市瑞穂町6-7-8 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/aichi-handa.html

ラウンドワンスタジアム 豊橋店 愛知県豊橋市大岩町字岩田27-2 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/aichi-toyohashi.html

セガ 飯村 愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121 https://tempo.sega.jp/am/imure/

モーリーファンタジー豊橋南店 愛知県豊橋市野依町字落合1-12 イオン豊橋南店2F
モーリーファンタジー豊川店 愛知県豊川市開運通2-31 イオン豊川2階
タイトーキッズパークGAZA 愛知県豊田市喜多町1丁目140番地 https://www.taito.co.jp/store/00026184

モーリファンタジー豊田店 愛知県豊田市広路町1-1 イオンスタイル豊田3階
ラウンドワンスタジアム 名古屋西春店 愛知県北名古屋市宇福寺神明15 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/aichi-nagoyanisiharu.html

namcoララポート名古屋ミナトアクルス店愛知県名古屋市港区港明2丁目3番2号 ララポート名古屋ミナトアクルス店3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/nagoyaminato-aquls/

楽市楽座イオンモール名古屋茶屋店 愛知県名古屋市港区西茶屋2-11イオンモール名古屋茶屋3階3016-1区画 https://rakupa.jp/

PORT24八事店 愛知県名古屋市昭和区広路町北石坂102-4
セガ イオンタウン 名西 愛知県名古屋市西区香呑町六丁目49-1 https://tempo.sega.jp/am/meisei/

セガ mozoワンダーシティ 上小田井 愛知県名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ4F https://tempo.sega.jp/am/kamiotai

モーリーファンタジー ワンダーシティ店 愛知県名古屋市西区二方町40 イオンワンダーシティ店3階
ドリームプラネット今池 愛知県名古屋市千種区今池5-10-1 ドン･キホーテ今池3階
タイトーステーション 大須店 愛知県名古屋市中区大須3-20-7 https://www.taito.co.jp/store/00002035

タイトーステーションフェドラ大須店 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 https://www.taito.co.jp/store/00002180

ラウンドワンスタジアム 中川1号線店愛知県名古屋市中川区法蔵町2-23 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/aichi-nakagawa1.html

ファンタジックランド太平通店 愛知県名古屋市中川区宮脇町2-11 ヨシヅヤ太平通り店3F
namco名古屋駅前店 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 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/nagoyaekimae/

セガマーケットスクエアササシマ 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ササシマ https://tempo.sega.jp/am/sasashima/

namcoイオンモールナゴヤドーム前店 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 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/nagoyadomemae/

モーリーファンタジーナゴヤドーム前店 愛知県名古屋市東区矢田南4丁目102-3 イオンナゴヤドーム前3階
モーリーファンタジー･f新瑞橋店 愛知県名古屋市南区菊住1-7-10 イオン新瑞橋店3階
セガ 金山 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2 https://tempo.sega.jp/am/kanayama

namcoイオンモール熱田店 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/game_center/loc/atsuta/

名古屋レジャーランド大高 愛知県名古屋市緑区大高町忠治山12-1 https://www.leisurelan.co.jp/shop/ootaka.html

モーリーファンタジー大高店 愛知県名古屋市緑区南大高2丁目450番地 イオン大高店3階
namcoイオンモール大高店 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 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/odaka/

ソユーブレーメンタウン 鳴海店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山3番地9 アピタ鳴海店2F https://soyu-am.jp/shop/narumi/

プラサカプコン徳重店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重18番地44 ヒルズウォーク徳重ガーデンズ ガーデン棟2階 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/tokusige/index.html

ラウンドワン 鳴海店 愛知県名古屋市緑区鳴海町杜若28 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/aichi-narumi.html

タイトーステーション 弥富店 愛知県弥富市五明蒲原1371-4 https://www.taito.co.jp/store/00001690

ファンタジックランド清洲店 愛知県清須市西市場5-5-3 ヨシヅヤ清洲店3F
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三重県 モーリーファンタジー伊勢ララパーク店 三重県伊勢市小木町曽祢538 イオンタウン伊勢SC2階

セガ 伊勢 三重県伊勢市中須町666 https://tempo.sega.jp/am/ise/

楽市楽座イオンモール東員店 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510-1 https://rakupa.jp/

PALO桑名店 三重県桑名市新西方1丁目22番地 イオンSC2階
モーリーファンタジー桑名店 三重県桑名市新西方1丁目22番地 イオン桑名店SCイオン桑名店1番街3F
セガワールド 桑名 三重県桑名市大字大仲新田字宮前158番地 サンシパーク内 https://tempo.sega.jp/am/kuwana

ラウンドワンスタジアム  ミエ･川越IC店 三重県三重郡川越町大字南福崎851-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/mie-mie.html

プレビ トナリエ四日市店 三重県四日市市安島1-3-31 トナリエ5階
セガ 生桑 三重県四日市市生桑町字川原崎299-1 https://tempo.sega.jp/am/ikuwa

アピナ四日市店 三重県四日市市泊小柳町4-34 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/24-02

モーリーファンタジー四日市泊店 三重県四日市市泊小柳町4-5 イオンタウン四日市泊2階
クラブセガ アドバンスモール 松阪 三重県松坂市田村町235-1 https://tempo.sega.jp/am/matsuzaka

タイトーステーション イオンモール明和店 三重県多気郡明和町中村1223 イオンモール明和2F https://www.taito.co.jp/store/00001704

モーリーファンタジー津城山店 三重県津市久居小野辺町1130-7 イオンタウン津城山店2階
モーリーファンタジーイオンモール津南店 三重県津市高茶屋小森町145 イオンモール津南店3F
PALOイオンモール津南店 三重県津市高茶屋小森町145 イオンモール津南店3階
ラウンドワン 津･高茶屋店 三重県津市高茶屋小森町277-8 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/mie-takajaya.html

クラブセガ 名張 三重県名張市希央台3-15 https://tempo.sega.jp/am/nabari

namcoイオンモール鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2 イオンモール鈴鹿2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/suzuka/

モーリーファンタジー鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2 イオン鈴鹿店2F
アピナ鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野羽山4丁目20番1号 イオンタウン鈴鹿 2F https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/24-01

アミパラ鈴鹿店 三重県鈴鹿市西条町字東澤430-1 http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=5

滋賀県 モーリーファンタジー近江八幡店 滋賀県近江八幡市鷹飼町南3丁目7番 イオン近江八幡3F
タイトーFステーション イオン近江八幡店 滋賀県近江八幡市鷹飼町南3丁目7番地 イオン近江八幡 2番街 1階 https://www.taito.co.jp/store/00002049

セガ 甲西 滋賀県湖南市夏見二ツ橋356-1 https://tempo.sega.jp/am/kousei

ゲームフィールド 守山店 滋賀県守山市今浜町2620-5 ピエリ守山店1F https://soyu-am.jp/shop/moriyama/

ゲームランド草津店 滋賀県草津市新浜町300 イオンモール草津3F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_kusatsu/index.html

セガエイスクエア草津 滋賀県草津市西渋川1-23-23 AーSQUARE SARA新棟2F https://tempo.sega.jp/am/kusatsu

アミパラ草津店 滋賀県草津市木川町72 http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=6

滋賀レジャーランド 大津店 滋賀県大津市ニオノ浜3-1-43 イオンタウンアヤハプレザ内 https://www.leisurelan.co.jp/shop/ootsu.html

モーリーファンタジー大津一里山店 滋賀県大津市一里山7-1-1フォレオ大津一里山2階
ラウンドワンスタジアム 浜大津アーカス店 滋賀県大津市浜町2-1 浜大津アーカス4F http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/shiga-hamaotsu.html

スキップパーク 滋賀県大津市本堅田5-20-10 アル･プラザ堅田内3F
namcoビバシティ彦根店 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43-1 ビバシティ彦根2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/hikone/

京都府 モーリーファンタジー久御山店 京都府久世郡久御山町森南大内156-1 イオン久御山店2F
プレイランド 京都店 京都府京都市右京区山ノ内池尻町1-1 京都ファミリー3F https://soyu-am.jp/shop/kyoto/

プラサカプコン 京都店 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 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kyoto/index.html

モーリー洛北阪急スクエア店 京都府京都市左京区高野西開町36 洛北阪急スクエア店2階 区画番号2180
ラウンドワン京都河原町店 京都府京都市中京区河原町通三条下ル山崎町250 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/kyoto-kawaramachi.html

GAME PANIC京都 京都府京都市中京区桜之町415 京都松竹座ビル https://www.leisurelan.co.jp/shop/kyoto.html

THE 3rd PLANET BiVi京都二条店 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町107 https://3rd-planet.jp/shop/bivi-kyoto2jo/

楽市楽座イオンモール京都桂川店 京都府京都市南区久世高田町376-1イオンモール京都桂川店3階 https://rakupa.jp/

モーリーファンタジー京都桂川店 京都府京都市南区久世高田町376番1 イオンモール京都桂川店 3F
namcoイオンモールKYOTO店 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 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/kyoto-nishikujyo/

ゲームメイト京都店 京都府京都市南区東九条西山王町31番地 アバンティ6F
ラウンドワンスタジアム 京都伏見店 京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町131 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/kyoto-kyotofushimi.html

セガワールド 六地蔵 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32 京都ショッピングセンター 2F https://tempo.sega.jp/am/rokujizo

ジョイパーク精華台 京都府相楽郡精華町精華台9-2-4 アピタタウンケイハンナ西館2階
namcoラポール店 京都府舞鶴市南浜町27-5 ラポール3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/laport/

モーリーファンタジー福知山店 京都府福知山市岩井79-8 イオン福知山店2階
モーリーファンタジー高ノ原店 京都府木津川市相楽台1-1-1 イオンSC高ノ原店4階

大阪府 天王寺パスカ 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-51
アクス 大阪府大阪市中央区難波1-1-3
難波ヒルズ 大阪府大阪市中央区難波3-2-34
ラウンドワン岸和田店 大阪府岸和田市八阪町2-11-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/osaka-kishiwada.html

タイトーステーション 摂津富田店 大阪府高槻市大畑町13-1 イオンフードスタイル摂津富田店2階 https://www.taito.co.jp/store/00002182

ラウンドワンスタジアム 高槻店 大阪府高槻市辻子3-6-4 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/osaka-takatuki.html

ラウンドワンスタジアム 堺駅前店 大阪府堺市堺区戎島町4-44-3 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/osaka-sakaiekimae.html
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GAME PANIC堺店 大阪府堺市堺区築港八幡町1ー1 堺浜エンタメ館内1F https://www.leisurelan.co.jp/shop/sakai.html

ソユーゲームフィールド 堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 イオンモール堺鉄砲町3F https://soyu-am.jp/shop/sakaiteppocho/

NAMCOLAND鳳店 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12 アリオ鳳アリオモール3F3280 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/otori/

ラウンドワンスタジアム 堺中央環状店 大阪府堺市東区石原町2-241 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/osaka-sakaityuuou.html

セガワールド 松原 大阪府堺市東区八下町3-10 https://tempo.sega.jp/am/matsubara

楽市楽座イオンモール四条畷店 大阪府四條畷市砂4-3-2イオンモール四条畷店3F3028 https://rakupa.jp/

ラウンドワン  守口店 大阪府守口市佐太東町2-6-14 ジャガーグリーン2F http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/osaka-moriguchi.html

namcoイオンモール大日店 大阪府守口市大日東町1-18 イオンモール大日4F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/dainichi/

YAZ 寝屋川店 大阪府寝屋川市石津中町25-26 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/30-01

ENTERTAINMENT FIELD ララポートEXPOCITY店 大阪府吹田市千里万博公園2-1 3F 30060 https://soyu-am.jp/shop/expocity/

ソユーゲームフィールド 泉南店 大阪府泉南市リンクウ南浜3番地ノ12 イオンモールリンクウ泉南2F https://soyu-am.jp/shop/sennan/

セガワールド アポロ 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 アポロビル 3F https://tempo.sega.jp/am/apollo

タイトーFステーションアベノアポロ店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 キンエイアポロビル4階 https://www.taito.co.jp/store/00002032

ソユーウェスタンシティ 大阪府大阪市此花区島屋六丁目2番82号 ユニバーサル･シティビル3F https://soyu-am.jp/shop/westerncity/

ATCアソビマーレ 大阪府大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ITM棟 5F
セガ 今福 大阪府大阪市城東区今福東1-9-34 https://tempo.sega.jp/am/imafuku

ラウンドワンスタジアム 城東放出店 大阪府大阪市城東区今福南3-4-38 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/osaka-zyoutouhanaten.html

ラウンドワンスタジアム 千日前店 大阪府大阪市中央区難波1-3-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/osaka-sennichimae.html

タイトーステーション 難波店 大阪府大阪市中央区難波千日前15-12 https://www.taito.co.jp/store/00001910

namcoイオンモール鶴見緑地店 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 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/tsurumiryokuchi/

ラウンドワン 東淀川店 大阪府大阪市東淀川区菅原7-14-29 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/osaka-higashiyodogawa.html

namco梅田店 大阪府大阪市北区小松原町3番3号 OSビル2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/umeda/

ラウンドワン梅田店 大阪府大阪市北区小松原町4-16 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/osaka-umeda.html

アミュージアム茶屋町店 大阪府大阪市北区茶屋町15-34 https://www.amuseum.jp/store/79.html

クラブセガ 東梅田 大阪府大阪市北区堂山町9-28 https://tempo.sega.jp/am/higashiumeda

ハイテクランドセガ ミスト2 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 駅前第4ビル B1F https://tempo.sega.jp/am/mist2

namco大阪日本橋店 大阪府大阪市浪速区難波中2-1-17 コスモビル1~3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/nipponbashi/

セガ 難波アビオン 大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15 MMOビル 1F･2F https://tempo.sega.jp/am/avion

namcoナンバパークス店 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10番70号 ナンバパークス6F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/nambaparks/

タイトーステーション 大阪日本橋店 大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-14 https://www.taito.co.jp/store/00002024

タイトーFステーション 住道店 大阪府大東市赤井1丁目4番3号 https://www.taito.co.jp/store/00001998

セガ 東大阪 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64 https://tempo.sega.jp/am/higashioosaka/

ラウンドワン  東大阪店 大阪府東大阪市若江南町1-2-12 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/osaka-higashiosaka.html

セガワールド 布施 大阪府東大阪市長堂1-1-1 ロンモール布施内 https://tempo.sega.jp/am/fuse

プラサカプコン藤井寺店 大阪府藤井寺市岡2丁目10番11号 イオン藤井寺ショッピングセンター 2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/cat/index.html

タイトーステーション アリオ八尾店 大阪府八尾市光町2-3 イトーヨーカドーアリオ八尾3F https://www.taito.co.jp/store/00001888

セガ 新三国アルゴ7 大阪府豊中市神州町1-15 アルゴセブンビル2階 https://tempo.sega.jp/am/shinmikuni/

ラウンドワン  豊中店 大阪府豊中市名神口1-1-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/osaka-toyonaka.html

ラウンドワンスタジアム 枚方店 大阪府枚方市高野道1-20-20 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/osaka-hirakata.html

セガワールド 枚方 大阪府枚方市須山町83-1 サンシャインプラザ枚方内 https://tempo.sega.jp/am/hirakata

namcoクズハモール店 大阪府枚方市楠葉花園町10ー85 KUZUHAMALL南館2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/kuzuha-mall/

セガ ニトリモール 枚方 大阪府枚方市北山1-2-1 ニトリモール枚方2F https://tempo.sega.jp/am/hirakata_n/

ソユーゲームフィールド箕面店 大阪府箕面市西宿一丁目15番30号 ミノオキューズモールCENTER棟2F https://soyu-am.jp/shop/minoh/

ラウンドワン ララポート和泉店 大阪府和泉市アユミ野4-4-7 4F http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/osaka-izumi.html

兵庫県 モーリーファンタジー伊丹昆陽店 兵庫県伊丹市池尻4-1-1 イオン伊丹昆陽店3階
テクモピアフォーレ伊丹店 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 イオンモール伊丹3階 http://www.wave.koeitecmo.co.jp/109shop-0458-itami.html

モーリーファンタジー伊丹店 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 イオン伊丹店3階
モーリーファンタジー加西北条店 兵庫県加西市北条町北条308-1 イオン加西北条店2階
モーリーファンタジージェームス山店 兵庫県神戸市垂水区青山台7-7-1 イオンジェームス山店1階
タイトーFステーション イオンフードスタイル神戸学園店 兵庫県神戸市西区学園西町1-4 https://www.taito.co.jp/store/00002216

namco三宮OS店 兵庫県神戸市中央区加納町4-2-1 神戸阪急ビル東館1F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/sannomiya-os/

ラウンドワン 三宮駅前店 兵庫県神戸市中央区小野柄通6-1-17 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/hyogo-sannomiya.html

セガ 神戸umie モザイク 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1 神戸ハーバーランドumieMOSAIC https://tempo.sega.jp/am/kobe-mosaic/

セガ フェニックスプラザ 摩耶 兵庫県神戸市灘区味泥町6-1 フェニックスプラザ1F https://tempo.sega.jp/am/maya/

namcoイオンモール神戸南店 兵庫県神戸市兵庫区中之島2-1-1 イオンモール神戸南3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/kobeminami/

モーリーファンタジー神戸北店 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 イオン神戸北店3階
楽市楽座イオンモール神戸北店 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1イオンモール神戸北3F https://rakupa.jp/

セガ コロワ甲子園 兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3 コロワ甲子園 https://tempo.sega.jp/am/Corowa
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セガ ララポート 甲子園 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100 ララポート甲子園2050ソニックタウン https://tempo.sega.jp/am/koshien

モーリーファンタジー猪名川店 兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1 イオン猪名川店3階
モーリーファンタジー尼崎店 兵庫県尼崎市次屋3-13-18 イオン尼崎店2階
タイトーステーション 尼崎ツカシン店 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1 SCツカシン内東町北館3階 https://www.taito.co.jp/store/00001884

セガ ツカシン 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1 ツカシン内 https://tempo.sega.jp/am/tsukashin

クラブセガ 姫路OS 兵庫県姫路市駅前町254 姫路OSビル B1F https://tempo.sega.jp/am/himeji-OS

タイトーFステーション 姫路店 兵庫県姫路市駅前町269番地,270番地 https://www.taito.co.jp/store/00002172

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 イオンモール姫路リバーシティ2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/himeji/

モーリーファンタジー姫路RC店 兵庫県姫路市飾磨区細江2560番地 イオン姫路RC店2階
ラウンドワン 姫路飾磨店 兵庫県姫路市飾磨区中島1-254 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/hyogo-shikama.html

モーリーファンタジー姫路大津店 兵庫県姫路市大津区大津町2丁目5番 イオンモール姫路大津店 2階
モーリーファンタジー明石店 兵庫県明石市大久保町ユリノキ通3-3-1 イオン明石3番街3階
aivis太子店 兵庫県揖保郡太子町太田2149

奈良県 ラウンドワン 奈良ミ･ナーラ店 奈良県奈良市二条大路南1-3-1 ミ･ナーラ5階 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/nara-nara.html

モーリーファンタジー橿原店 奈良県橿原市曲川町7-20-1 イオン橿原店2階
ソユーゲームフィールド 奈良橿原店 奈良県橿原市曲川町七丁目20番1 イオンモール橿原3F https://soyu-am.jp/shop/kashihara/

モーリーファンタジー大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町741 イオン大和郡山店3階
楽市楽座イオンモール大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町741-333イオンモール大和郡山3F https://rakupa.jp/

ラスパ西大和店ゲームコーナー 奈良県北葛城郡上牧町ササユリ台一丁目1番1号 ラスパ西大和店2階 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/nishiyamato/

和歌山県 タイトーFステーション オークワロマンシティ御坊店 和歌山県御坊市湯川町財部181番地 https://www.taito.co.jp/store/00002178

タイトーFステーション スーパーセンターオークワ南紀店 和歌山県新宮市佐野3-11-19 スーパーセンターオークワ南紀店 https://www.taito.co.jp/store/00002222

namcoオークワパビリオンシティ田辺店 和歌山県田辺市稲成町新江原3165 パビリオンシティ田辺店C館2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/tanabe/

ラウンドワンスタジアム 和歌山店 和歌山県和歌山市小雑賀739-3 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/wakayama-wakayama.html

タイトーFステーション セントラルシティ和歌山店 和歌山県和歌山市小雑賀805-1 セントラルシティ和歌山店1階 https://www.taito.co.jp/store/00002076

NICOPA和歌山店 和歌山県和歌山市新生町7-20 イズミヤ和歌山店2階
ユーズランド和歌山店 和歌山県和歌山市中字楠谷573番地 イオンモール和歌山2F 区画番号2059 ユーズ㈱第3事業部

鳥取県 モーリーファンタジー日吉津店 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1 イオンモール日吉津イオン日吉津店2階
アミパラ日吉津店 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1 イオンモール日吉津店西館 http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=20

セガ 鳥取 鳥取県鳥取市安長416 https://tempo.sega.jp/am/tottori

セガワールド 米子 鳥取県米子市両三柳2778-2 https://tempo.sega.jp/am/yonago

島根県 youme CIRCUS(出雲店) 島根県出雲市大塚町650-1 ユメタウン出雲 東館3F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_izumo/index.html

モーリーファンタジー 出雲店 島根県出雲市渡橋町1066 イオンモール出雲 3階
セガ 松江 島根県松江市嫁島町12-15 https://tempo.sega.jp/am/matsue

モーリーファンタジーPALO松江店 島根県松江市東朝日町151 イオンSC松江店3階
岡山県 お宝発見岡山店 岡山県岡山市南区当新田121

ラウンドワンスタジアム 岡山妹尾店 岡山県岡山市南区妹尾3413-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/okayama-senoo.html

セガ イオンモール 岡山 岡山県岡山市北区下岩井1-2-1 イオンモール岡山内6階6024-1区画 https://tempo.sega.jp/am/okayama/

モーリーファンタジーf 岡山店 岡山県岡山市北区下石井1丁目2番1号 イオンモール岡山4階
プレビ ポルカ天満屋ハピータウン高梁店 岡山県高梁市中原町1084-1 ポルカ天満屋ハピータウン内2階 プレビプレイランドコーナー ココロッコ

ハッピーランド山陽店 岡山県赤磐市下市133 マルナカ山陽店2階
ハッピーランド鴨方店 岡山県浅口市鴨方町六条院中2128-1 天満屋ハピータウン3F
タイトーFステーション マルナカ新倉敷店 岡山県倉敷市玉島爪先981-1 https://www.taito.co.jp/store/00002092

ユーズランド倉敷店 岡山県倉敷市水江1番地 イオンモール倉敷2F ユーズ㈱第1事業部
モーリーファンタジーイオン倉敷店 岡山県倉敷市水江1番地 イオン倉敷1階
セガ 倉敷 岡山県倉敷市西中新田535-2 https://tempo.sega.jp/am/kurashiki

モーリーファンタジー津山店 岡山県津山市河辺1000-1 イオン津山店2階
広島県 namcoイオンモール広島府中店 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 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/hiroshima/

モーリーファンタジー広島府中店 広島県安芸郡府中町大須2-1-1 イオン広島府中店3階
ピノッキースパティオ呉店 広島県呉市宝町5-10ユメタウン呉店 3階
モーリーファンタジー･ff広島祇園店 広島県広島市安佐南区祇園3-2-1 イオンSC広島祇園3階
タイトーステーション フジグラン緑井店 広島県広島市安佐南区緑井1-5-2 フジグラン緑井3F https://www.taito.co.jp/store/00001838

プラサカプコン広島店 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 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/hiroshima/index.php

ハッピーランドマリーナ店 広島県広島市西区観音新町4-14-36広島マリーナホップ内 http://www.marinahop.com/sp/shop/other/happy-land-marina.html

セガ LECT広島 広島県広島市西区扇2-1-45 LECT2F https://tempo.sega.jp/am/LECT_hiroshima/

プリフェスタサンモール店 広島県広島市中区紙屋町2-2-18 https://twitter.com/prifesta424

タイトーステーション 広島紙屋町店 広島県広島市中区紙屋町2-2-21 https://www.taito.co.jp/store/00001749

namco広島紙屋町店 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 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/hiroshima-kamiyacho/

タイトーステーション 広島本通店 広島県広島市中区本通3-5 セラカグ本通ビル https://www.taito.co.jp/store/00001938
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セガ 広島本通 広島県広島市中区本通9-30 ランドマークビル https://tempo.sega.jp/am/Hondori

ラウンドワン広島店 広島県広島市中区立町3-11 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/hiroshima-hiroshima.html

セガワールド 宇品 広島県広島市南区宇品西3-4 フタバ図書GIGA宇品店内 https://tempo.sega.jp/am/ujina

タイトーFステーション ユメタウンミユキ店 広島県広島市南区宇品西6丁目7番14号 ユメタウンミユキ2F https://www.taito.co.jp/store/00002089

namcoユメタウン広島店 広島県広島市南区皆実町2丁目8番17号 ユメタウン広島店342 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/hiroshima-youme1/

お宝買取団東広島店 広島県東広島市西条御条町6-20-4F
namcoフジグラン東広島店 広島県東広島市西条町御薗宇4405 フジグラン東広島店内 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/hiroshima-higashi/

ブラックジャック東広島店(BJ) 広島県東広島市西条町御薗宇6120
namcoユメタウン廿日市店 広島県廿日市市下平良二丁目2番1号3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/hatsukaichi2/

セガ 尾道 広島県尾道市新浜1-2-13 https://tempo.sega.jp/am/kissroad-opt

開放倉庫 福山店 広島県福山市神辺町川南413-1
タイトーステーション フジグラン神辺店 広島県福山市神辺町大字新道上字 2-10-26 フジグラン神辺店 3F https://www.taito.co.jp/store/00001860

セガワールド 福山 広島県福山市瀬戸町山北300 https://tempo.sega.jp/am/fukuyama

ピノッキースパティオ福山店 広島県福山市入船町3丁目1-60 ユメタウン福山2階
ラウンドワン福山店 広島県福山市明神町1-9-28 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/hiroshima-fukuyama.html

山口県 namcoフジグラン宇部店 山口県宇部市明神町三丁目1番1号 フジグラン宇部店2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/ube/

アミュージアム周南店 山口県下松市中央町21-3 ユメタウン下松3F https://www.amuseum.jp/store/73.html

ピノッキースパティオ南岩国店 山口県岩国市南岩国町1-20-30 2F
テクモピア阿知須店 山口県山口市阿知須4825-1 サンパークアジス2階 http://www.wave.koeitecmo.co.jp/112shop-0465-ajisu.html

セガ小郡 山口県山口市小郡前田町3-6 https://tempo.sega.jp/am/ogori/

namcoオノダサンパーク店 山口県山陽小野田市中川6丁目4番1号 オノダサンパークショッピングセンタ2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/onoda-sunpark/

アミパラ周南久米店 山口県周南市久米2834 イオンタウン周南久米 http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=23

ソユーファミリーゲームフィールド 防府店 山口県防府市鐘紡町7番1号 イオンタウン防府1F https://soyu-am.jp/shop/hofu/

PALO防府店 山口県防府市中央町1-3 イオン防府店3階
テクモピア柳井店 山口県柳井市駅南1-14 ミスターマックス柳井ショッピングセンターD棟 http://www.wave.koeitecmo.co.jp/110shop-0462-yanai2.html

徳島県 セガ 徳島 スエヒロボウル 徳島県徳島市南末広町4-95-2 https://tempo.sega.jp/am/tokushima/

ラウンドワン徳島･万代店 徳島県徳島市万代町4-19-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/tokushima-bandai.html

タイトーステーション フジグラン北島店 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須81-1 フジグラン北島店2F https://www.taito.co.jp/store/00001711

namcoユメタウン徳島店 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88番地ノ1 ユメタウン徳島2階 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/tokushima/

namcoフジグラン石井店 徳島県名西郡石井町高川原字天神544番地1 フジグラン石井店内2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/ishii/

香川県 モーリーファンタジー･f綾川店 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1 イオンSC綾川店3階
タイトーステーション 丸亀店 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 https://www.taito.co.jp/store/00001639

セガ 丸亀 香川県丸亀市蓬莱町56-1 https://tempo.sega.jp/am/marugame

ソユーゲームフィールド 高松店 香川県高松市香西本町1番地1 イオンモール高松2F https://soyu-am.jp/shop/takamatsu/

ユメタウン高松店 香川県高松市三条町中所608-1 ユメタウン高松店2Fユメランド https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/takamatsu/

ラウンドワンスタジアム 高松店 香川県高松市松島町2-7-43 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/kagawa-takamatu.html

セガ 高松 香川県高松市勅使町535 https://tempo.sega.jp/am/takamatsu

アミュージアム高松店 香川県高松市伏石町2144-9 1F https://www.amuseum.jp/store/67.html

愛媛県 ソユーフォレストハンター 松前店 愛媛県伊予郡松前町筒井850番地 エミフルMASAKI AM棟1F https://soyu-am.jp/shop/masaki/

タイトーFステーション 今治ワールドプラザ店 愛媛県今治市東村1-14-2 今治ワールドプラザ内 https://www.taito.co.jp/store/00002043

namcoフジグラン今治店 愛媛県今治市東門町5-13-1 フジグラン今治2階 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/imabari/

タイトーステーション 衣山店 愛媛県松山市衣山1丁目188 パルティ･フジ衣山内 https://www.taito.co.jp/store/00001697

アミパラ松山店 愛媛県松山市生石町655-1 http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=25

モーリーファンタジー 南松山 愛媛県松山市朝生田町5丁目1番25号 ジョー･プラ2F
ラウンドワン松山店 愛媛県松山市東長戸1-3-10 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/ehime-matsuyama.html

プラサカプコン新居浜店 愛媛県新居浜市前田町8-8 イオンモール新居浜2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/niihama/index.html

モーリーファンタジー新居浜店 愛媛県新居浜市前田町8番8号 イオン新居浜店2階
アミューズメントパークMG東予店 愛媛県西条市周布715-1 フジ東予店別棟
namcoフジグラン重信店 愛媛県東温市野田3-1-13 フジグラン重信店2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/shigenobu/

高知県 タイトーFステーション 野市店 高知県香南市野市町西野2007-1 フジグラン野市店内 https://www.taito.co.jp/store/00002133

プラサカプコン高知店 高知県高知市秦南町1-4-8 イオンモール高知2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kochi/index.html

モーリーファンタジー高知店 高知県高知市秦南町1-4-8 イオン高知店2階
セガワールド フジグラン 高知県高知市朝倉東町52-15 フジグラン高知 3F https://tempo.sega.jp/am/fujigrand

ラウンドワン高知店 高知県高知市南宝永町4-12 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/kochi-kochi.html

アミパラ高知店 高知県南国市篠原194-1 http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=26

福岡県 プラボ久留米店 福岡県久留米市新合川1丁目2番1号 ユメタウン久留米2階 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/kurume/

楽市街道クルメ店 福岡県久留米市新合川2-7-10久留米アミューズメントビル内 https://rakupa.jp/

マンガ倉庫 豆津バイパス店 福岡県久留米市大石町262-2
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ピノッキースパティオ行橋店 福岡県行橋市西宮市3丁目8-1 ユメタウン行橋2F
楽市楽座210トリアス店 福岡県糟屋郡久山町山田990 https://rakupa.jp/

楽市楽座イオンモール福岡店 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木192-1 https://rakupa.jp/

マンガ倉庫大川店 福岡県大川市向島1373-1 http://www.mangasouko.com/shop/ookawa.html

楽市楽座イオンモール大牟田店 福岡県大牟田市岬町3-4イオンモール大牟田店2階 https://rakupa.jp/

モーリーファンタジー大野城店 福岡県大野城市錦町4-1-1 イオン大野城3階
ラウンドワン大野城店 福岡県大野城市御笠川1-18-16 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/fukuoka-onojo.html

プレイランド 筑紫野ベレッサ店     福岡県筑紫野市美シガ丘南1-12-1 筑紫野ベレッサ2階
モーリーファンタジー筑紫野店 福岡県筑紫野市立明寺434-1 イオンモール筑紫野3F
楽市楽座イオンモール筑紫野店 福岡県筑紫野市立明寺434-1-337 https://rakupa.jp/

セガアリーナ 中間 福岡県中間市上蓮花寺3-1-1 https://tempo.sega.jp/am/nakama

プラサカプコン直方店 福岡県直方市湯野原2-1-1 イオンモール直方2F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/nogata/index.html

モーリーファンタジー直方店 福岡県直方市湯野原2丁目1番1号 イオン直方店2階
マンガ倉庫八女店 福岡県八女市吉田原尾123 http://www.mangasouko.com/shop/yame.html

楽市楽座イオン穂波店 福岡県飯塚市枝国666-48イオン穂波店2F https://rakupa.jp/

タイトーステーション マリノア店 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 https://www.taito.co.jp/store/00001676

楽市楽座福重店 福岡県福岡市西区石丸4-263-1 https://rakupa.jp/

楽市楽座イオンモール福岡伊都店 福岡県福岡市西区徳永1-3-1イオンモール福岡伊都SC別館 https://rakupa.jp/

モーリーファンタジーマリナタウン店 福岡県福岡市西区豊浜3-1-10ショッパーズモールマリナタウン2F
モーリーファンタジー福岡伊都店 福岡県福岡市西区北原1丁目2-1イオンモール福岡伊都3階
モーリーファンタジー笹丘店 福岡県福岡市中央区笹丘1-28-74イオン笹丘店B1F
namcoマークイズ福岡モモチ店 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1 マークイズ福岡モモチ店4F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/fukuoka-momochi/

ラウンドワン福岡天神店 福岡県福岡市中央区天神2-6-12 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/fukuoka-tenzin.html

タイトーステーション 福岡天神店 福岡県福岡市中央区天神2-6-35 サザンクロスビル https://www.taito.co.jp/store/00001649

セガ福岡天神 福岡県福岡市中央区天神2-7-6 DADAビル https://tempo.sega.jp/am/tenjin/

モーリーファンタジー香椎浜店 福岡県福岡市東区香椎浜3-12-1 イオンモール香椎浜店2階
namcoユメタウン博多店 福岡県福岡市東区東浜1-1-1 ユメタウン博多店 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/hakata-youme/

楽市街道箱崎店2F 福岡県福岡市東区箱崎5-1-8楽市街道箱崎店内2F https://rakupa.jp/

タイトーステーション キャナルシティ博多店 福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティ博多4F https://www.taito.co.jp/store/00001940

G-pala博多 福岡県福岡市博多区東光寺町2丁目6-40 コマーシャルモール博多2階
namco博多バスターミナル店 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 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/hakata/

タイトーFステーション ヨドバシ博多店 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 https://www.taito.co.jp/store/00002085

ラウンドワンスタジアム 博多･半道橋店 福岡県福岡市博多区半道橋2-2-8 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/fukuoka-hanmichibashi.html

スマイルステーション戸畑店 福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2イオン戸畑3F https://twitter.com/smile_tobata

モーリーファンタジー若松店 福岡県北九州市若松区二島1-3-1 イオン若松店2階
タイトーステーション サニーサイドモール小倉店 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10-1 https://www.taito.co.jp/store/00002140

楽市楽座砂津店 福岡県北九州市小倉北区砂津3-1-1チャチャタウン小倉B棟3F https://rakupa.jp/

タイトーステーション リバーウォーク店 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4F 5409 https://www.taito.co.jp/store/00001767

ラウンドワンスタジアム 小倉店 福岡県北九州市小倉北区西港町15-65 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/fukuoka-kokura.html

楽市楽座黒崎店 福岡県北九州市八幡西区桜ケ丘町1-3 https://rakupa.jp/

楽市楽座イオンモール八幡東店 福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102 イオンモール八幡東SC3F https://rakupa.jp/

モーリーファンタジー八幡東店 福岡県北九州市八幡東区東田3丁目2-102 イオン八幡東3階
佐賀県 namcoモラージュ佐賀店 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730 モラージュ佐賀 南館1F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/saga-mallage/

楽市楽座303佐賀大和店 佐賀県佐賀市大和町尼寺2965 https://rakupa.jp/

モーリーファンタジー佐賀大和店 佐賀県佐賀市大和町尼寺3535番地 イオンモール佐賀大和店2階
ラウンドワンスタジアム 佐賀店 佐賀県佐賀市兵庫北4-2-1 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/saga-saga.html

namcoユメタウン佐賀店 佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1 ユメタウン佐賀店2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/saga/

モーリーファンタジー唐津店 佐賀県唐津市鏡字立神4671 イオン唐津店2階
セガ 武雄 佐賀県武雄市武雄町大字富岡12517-1 https://tempo.sega.jp/am/saga-takeo/

ユメタウン武雄店 佐賀県武雄市武雄町武雄4992 ユメタウン武雄2Fユメキッズ https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/takeo/

長崎県 マンガ倉庫広田店 長崎県佐世保市広田3-38-46
モーリーファンタジー大塔店 長崎県佐世保市大塔町14-2 イオン大塔店3階
モーリーファンタジー時津店 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷751-5 イオン時津店2階
ソニックワールド 大村店 長崎県大村市古賀島町383-1 なし

モーリーファンタジー大村店 長崎県大村市幸町25-200 イオン大村店2階
セガワールド サンスパオオムラ 長崎県大村市森園町663-3 https://tempo.sega.jp/am/sunspa-omura

namcoユメタウン夢彩都店 長崎県長崎市元船町10-1 夢彩都4F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/nagasaki/

モーリーファンタジー東長崎店 長崎県長崎市田中町1027-8 イオン東長崎店2F
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タイトーステーション アミュプラザ長崎店 長崎県長崎市尾上町1-1 アミュプラザ長崎4F https://www.taito.co.jp/store/00002127

モーリーファンタジー有家店 長崎県南島原市有家町山川135-1 イオン有家店1階
ハイテクセガ モミノ木村 長崎県諫早市小川町90-1 https://tempo.sega.jp/am/mominokimura

楽市楽座諫早店 長崎県諫早市長野町1086-17 https://rakupa.jp/

熊本県 楽市楽座小川店 熊本県宇城市小川町河江1-1 https://rakupa.jp/

namcoイオンモール宇城店 熊本県宇城市小川町河江1-1 イオンモール宇城2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/uki/

タイトーステーション ユメタウン光ノ森店 熊本県菊池郡菊陽町光ノ森7丁目33番地1 ユメタウン光ノ森2F https://www.taito.co.jp/store/00001804

namcoユメタウン光ノ森店 熊本県菊池郡菊陽町光ノ森7丁目39番1 ユメタウン光ノ森南館3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/hikarinomori/

楽市楽座 イオン錦店 熊本県球磨郡錦町西字打越715-1イオン錦店内 https://rakupa.jp/

ラウンドワンスタジアム 熊本店 熊本県熊本市西区春日7-25-15 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/kumamoto-kumamoto.html

namcoWC南熊本店 熊本県熊本市中央区九品寺6丁目9番1 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/kumamoto-minami/

namcoサクラマチクマモト店 熊本県熊本市中央区桜町3-10 サクラマチクマモト3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/sakuramachi-kumamoto/

THE 3RD PLANET 下通リ店 熊本県熊本市中央区手取本町4-12 https://3rd-planet.jp/shop/shimodori/TW（＠3rd-shimotoori）

タイトーステーション 熊本下通セカンド店 熊本県熊本市中央区新市街6-7 https://www.taito.co.jp/store/00002227

ユメタウンサンピアンアミューズパーク 熊本県熊本市東区上南部二丁目2番2号 ユメタウンサンピアン3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/sanpian/

THE 3RD PLANET 荒尾店 熊本県荒尾市原万田700-1 https://3rd-planet.jp/shop/arao/TW（＠3rd-arao）

モーリーファンタジー熊本店 熊本県上益城郡嘉島町上島字長池2232 イオン熊本店2階
楽市楽座イオンモール熊本店 熊本県上益城郡嘉島町上島長池2232イオンモール熊本店2階4007 https://rakupa.jp/

マンガ倉庫八代店 熊本県八代市沖町3989-1
タイトーステーション ユメタウン八代店 熊本県八代市建馬町3-1 ユメタウン八代2F https://www.taito.co.jp/store/00001871

大分県 マンガ倉庫  大分東店 大分県大分市皆春内門604
モーリーファンタジーパークプレイス大分店 大分県大分市公園通リ西2丁目-1 イオンパークプレイス大分店2階
プラサカプコン大分店 大分県大分市公園通リ西2丁目1番 パークプレイス大分2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/oita/index.html

namcoトキハワサダタウン店 大分県大分市大字玉沢字楠本755-1 トキハワサダタウン内2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/wasada/

タイトーFステーション セントポルタ大分店 大分県大分市中央町2-1-1 https://www.taito.co.jp/store/00002114

マンガ倉庫 大分ワサダ店 大分県大分市田尻85-1
ラウンドワンスタジアム 大分店 大分県大分市萩原2-13-17 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/oita-oita.html

セガワールド 高城 大分県大分市牧1-161-8 https://tempo.sega.jp/am/takajo

タイトーステーション アミュプラザオオイタ店 大分県大分市要町1-14 アミュプラザオオイタ4F https://www.taito.co.jp/store/00002048

タイトーFステーション ユメタウン別府店 大分県別府市楠町382-7 ユメタウン別府店 3階         https://www.taito.co.jp/store/00002198

宮崎県 モーリーファンタジー延岡店 宮崎県延岡市旭町2-2-1 イオン延岡店2階
セガ 延岡 宮崎県延岡市平原町5-1492-8 https://tempo.sega.jp/am/nobeoka/

楽市楽座イオンモール宮崎店 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1イオンモール宮崎店2F https://rakupa.jp/

モーリーファンタジー宮崎店 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1イオン宮崎2階
ラウンドワンスタジアム 宮崎店 宮崎県宮崎市中村東3-4-60 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/miyazaki-miyazaki.html

マンガ倉庫都城店 宮崎県都城市吉尾町840
モーリーファンタジー都城店 宮崎県都城市早鈴町1950 イオン都城店2階
マンガ倉庫日向店 宮崎県日向市日知屋14798-1

鹿児島県 モーリーファンタジー姶良店 鹿児島県姶良市西餠田264-1 外F イオンタウン姶良 3階
ラウンドワンスタジアム 鹿児島宇宿店 鹿児島県鹿児島市宇宿2-2-2 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/kagoshima-kagoshima.html

タイトーFステーション N'sCITY谷山店 鹿児島県鹿児島市卸本町5-35 ニシムタ N'sCITY谷山店2階 https://www.taito.co.jp/store/00002188

マンガ倉庫 鹿児島店 鹿児島県鹿児島市小松原1-6-7
サンゲームス天文館店 鹿児島県鹿児島市千日町5-6 https://3rd-planet.jp/shop/tenmonkan/

タイトーステーション アミュプラザ鹿児島店 鹿児島県鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島6F https://www.taito.co.jp/store/00001830

モーリーファンタジー鹿児島店 鹿児島県鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島店3階
THE 3RD PLANETジャングルパーク鹿児島店鹿児島県鹿児島市与次郎1-11-1フレスポジャングルパーク内2F https://3rd-planet.jp/shop/junglepark-kagoshima/

THE3RD PLANET 隼人店 鹿児島県霧島市隼人町見次427-1 https://3rd-planet.jp/shop/hayato/

沖縄県 namcoイオン具志川店 沖縄県ウルマ市字前原幸崎原303番地 イオン具志川SC2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/gushikawa/

モーリーファンタジー具志川店 沖縄県ウルマ市前原幸崎原303 イオン具志川店2階
namcoサンエー浦添西海岸パルコシティ店沖縄県浦添市西洲三丁目1番1 サンエー浦添西海岸パルコシティ3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/urasoe/

ラウンドワンスタジアム 沖縄･宜野湾店 沖縄県宜野湾市真志喜3-28-8 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/okinawa-ginowan.html

クラブセガ 北谷 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8 https://tempo.sega.jp/am/chatan

モーリーファンタジー北谷店 沖縄県中頭郡北谷町美浜8-3 イオン北谷店2階
モーリーファンタジー南風原店 沖縄県島尻郡南風原町宮平264 イオン南風原店2階
ラウンドワン沖縄･南風原店 沖縄県島尻郡南風原町字兼城552 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/okinawa-haebaru.html

namco那覇メインプレイス店 沖縄県那覇市オモロマチ4丁目4番地9号 サンエー那覇メインプレイス内2F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/naha/

モーリーファンタジー那覇店 沖縄県那覇市金城5-10-2 イオン那覇店3階
マンガ倉庫那覇店 沖縄県那覇市高良3-1-12
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namcoイーアス沖縄豊崎店 沖縄県豊見城市豊崎3-35 イーアス沖縄豊崎店3F https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/okinawa-toyosaki/

モーリーファンタジー名護店 沖縄県名護市名護見取川原4472 イオン名護店1階
モーリーファンタジー沖縄ライカム店 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地

オンライン クレーンゲームアプリ『トレバ』 https://www.toreba.net/landing

ネットキャッチャー ネッチ https://netch-jpn.com/?page=login

ネットクレーントルモ https://app.torumo.namco.co.jp/

カプコンネットキャッチャー カプとれ https://capcom-netcatcher.com/

クレッチャ https://cre-cha.com

オンラインクレーンゲーム クレマス https://claw.jp/index2.php

オンラインクレーンゲーム クラウドキャッチャー https://cloud-catcher.jp/

アイキャッチ事務局 https://www.icatch-online.com/?redirect=%2Fprizes

 タイトーオンラインクレーン  https://www.taito.co.jp/online_crane/

GOTON! https://segacatcher.com/

 MOLLY.ONLINE  https://www.molly.online/

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 


