取り扱い店舗

チェンソーマン ポチタダイカットクッション
都道府県
北海道
青森県

送り先様名
宝島函館店
セガ 弘前

タイトーステーション 青森ガーラモール店

ハロータイトーむつ
ユーズランド下田店
岩手県
宮城県

秋田県
山形県
福島県
茨城県

ゲームランド つがる柏店
セガ 水沢

モーリーファンタジー 土浦店

埼玉県

モーリーファンタジー つくば店
ユーズランド水戸内原店
宝島桐生店
ユーズランド太田店
ユーズランド高崎店
アピナ川越店
シルクハット川口店
セガ 所沢
宝島蓮田店
宝島浦和美園店
タイトーステーション 大宮店
ユーズランド越谷店

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県
富山県
石川県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県

アドアーズ千葉店
アドアーズアクアライン店
アミューズメントエース市川店
ゲームランド ちはら台店
シルクハット津田沼店
セガ 千葉
セガ 幕張
ソニックビーム松戸店
宝島新浦安店
宝島柏の葉店
宝島 幕張店

鹿児島県
沖縄県

https://www.fantasy.co.jp/shoplist/shop5485/
https://www.fantasy.co.jp/shoplist/shop5493/
https://www.fantasy.co.jp/shoplist/shop5501/

https://www.fantasy.co.jp/shoplist/shop3495/
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 http://www.yous-am.com/mitouchihara.html
群馬県桐生市永楽町5-10 MEGAドン・キホーテ桐生店3F https://www.takarajima-hd.co.jp/shops/kiryu/
群馬県太田市石原町８１番地 イオンモール太田
http://www.yous-am.com/ota.html
群馬県高崎市棟高町１４００番地イオンモール高崎２Ｆ
http://www.yous-am.com/takasaki.html
埼玉県川越市泉町1-1ウニクス南古谷 シネマ棟1階
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/11-03
埼玉県川口市栄町3丁目1-16
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/13/
埼玉県所沢市日吉町8-1
https://tempo.gendasega.jp/am/tokorozawa
埼玉県蓮田市東4丁目513 MEGAドン・キホーテ蓮田店
https://www.takarajima-hd.co.jp/shops/hasuda/
2F
埼玉県さいたま市緑区美園5-50-1イオンモール浦和美園 2F https://www.takarajima-hd.co.jp/shops/urawa̲misono/
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
埼玉県越谷市レイクタウン４丁目２番地２ イオンレイクタ
http://www.yous-am.com/koshigaya.html
ウンＫＡＺＥ３Ｆ
茨城県 つくば市稲岡６６−１

イオンモールつくば

イオンつくば店3階

千葉県千葉市中央区富士見2-4-15第1東和ビル1〜3
千葉県木更津市中島地先海ほたる4
千葉県市川市市川1-9-11サン市川ハイツ1F

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

千葉県習志野市津田沼1丁目2-1十三ビル地下1階
千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ビル
千葉県千葉市美浜区ひび野1-8メッセアミューズモール 1F
千葉県松戸市松戸1172-1
千葉県浦安市入船1-4-1イオン新浦安店4Ｆ
千葉県柏市若柴175ららぽーと柏の葉店3F
千葉県千葉市美浜区ひび野1-3イオン幕張店2F
千葉県千葉市中央区川崎町52-7 アリオ蘇我2F
千葉県柏市柏2-3-1
千葉県柏市大島田1-6-1 セブンパークアリオ柏3F
千葉県柏市十余二249-5
千葉県成田市ウイング土屋24 イオンモール成田 2F

https://www.adores.jp/
https://www.adores.jp/
https://www.takarajima-hd.co.jp/shops/ﬁchikawa/

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl̲chihara

MEGAドン・キホーテ浜

松可美店2F

https://www.takarajima-hd.co.jp/shops/hamamatsu/

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl̲okazaki

イオンモール東員店

開放倉庫米原店

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

愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/tokoname

https://www.taito.co.jp/store/00025385

https://tempo.gendasega.jp/am/kanayama
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ささしま https://tempo.gendasega.jp/am/sasashima/
愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121
https://tempo.gendasega.jp/am/imure
愛知県名古屋市中区大須3-20-7
https://www.taito.co.jp/store/00002035
愛知県 豊田市広路町１−１ イオンスタイル豊田3階
https://www.fantasy.co.jp/shoplist/shop3538/
愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３番２
浦２Ｆ

三重県員弁郡東員町大字長深字築田 ５１０-１

アミューズコーナー 滋賀県米原市顔戸1429

イオンモール東

イオンモール東員店3階

http://www.yous-am.com/higashiura.html
https://rakupa.jp/

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2階 https://www.fantasy.co.jp/shoplist/shop5512/
京都府 京都市南区久世高田町3761 イオンモール京都桂
モーリーファンタジー 京都桂川店
https://www.fantasy.co.jp/shoplist/shop5523/
川 イオン京都桂川店3階

タイトーステーション リバーウォーク店

タイトーステーション サニーサイドモール小倉店

大分県
宮崎県

イオン土浦

https://otakara-tendo.com/
https://www.taito.co.jp/store/00001968
https://tempo.gendasega.jp/am/mito
https://www.takarajima-hd.co.jp/shops/katsuta/
https://www.takarajima-hd.co.jp/shops/ksm/

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

タイトーステーション キャナルシティ博多店

長崎県
熊本県

店3階

イオンモール土浦

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/oomagari

ゲームランド 岡崎店
セガ 金山
セガマーケットスクエアささしま
セガ 飯村
タイトーステーション 大須店
モーリーファンタジー 豊田店

キッズインタイトーイオン春日井店

アミパラ アメイジングワールド
セガワールド アポロ
タイトーステーション 難波店
宝島岸和田店
宝島日根野店
アミパラ 加古川店
モーリーファンタジー 姫路大津店
アミパラ 橿原店
ユーズランド和歌山店
you me CIRCUS（出雲店）
アミパラ 岡山店
モーリーファンタジーｆ 岡山店
モーリーファンタジー 水島店
ユーズランド倉敷店
Bee'岡山店
あみぱらんど 福山店
アミパラ 周南久米店
アミパラ 松山店
モーリーファンタジー 松山店
アミパラ 高知店
プラサカプコン 高知店

福岡県

茨城県 土浦市上高津367

イオンスタイル水戸内原3階

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kashimura

https://tempo.gendasega.jp/am/mizusawa
https://www.taito.co.jp/store/00001173
https://www.taito.co.jp/store/00002107
https://www.takarajima-hd.co.jp/shops/funaoka/
https://tempo.gendasega.jp/am/sendai/
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/ishimaki
https://www.fantasy.co.jp/shoplist/shop3391/
http://www.game-bank.jp/

https://www.e-kitakan.com/
http://e-hamakan.info/
https://yume-fujihonten.com/
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/mark̲is

大阪府

高知県

イオンモール水戸内原

http://www.yous-am.com/shimoda.html

静岡県浜松市東区半田山５丁目３６１ アロマ半田 2F
静岡県浜松市東区安新町１０５ 浜松鑑定団
静岡県富士市中里2588-2
静岡県静岡市葵区柚木1026 MARK IS 静岡 3F
愛知県常滑市りんくう町2-20-3 イオンモール常滑 2F

楽市楽座

広島県
山口県
愛媛県

茨城県 水戸市内原2-1

https://www.takarajima-hd.co.jp/shops/hakodate/
https://tempo.gendasega.jp/am/hirosaki
https://www.taito.co.jp/store/00001781
https://www.taito.co.jp/store/00001540

浜北鑑定団
浜松鑑定団
夢大陸 富士本店
AMUSEMENT PARK（静岡店）
アミューズファクトリー 常滑店

三重県
滋賀県
京都府

奈良県
和歌山県
島根県
岡山県

Ｆ

静岡県浜松市南区東若林町11-1

ユーズランド東浦店

兵庫県

北海道函館市美原1-7-1 MEGAドン・キホーテ函館店2F
青森県弘前市大字末広1-3-3
青森県青森市三好2-3-19
青森県むつ市小川町2-4-8 前田百貨店内 4F
青森県上北郡おいらせ町中野平４０−１イオンモール下田１

http://matahari-entertainment.co.jp/shop/6/
https://tempo.gendasega.jp/am/chiba
https://tempo.gendasega.jp/am/makuhari
https://www.takarajima-hd.co.jp/shops/bmatsudo/
https://www.takarajima-hd.co.jp/shops/suy/
https://www.takarajima-hd.co.jp/shops/kashiwanoha/
https://www.takarajima-hd.co.jp/
タイトーステーション アリオ蘇我店
https://www.taito.co.jp/store/00001858
タイトーステーション 柏店
https://www.taito.co.jp/store/00001931
タイトーステーション セブンパークアリオ柏店
https://www.taito.co.jp/store/00002125
タイトーFステーション 柏中央店
https://www.taito.co.jp/store/00002131
プラサカプコン 成田店
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/narita
モーリーファンタジー おゆみ野店 千葉県 千葉市緑区おゆみ野南５丁目３７−１ イオンタウンおゆみ野2階 https://www.fantasy.co.jp/shoplist/shop3480/
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1〜3F
https://www.adores.jp/
https://www.adores.jp/
東京都江東区新砂3-4-31 南砂町 ショッピングセンターSUNAMO 4階
アドアーズ南砂町SUNAMO店
アピナ萩窪店
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
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.gendasega.jp/am/tachikawa
シルクハット蒲田西口店
東京都大田区西蒲田7-2-3第二醍醐ビル地下1階〜地上2階
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/17/
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3階
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/5/
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/
セガ 池袋GiGO
東京都豊島区東池袋1-21-1
https://tempo.gendasega.jp/am/ikebukuro
セガ 秋葉原1号館
東京都千代田区外神田1-10-9
https://tempo.gendasega.jp/am/akiba-1
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.gendasega.jp/am/kagurazaka
セガ 秋葉原3号館
東京都千代田区外神田1-11-11
https://tempo.gendasega.jp/am/akiba-new
東京都江戸川区瑞江2-1-2 ドン・キホーテ ラパーク瑞江店4F https://www.takarajima-hd.co.jp/shops/mizue/
宝島瑞江店
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
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
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
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 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
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.gendasega.jp/am/HLS-shibuya
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 いなりやビル B1F
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/isogo
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
東京都西多摩郡日の出町大字平井三吉野桜木２３７番地３
イオンモール日の出３Ｆ
http://www.yous-am.com/hinode.html
ユーズランド日の出店
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
神奈川県横浜市港南区上大岡西2-1-28 アカフーパーク本館2F
https://akafoopark.jp/shop/akafooamusement/
ｱｶﾌｰｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ ｼﾞｱｽ上大岡店
株式会社宝島ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ﾑﾄｽ相模 神奈川県相模原市中央区中央2-1-5
https://www.takarajima-hd.co.jp/shops/muthos/
シルクハット川崎ダイス店
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/7/
シルクハット川崎モアーズ店
神奈川県川崎市川崎区駅前本町7岡田屋モアーズ内 1・2階 http://matahari-entertainment.co.jp/shop/8/
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/
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1〜3階
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/9/
神奈川県横須賀市若松町1丁目5プライムビル2階
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/11/
シルクハット横須賀中央店
シルクハット伊勢佐木町店
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3丁目96日活会館3階
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/10/
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.gendasega.jp/am/ebina
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
タイトーステーション 溝の口店
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
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 2F
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kichijyoji
竜泉寺の湯 横浜鶴ヶ峰
神奈川県横浜市旭区白根８丁目８
https://tsurugamine.ryusenjinoyu.com/
上越レジャーランボウル
新潟県上越市下門前薬島827-2
https://www.yamazakiya.co.jp/shop/bowling/joetsu.html
ユーズランドとなみ店
富山県砺波市中神一丁目174 イオンモールとなみ2Ｆ
http://www.yous-am.com/tonami.html
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
http://www.yous-am.com/takaoka.html
MIRAINO イオンモール白山店
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
ホワイトベース河口湖店
山梨県富士吉田市松山1590番 ドン・キホーテ河口湖インター店内ゲームコーナー
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
長野県松本市中央4丁目9番51号 イ オンモール松本店風庭2階
https://rakupa.jp/
楽市楽座 イオンモール松本店
ゲームファンタジアン柳津店
岐阜市柳津町上佐波西３丁目６８番地
http://www.fantasian.co.jp/shop1.html
お宝中古市場 沼津店
静岡県沼津市松長12-3
https://otakara-numazu.com/
宝島浜松店

愛知県

店舗URL

青森県つがる市柏稲盛幾世41 イオンモールつがる柏 本館 2
岩手県奥州市水沢区佐倉河字鎧田4-1
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
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
株式会社宝島 あそびの広場新宝島
宮城県柴田郡柴田町西船迫2-1-15イオン船岡店2Ｆ
セガ 仙台
宮城県仙台市青葉区中央2-5-5三経60ビル
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 2F
モーリーファンタジー 古川店
宮城県 大崎市古川旭二丁目２−１ イオン古川店2階
GAME BANK 仙台泉店
宮城県仙台市泉区大沢2-5-4
プラサカプコン 大曲店
秋田県大仙市和合字坪立177 イオンモール大曲 2F
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 ペニーポット
お宝中古市場 山形天童店
山形県天童市大字山元1019-1
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
セガ 水戸
茨城県水戸市宮町1-7-44コムボックス310
茨城県ひたちなか市石川町1-1MEGAドン・キホーテ勝田店2F
宝島勝田店
宝島鹿嶋店
茨城県鹿嶋市宮中290-1ショッピングセンターチェリオ１F
茨城県 下妻市堀籠972-1 イオンモール下妻 イオン下妻
モーリーファンタジー 下妻店
店2階
モーリーファンタジー 水戸内原店

群馬県

送り先住所

プラサカプコン 直方店
楽市楽座 砂津店
モーリーファンタジー 大村店
ぐるぐる倉庫 熊本本店
楽市楽座 イオンモール熊本店
楽市楽座 小川店
ユーズランド三光店

タイトーステーション 仙台名掛丁店

モーリーファンタジー 宮崎店
モーリーファンタジー 南宮崎店

タイトーFステーション N'sCITY谷山店

クラブセガ 北谷

大阪府守口市佐太東町２丁目９ー１０

ジャガータウンセントラル2階

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31アポロビル 3F
大阪府大阪市中央区難波千日前15-12
大阪府岸和田市春木若松町21-1ラパーク岸和田店2F
大阪府泉佐野市日根野2496-1イオンモール日根野2F
兵庫県加古川市尾上町今福７１−２
兵庫県 姫路市大津区大津町2-5

イオンモール姫路大津

奈良県橿原市十市町1222-1

イオン姫路大津店2階

ツインゲート橿原1F

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

島根県出雲市大塚町650-1 ゆめタウン出雲 東館 3F
岡山県岡山市北区青江1丁目13-8
岡山県 岡山市北区下石井1-2-1 イオンモール岡山4階

https://tempo.gendasega.jp/am/apollo
https://www.taito.co.jp/store/00001910
https://www.takarajima-hd.co.jp/shops/kisiwada/
https://www.takarajima-hd.co.jp/shops/hineno/
http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=18
https://www.fantasy.co.jp/shoplist/shop5516/
http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=15
http://www.yous-am.com/wakayama.html

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl̲izumo

http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=2

https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy-f/shoplist/shop5524/

岡山県倉敷市水江一番地 イオンモール倉敷２Ｆ

https://www.fantasy.co.jp/shoplist/shop3678/
http://www.yous-am.com/kurashiki.html

広島県福山市三吉町南2-8-24
山口県周南市久米2834 イオンタウン周南久米
愛媛県松山市生石町655-1
愛媛県 松山市天山１丁目１３番５号 イオン松山店3階
高知県南国市篠原南国市篠原194-1
高知県高知市秦南町1-4-8 イオンモール高知東館3F

http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=10
http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=23
http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=25
https://www.fantasy.co.jp/shoplist/shop3698/
http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=26
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kochi

岡山県 倉敷市水島高砂町３番１１号
岡山県岡山市北区下中野344-106

マックスバリュ水島店1階

ドン・キホーテ下中野店内ゲームコーナー

福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1
4F 5409

リバーウォーク北九州

福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティ博多4F
福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10-1
福岡県直方市湯野原2-1-1 イオンモール直方 2F
福岡県北九州市小倉北区砂津３丁目 １−１

チャチャタウン小倉Ｂ棟３ Ｆ

長崎県 大村市幸町２５−２００ イオン大村店2階
熊本県熊本市南高江７−９−３３

https://www.taito.co.jp/store/00001767
https://www.taito.co.jp/store/00001940
https://www.taito.co.jp/store/00002140
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/nogata
https://rakupa.jp/
https://www.fantasy.co.jp/shoplist/shop3731/

https://rakupa.jp/
https://rakupa.jp/
大分県中津市三光佐知１０３２ イオンモール三光２Ｆ
http://www.yous-am.com/sankou.html
宮城県仙台市青葉区中央1-7-13
https://www.taito.co.jp/store/00001170
宮崎県 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 イオン宮崎店2階 https://www.fantasy.co.jp/shoplist/shop5530/
宮崎県 宮崎市大淀４−７−３０ イオン南宮崎店 3階
https://www.fantasy.co.jp/shoplist/shop3743/
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
沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8
https://tempo.gendasega.jp/am/chatan
熊本県上益城郡嘉島町大字上島長池 ２２３２
熊本県宇城市小川町河江1-1

イオンモール熊本店２F

イオン モール宇城店

サウスランドﾞ内

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

