
取り扱い店舗チェンソーマン ころっとマスコットBC 取り扱い店舗

北海道 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/

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/

ＰＡＬＯ江別店 北海道江別市幸町３５
げーむぱーくぎゃらくしー西友厚別店 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

ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ新さっぽろ店 北海道札幌市厚別中央2条5丁目　新さっぽろアークシティ　カテプリさっぽろ3Ｆ https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/shinsapporo/index.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/

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/

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/

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/

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

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

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

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

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

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

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

ラウンドワン 札幌すすきの店 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

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 札幌手稲店 北海道札幌市手稲区稲穂二条2-2-8
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

青森 ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ下田店 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田1F ﾕｰｽﾞ㈱第7事業部 http://www.yous-am.com/shimoda.html

ｎａｍｃｏエルムの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　エルムの街ＳＣ　本棟２階 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/goshogawara-elm/

ＰＡＬＯ五所川原店 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻６４１番１
ゲームフィールド弘前樋の口店 青森県弘前市樋の口二丁目9-6　イオンタウン弘前樋の口店 https://soyu-am.jp/shop/hinokuchi/

ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞつがる柏店 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 2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kashimura/index.html

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　さくら野百貨店弘前店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/

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

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/

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/

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

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番地の2サンロード青森 アムゼ内 https://www.taito.co.jp/store/00001202

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

ハロータイトーむつ 青森県むつ市小川町2-4-8前田百貨店内 4F https://www.taito.co.jp/store/00001540

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

岩手 アミューズメントゾーン 北上店 岩手県北上市本通り二丁目2-1　さくら野百貨店北上店4F https://soyu-am.jp/shop/kitakami/
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ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ盛岡店 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

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/

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/

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/

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

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

万SAI堂北上店 岩手県北上市村崎野14-68-32
宮城 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/

ｎａｍｃｏイオンモール富谷店 宮城県富谷市大清水１－３３－１　イオンモール富谷店２階 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/tomiya/

ｎａｍｃｏイオンモール名取店 宮城県名取市杜せきのした５－３－１　イオンモール名取２Ｆ https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/base765/

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/

ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ佐沼店 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

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

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/

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

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

ファミリーランド　加賀野店 宮城県登米市中田町石森字加賀野3-6-1　宮城生協加賀野店1F ファミリーランド

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ石巻店 宮城県石巻市茜平4-104イオンモール石巻 2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/ishimaki/index.html

わいわいランド　石巻あけぼの店 宮城県石巻市あけぼの1-1-2　イトーヨーカドー石巻あけぼの店2F わいわいランド

万代書店　仙台南店 宮城県仙台市太白区中田町杉の下34
秋田 ゲームフィールド十文字店 秋田県横手市十文字町仁井田字東22-1　スーパーモールラッキー内 https://soyu-am.jp/shop/jyumonji/

ゲームフィールド鷹巣店 秋田県北秋田市栄字前綱76　いとく鷹巣ショッピングセンター内 https://soyu-am.jp/shop/takanosu/

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/

ソユープレイランドソピア いとく鹿角店 秋田県鹿角市花輪字下夕町164-1　いとく鹿角ショッピングセンター内 https://soyu-am.jp/shop/kazuno/

ソユープレイランドソピアいとくアクロス能代店 秋田県能代市字寺向70番地　いとくアクロス能代店内 https://soyu-am.jp/shop/noshiro/

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ大曲店 秋田県大仙市和合字坪立177 イオンモール大曲 2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/oomagari/index.html

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

万ZAI堂 秋田店 秋田県秋田市飯島字堀川10
山形 ｱﾋﾟﾅ鶴岡店 山形県鶴岡市文下字広野1-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/06-01

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/

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

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/

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/

福島 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
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/

セガ 小名浜 福島県いわき市小名浜林城字塚前18-1 https://tempo.sega.jp/am/baleine
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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

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

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/

ソユーゲームフィールドいわき小名浜店 福島県いわき市小名浜字辰巳町79番地　イオンモールいわき小名浜3F https://soyu-am.jp/shop/iwakionahama/

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

茨城 ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ水戸内原店 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 ﾕｰｽﾞ㈱第3事業部 http://www.yous-am.com/mitouchihara.html

ｽｺﾅﾗﾝﾄ行方店 茨城県行方市麻生3288-50 ｾｲﾐﾔﾓｰﾙ麻生店1F
ｽｺﾅﾗﾝﾄ石下店 茨城県常総市本石下4421-1 ﾒｶﾞｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ2F
ｎａｍｃｏ　ｉｉａｓつくば店 茨城県つくば市研究学園５丁目１９番地　ｉｉａｓつくば店２Ｆ２１９０ https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/tsukuba/

ｎａｍｃｏイオンモールつくば店 茨城県つくば市稲岡６６－１　イオンモールつくば店３Ｆ https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/tsukuba2/

WonderGOO ひたちなか店 茨城県ひたちなか市中根3325-10 https://www.wonder.co.jp/shop/detail/?id=561

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

ジョイフル本田ニューポートひたちなかアミューズパーク 茨城県ひたちなか市新光町３４－１　ジョイフル本田ニューポートひたちなか１Ｆ https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/hitachinaka/

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/

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/

セガ 石岡 茨城県石岡市東大橋中峯1976-1 https://tempo.sega.jp/am/ishioka/

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

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/

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

ﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ上水戸店 茨城県水戸市上水戸2-9-10 MEGAﾄﾞﾝ・ｷﾎｰﾃ上水戸店2階 https://www.donki.com/store/shop_tenant.php?shop_id=192&tenant_id=665

モーリーファンタジー下妻店 茨城県下妻市堀籠９７２－１
モーリーファンタジー古河店 茨城県古河市旭町１－２－１７
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
モーリーファンタジー土浦店 茨城県土浦市上高津３６７番
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ﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3階 https://rakupa.jp/

栃木 ｱﾄﾞｱｰｽﾞｱｼｺﾀｳﾝあしかが店 栃木県足利市大月町3番地2　ｱｼｺﾀｳﾝあしかが https://www.adores.jp/tenpo/ashikaga.html

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/

WonderGOO 足利店 栃木県足利市朝倉町255-1 https://www.wonder.co.jp/shop/detail/?id=592

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

ｽｺﾅﾗﾝﾄﾞﾄﾗｲｱﾙ宇都宮店 栃木県宇都宮市睦町5-5 ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ宇都宮店1F

セガ 今市 栃木県日光市芹沼1448-1 https://tempo.sega.jp/am/imaichi

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

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

セガ小山 栃木県小山市東城南1-1-18 https://tempo.sega.jp/am/oyama

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

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

ﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾗﾝﾄﾞｶﾞﾙｰ宇都宮（営） 栃木県宇都宮市江曽島本町22-7　ｱﾋﾟﾀ宇都宮店内2F

ヨークベニマル鹿沼店 栃木県鹿沼市西茂呂二丁目23番地7 https://yorkbenimaru.com/store/details/kanuma/
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㈱ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ MEGAﾄﾞﾝｷﾗﾊﾟｰｸ宇都宮店　 栃木県宇都宮市馬場通り2-3-12
群馬 ﾌﾟﾚﾋﾞ ｼﾞｮｲﾌﾙ本田千代田店 群馬県邑楽郡千代田町萱野813-1 ｼﾞｮｲﾌﾙ本田千代田店2階　ﾌﾟﾚﾋﾞｹｰﾑｺｰﾅｰ

ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ高崎店 群馬県高崎市棟高町1400番地　ｲｵﾝﾓｰﾙｲｵﾝ高崎SC2F　ﾕｰｽﾞ㈱第3事業部 http://www.yous-am.com/takasaki.html

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

ｱﾋﾟﾅ太田店 群馬県太田市内ケ島町907-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/10-01

カインズホーム前橋南店 群馬県前橋市新堀町８６２ https://map.cainz.com/map/792

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

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

ワンダーグー伊勢崎店 群馬県伊勢崎市韮塚町1185-1 https://www.wonder.co.jp/shop/detail/?id=595

万代書店 高崎店 群馬県高崎市上中居町239-2
埼玉 ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ越谷店 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　ﾕｰｽﾞ㈱第1事業部 http://www.yous-am.com/koshigaya.html

ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ春日部店 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 http://www.yous-am.com/kasukabe.html

ﾜﾝﾊﾟｸｵｳｺｸｱﾘｵ鷲宮店 埼玉県久喜市久本寺字谷田7-1ｱﾘｵ鷲宮店内2F　ﾜﾝﾊﾟｸｵｳｺｸ https://washinomiya.ario.jp/shop/1900000100/

ｱﾐｭｰｽﾞﾗﾝﾄﾞﾓﾅｺ川越店 埼玉県川越市新富町2-4-1
ｽｺﾅﾗﾝﾄﾞ新座店 埼玉県新座市中野2-1-38 OSCﾃﾞｵｼﾃｨ新座3F
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

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/

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/

TSUTAYA 八潮店 埼玉県 八潮市西袋１３３５ https://store-tsutaya.tsite.jp/storelocator/detail/1452.html

WonderGOO 越谷店 埼玉県越谷市新越谷1-31-2 https://www.wonder.co.jp/shop/detail/?id=604

あそびﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ川口 埼玉県川口市宮町18-9 ララガーデン川口 2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_kawaguchi/index.html

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾍﾞﾈｸｽ越谷店 埼玉県越谷市南荻島2770-1
ｳｴｱﾊｳｽ越谷店 埼玉県越谷市南荻島841-1 https://www.warehousenet.jp/store/storeinfo.php?id=205

ｳｴｱﾊｳｽ岩槻店 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

ｳｪｱﾊｳｽ三橋店 埼玉県さいたま市西区三橋6-955-1 https://www.warehousenet.jp/store/storeinfo.php?id=212

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

カバロ　春日部店 埼玉県春日部市中央1-13-1　イトーヨーカドー春日部店5Ｆ カバロ

ｽｳｨｰﾂﾌｧｸﾄﾘｰﾊﾟｯｸﾝ東松山(営) 埼玉県東松山市あずま町4-3 ﾋﾟｵﾆｳｫｰｸ東松山2F
セガ 花園 埼玉県深谷市荒川359 https://tempo.sega.jp/am/saitama-hanazono/

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

セガ 入間 埼玉県入間市東藤沢2-18 https://tempo.sega.jp/am/iruma

セガ 与野 埼玉県さいたま市中央区本町西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/

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/

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/

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

タイトーステーション 大宮店 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

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ羽生店 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

プレイランド 菖蒲店 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1　モラージュ菖蒲3F https://soyu-am.jp/shop/syoubu/
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ラウンドワン  さいたま・鴻巣店 埼玉県鴻巣市箕田3163-7 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/saitama-konosu.html

ラウンドワン  さいたま・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

ラウンドワン スタジアム ららぽーと新三郷店 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1 ららぽーと新三郷2F 20000 http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/saitama-shinmisato.html

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

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

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

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

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/
㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ 埼玉県草加市稲荷3-2-13
大宮がちゃ処 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-1-1　5F

千葉 ｱﾄﾞｱｰｽﾞ千葉店 千葉県千葉市中央区富士見2-4-15第一東和ﾋﾞﾙ1～3階 https://www.adores.jp/tenpo/chiba.html

ｱﾄﾞｱｰｽﾞ船橋店 千葉県船橋市本町1-31-26　ｾﾌﾞﾝ船橋ﾋﾞﾙ　B1F～3F https://www.adores.jp/tenpo/funabashi.html

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/

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　イオンモール八千代緑ヶ丘４Ｆ https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/yachiyo-midorigaoka/

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/

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/

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/

ｎａｍｃｏ流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店 千葉県流山市おおたかの森南一丁目５番地の１　流山おおたかの森Ｓ・Ｃ　３Ｆ https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/nagareyama/

ｱﾋﾟﾅ市原店 千葉県市原市更級4-2-1 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ市原更級F棟1F https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/28-05

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

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

ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞちはら台店 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 http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_chihara/index.html

ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ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

ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ津田沼店 千葉県習志野市津田沼1-23-1　イオンモール内 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/tsudanuma/index.html

ｽｺﾅﾗﾝﾄﾞﾄﾗｲｱﾙ酒々井店 千葉県印旛郡酒々井町本佐倉457-2　ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ酒々井店2F

ｽﾎﾟｰﾂｳｪｰﾌﾞ鉄腕24浜野店 千葉市中央区浜野町1025-59
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/

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/

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

セガ 幕張 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 https://tempo.sega.jp/am/makuhari

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

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/

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/

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/

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 船橋店 千葉県船橋市本町1丁目6-1 https://www.taito.co.jp/store/00002102

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

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ成田店 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

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ富津店 千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/futtsu/index.html
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ポニー　四街道店 千葉県四街道市中央５番地　イトーヨーカドー四街道店2F ポニー

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

千葉鑑定団 酒々井店 千葉県印旛郡酒々井町上本佐倉130-1
千葉鑑定団船橋店 千葉県船橋市夏見台3-4-8
千葉鑑定団中央店 千葉県千葉市中央区塩田町385-2

東京 ｱﾄﾞｱｰｽﾞ渋谷店 東京都渋谷区宇田川町13-11　KN渋谷1ﾋﾞﾙ1～4階 https://www.adores.jp/tenpo/shibuya.html

ｱﾄﾞｱｰｽﾞ中野店 東京都中野区中野5-52-15　ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ185 https://www.adores.jp/tenpo/nakano.html

ｱﾄﾞｱｰｽﾞｻﾝｼｬｲﾝ店 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

ｱﾄﾞｱｰｽﾞ町田店 東京都町田市原町田6-21-25大正堂第2ﾋﾞﾙ1～4階 https://www.adores.jp/tenpo/machida.html

ｱﾄﾞｱｰｽﾞ新小岩店 東京都葛飾区新小岩1-44-4　ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾞﾙB1～3F https://www.adores.jp/tenpo/shinkoiwa.html

ｱﾄﾞｱｰｽﾞ上野ｱﾒ横店 東京都台東区上野4丁目9-14 上野K.Kﾋﾞﾙ　B1～4階 https://www.adores.jp/tenpo/uenoameyoko.html

ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ日の出店 東京都西多摩郡日の出町平井字三吉野桜木237-3 ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出3F ﾕｰｽﾞ㈱第5事業部 http://www.yous-am.com/hinode.html

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

ｎａｍｃｏららぽーと立川立飛店 東京都立川市泉町９３５番１　ららぽーと立川立飛店３Ｆ https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/tachikawatachihi/

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/

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通り　１Ｆ https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/ikebukuro/

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 平山ﾋﾞﾙ3階 https://www.warehousenet.jp/store/storeinfo.php?id=216

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

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

クラブセガ 新宿西口 東京都新宿区西新宿1-12-5 https://tempo.sega.jp/am/nishiguchi

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

セガ イオンモール むさし村山 東京都武蔵村山市榎1-1-3イオンモールむさし村山2F https://tempo.sega.jp/am/musashimurayama/

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 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/

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

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

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

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

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/

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/

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

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

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/

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/

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/

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/
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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

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 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

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 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

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

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丘の上パティオ内 https://www.taito.co.jp/store/00001934

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 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 府中くるる店 東京都府中市宮町1丁目50番地府中くるるB1F https://www.taito.co.jp/store/00002225

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

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

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

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

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

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ吉祥寺店 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/kichijyoji/index.html

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ池袋店 東京都豊島区 東池袋一丁目30番3 キュープラザ池袋　３階 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/ikebukuro/index.html

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

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

神奈川 ｽｺﾅﾗﾝﾄﾞ金沢ｼｰｻｲﾄﾞ店 神奈川県横浜市金沢区並木2-13-1 ｲｵﾝ金沢ｼｰｻｲﾄﾞ店3F

株式会社ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ 神奈川営業所 神奈川県相模原市中央区田名3387-1
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/

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/

ｎａｍｃｏイオン相模原店 神奈川県相模原市南区古淵２丁目１０番１ https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/sagamihara/

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/

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/

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/

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/

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

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　らびすた新杉田2F https://tempo.sega.jp/am/shinsugita

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丁目岡田屋モアーズ内1・2F http://matahari-entertainment.co.jp/shop/8/

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

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/

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/

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/

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1-12-97階 https://www.taito.co.jp/store/00001965
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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

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

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 藤沢店 神奈川県藤沢市南藤沢21-1 https://www.taito.co.jp/store/00002130

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

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/

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ磯子店 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/isogo/index.html

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ横須賀店 神奈川県横須賀市若松町2-30 モアーズシティ 4F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/yokosuka/index.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/

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/

ラウンドワン ららぽーと湘南平塚店 神奈川県平塚市天沼10-1 3F http://www.round1.co.jp/specialsite/hiratsuka/index.html

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

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

神奈川ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ厚木店 神奈川県厚木市戸室5丁目31-1
楽市楽座湘南藤沢店 神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-5MrMAX湘南藤沢ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F https://rakupa.jp/

新潟 ｱﾋﾟﾅ上越ｲﾝﾀｰ店 新潟県上越市下門前1661 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/15-01

ｱﾋﾟﾅ長岡店 新潟県長岡市堺東町22 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/15-02

ｶﾌﾟｺｻ-ｶｽ新潟東店 新潟県新潟市東区大形本町3-1-2 イオン新潟東店 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/niigatahigashi/index.html

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/

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

ﾋﾞｲﾌﾞﾘｯｼﾞ夢大陸長岡店 新潟県長岡市喜多町392-1
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
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
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

富山 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/

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

ｱﾋﾟﾅ富山南店 富山県富山市堀川町355-3　ﾏｲﾌﾟﾗｻﾞ内 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/16-03

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

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/

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

ｎａｍｃｏイオンモールかほく店 石川県かほく市内日角タ２５　イオンモールかほく内 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/kahoku/

ｱﾋﾟﾅ野々市ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ店 石川県野々市市若松町5-5 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/17-01

ｱﾋﾟﾅ野々市店 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

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

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

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 https://rakupa.jp/
浪漫遊金沢本店 石川県野々市市御経塚4-1

福井 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/
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セガ 福井 福井県福井市丸山1-410 https://tempo.sega.jp/am/fukui

福井ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ板垣店 福井県福井市下馬3-101
山梨 ﾀｲﾄｰTFSﾗｻﾞｳｫｰｸ甲斐双葉店 山梨県甲斐市志田字柿木616-1 ﾗｻﾞｳｫｰｸｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ棟1F https://www.taito.co.jp/store/00001922

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ甲府店 山梨県中巨摩郡昭和町西条3717 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/koufu/index.html

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

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2F https://rakupa.jp/
長野 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/

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

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

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

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

ｱﾋﾟﾅ上田店 長野県上田市秋和359-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-11

ｱﾋﾟﾅ長野ｽｶｲﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 長野県長野市若里7-3-8 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-03

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

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

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

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

ｱﾋﾟﾅ飯田店 長野県飯田市座光寺3728-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-08

ｱﾋﾟﾅ穂高店 長野県安曇野市穂高2450 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-05

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/

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/

セガ 上田 長野県上田市大字上田1847-1 https://tempo.sega.jp/am/ueda

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

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/

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

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/
岐阜  ｹﾞｰﾑﾌｧﾝﾀｼﾞｱﾝ柳津店 岐阜県岐阜市柳津町上佐波西3-68 http://www.fantasian.co.jp/shop1.html

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/

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/

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/

セガ マーゴ関 岐阜県関市倉知516番地 https://tempo.sega.jp/am/seki/

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

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

浪漫遊 各務原店 岐阜県各務原市鵜沼川崎町2-196
静岡 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

ｎａｍｃｏららぽーと磐田店 静岡県磐田市高見丘１２００番地　ららぽーと磐田店２Ｆ店番２１２１０ https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/iwata-lalaport/

ｱﾋﾟﾅ磐田店 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

お宝中古市場 沼津店 静岡県沼津市松長12-3 https://otakara-numazu.com/
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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/

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

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

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/

タイトーFステーション 静岡店 静岡県静岡市葵区呉服町二丁目5番地4ふしみや第2ビル https://www.taito.co.jp/store/00002083

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ志都呂店 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 3F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/shitoro/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

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

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

わいわいランド　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3F わいわいランド

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2F https://rakupa.jp/
静岡鑑定団 静岡県静岡市駿河区八幡5-8-3
藤枝鑑定団 静岡県藤枝市八幡363-4
浜松鑑定団 静岡県浜松市東区安新町１０５
浜北鑑定団 静岡県浜松市東区半田山5-36-1 ｱﾛﾏ半田SC1F

愛知 ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ東浦店 愛知県知多郡東浦町緒川字旭13-2 ｲｵﾝﾓｰﾙ東浦2F　ﾕｰｽﾞ㈱第5事業部 http://www.yous-am.com/higashiura.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/

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/

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/

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/

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/

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/

ｎａｍｃｏららぽーと愛知東郷店 愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画事業６２街区１、３　ららぽーと愛知東郷３Ｆ https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/togo/

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　ららぽーと名古屋みなとアクルス店３Ｆ https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/nagoyaminato-aquls/

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/

ｱﾐｭｰｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ常滑店 愛知県常滑市りんくう町2-20-3 イオンモール常滑 2F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/tokoname/index.html

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

ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ岡崎店 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 イオンモール岡崎 シネマ館 2F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_okazaki/index.html

ｻﾝｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ㈱ 愛知県名古屋市名東区一社4丁目249-1
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40mozoワンダーシティ4F https://tempo.sega.jp/am/kamiotai

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 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

セガ プライムツリー 赤池 愛知県日進市赤池町箕ノ手1（311区画） https://tempo.sega.jp/am/akaike/

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

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

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

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

セガ 豊田 愛知県豊田市深田町1-65-1 https://tempo.sega.jp/am/toyota

セガマーケットスクエアささしま 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.sega.jp/am/sasashima/
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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

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/

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/

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

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/

ﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ名古屋店 愛知県名古屋市北区玄馬町234-1(ﾄﾞﾝ・ｷﾎｰﾃ名古屋本店2階) https://www.donki.com/store/shop_tenant.php?shop_id=163&tenant_id=2226

プラサカプコン 豊田店 愛知県豊田市東山町1-5-1 グリーンシティ 3F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/toyota/

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ稲沢店 愛知県稲沢市長野7-1-2 リーフウォーク稲沢 2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/inazawa/index.html

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ徳重店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重 18番地の44 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/tokusige/index.html

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

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

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

楽市楽座ｲｵﾝﾓｰﾙ扶桑店 愛知県丹羽郡扶桑町南山名字高塚5 ｲｵﾝﾓｰﾙ扶桑2F https://rakupa.jp/
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 https://rakupa.jp/
名古屋ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ大高 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

三重 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/

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

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

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

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

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　ｲｵﾝﾓｰﾙ東員店3F https://rakupa.jp/
滋賀 ｎａｍｃｏアルプラザ水口店 滋賀県甲賀市水口町名坂４１９－１　アルプラザ水口店新館２Ｆ https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/minakuchi/

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/

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/

ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ草津店 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 甲西 滋賀県湖南市夏見二ツ橋356-1 https://tempo.sega.jp/am/kousei

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

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

開放倉庫米原店　アミューズコーナー 滋賀県米原市顔戸1429
京都 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/

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

タイトーFステーション イオンモール高の原店 京都府木津川市相楽台1-1-1イオンモール高の原店4階 https://www.taito.co.jp/store/00002220

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ 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

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/

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/
大阪 ﾍﾞﾀｰﾗｯｸ新世界店 大阪府大阪市浪速区恵美須東2-4-10

ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　ＦＩＥＬＤ　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 大阪府吹田市千里万博公園2-1　3F　30060 https://soyu-am.jp/shop/expocity/
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GAME PANIC堺店 大阪府堺市堺区築港八幡町1ー1 堺浜えんため館内1F https://www.leisurelan.co.jp/shop/sakai.html

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/

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/

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/

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

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/

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/

NICOPA金岡店 大阪府堺市北区蔵前町1丁目7番15号 レインボー金岡２F https://www.karzoc.co.jp/store/storeinfo/kansai/post_309.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

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

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/

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/

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

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

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

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

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

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/

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/

ソユーゲームフィールド 泉南店 大阪府泉南市りんくう南浜3番地の12　イオンモールりんくう泉南2F https://soyu-am.jp/shop/sennan/

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　みのおキューズモールCENTER棟2F https://soyu-am.jp/shop/minoh/

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

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

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

ハイテクランドセガ 西中島 大阪府大阪市淀川区西中島3-16-8深井センタービル https://tempo.sega.jp/am/nishinakajima

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ藤井寺店 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内 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/cat/index.html

モーリーファンタジー堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町１－１
モーリーファンタジー堺北花田店 大阪府堺市北区東浅香山町４－１－１２
ラウンドワン ららぽーと和泉店 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 4F http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/osaka-izumi.html

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

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

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

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3F https://rakupa.jp/
楽市楽座ｲｵﾝﾓｰﾙ大阪ﾄﾞｰﾑ店 大阪府大阪市西区千代崎3-13-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ大阪ﾄﾞｰﾑｼﾃｨ内4F https://rakupa.jp/

奈良 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/

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

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

兵庫 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/

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/
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NICOPA広陵店 奈良県北葛城郡広陵町大字安部450番地1 イズミヤ広陵店１F https://www.karzoc.co.jp/store/storeinfo/kansai/post_313.html

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

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

セガ つかしん 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1つかしん内 https://tempo.sega.jp/am/tsukashin

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/

セガ ららぽーと 甲子園 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100ららぽーと甲子園2050ソニックタウン https://tempo.sega.jp/am/koshien

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/

タイトーステーション 尼崎つかしん店 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1SCつかしん内東町北館3階 https://www.taito.co.jp/store/00001884

ファミリーランド　甲子園店 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100　イトーヨーカドー甲子園店2F ファミリーランド

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
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

レインボーランド西神戸店 兵庫県神戸市西区竜が岡１丁目２１番地１ イズミヤ西神戸２F　 https://www.karzoc.co.jp/store/storeinfo/kansai/post_312.html

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/
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/

和歌山 ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ和歌山店 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 ﾕｰｽﾞ㈱第3事業部 http://www.yous-am.com/wakayama.html

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/

NICOPA和歌山店 和歌山県和歌山市新生町７番２０号 イズミヤ和歌山店２F https://www.karzoc.co.jp/store/storeinfo/kansai/post_300.html

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

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

ｱﾐﾊﾟﾗ松江店 島根県松江市東朝日町203-1 http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=28

セガ 松江 島根県松江市嫁島町12-15 https://tempo.sega.jp/am/matsue

岡山 ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ倉敷店 岡山県倉敷市水江1番地　ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷2F　ﾕｰｽﾞ㈱第1事業部 http://www.yous-am.com/kurashiki.html

Bee'岡山店 岡山県岡山市北区下中野344-106　ドン・キホーテ下中野店内ゲームコーナー

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰｸMG　総社店 岡山県総社市門田187番地天満屋ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝ　ﾘﾌﾞ総社店内3階 http://www.mginc.jp/amusement/souja.html

お宝発見津山店 岡山県津山市河辺852
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/

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・ｆ岡山店 岡山県岡山市北区下石井１丁目２番１号
モーリーファンタジー倉敷店 岡山県倉敷市水江１番地

広島 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/

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/

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

ｎａｍｃｏゆめタウン廿日市店 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/

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/

お宝買取団東広島店 広島県東広島市西条御条町6-20-4F
セガ LECT広島 広島県広島市西区扇2-1-45LECT2F https://tempo.sega.jp/am/LECT_hiroshima/

セガ 海田 広島県安芸郡海田町南大正町 3-35 https://tempo.sega.jp/am/kaita
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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

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

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

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

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

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

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

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せらかぐ本通ビル https://www.taito.co.jp/store/00001938

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ広島店 広島市佐伯区石内東4丁目1番1号 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/hiroshima/index.php

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

山口 ｎａｍｃｏおのだサンパーク店 山口県山陽小野田市中川６丁目４番１号　おのだ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/

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/

you me PARK(徳山店) 山口県周南市青山町１－１８　ゆめタウン徳山２Ｆ https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/you_me_park/index.html

ｱﾐﾊﾟﾗ周南久米店 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

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

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/

徳島 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/

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

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/

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

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

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/

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

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

愛媛 ｎａｍｃｏパルティ・フジ西条玉津店 愛媛県西条市玉津５６４番１ https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/saijo/

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/

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰｸMG東予店 愛媛県西条市周布715-1 ﾌｼﾞ東予店別棟 http://www.mginc.jp/amusement/toyoshu.html

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

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ新居浜店 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

楽市楽座ｲｵﾝﾓｰﾙ今治店 愛媛県今治市にぎわい広場1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ今治新都市店2階 https://rakupa.jp/
高知 サニーアクシス南国アクシスキッズ 高知県南国市大そね乙１００９　サニーアクシス南国店 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/nankoku/

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

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ高知店 高知県高知市秦南町1-4-8 イオンモール高知東館3F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kochi/index.html

福岡 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

G-stage小倉 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14-15 あるあるCity2階 ㈱ﾈｸｽﾄｽﾃｰｼﾞ http://www.nextstage2009.com/kokura/kokura.php

G-STAGE飯塚店 福岡県飯塚市枝国680-2 http://www.nextstage2009.com/iizuka/iizuka.php

ｎａｍｃｏマークイズ福岡ももち店 福岡県福岡市中央区地行浜２－２－１　マークイズ福岡ももち店４Ｆ https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/fukuoka-momochi/

ｎａｍｃｏゆめタウン博多店 福岡県福岡市東区東浜１－１－１　ゆめタウン博多店 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/hakata-youme/
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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/

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

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

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

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

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

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

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ直方店 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

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

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

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

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

ｽﾍﾟｰｽﾀｲﾑ25ｻﾝﾘﾌﾞ宗像店 福岡県宗像市くりえいと1-5-1 ｻﾝﾘﾌﾞ宗像店2F https://rakupa.jp/
楽市街道くるめ店 福岡県久留米市新合川2-7-10 久留米ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾋﾞﾙ内 https://rakupa.jp/
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/
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210久留米店　2F 福岡県久留米市東合川2-2-1　2F https://rakupa.jp/
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/
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 ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野店3F 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ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F https://rakupa.jp/
楽市楽座ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡伊都店 福岡県福岡市西区北原1-3-1ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡伊都ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ別館 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　ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡店2F https://rakupa.jp/
楽市楽座ｲｵﾝﾓｰﾙ福津店 福岡県福津市日蒔野6-16-1ｲｵﾝﾓｰﾙ福津店3F https://rakupa.jp/
楽市楽座ｲｵﾝ穂波店 福岡県飯塚市枝国長浦666-48 ｲｵﾝ穂波店2F https://rakupa.jp/
楽市楽座ｻﾝﾘﾌﾞｼﾃｨ小倉店 福岡県北九州市小倉南区上葛原2-14-1　ｻﾝﾘﾌﾞｼﾃｨ小倉店2F https://rakupa.jp/
楽市楽座行橋店 福岡県行橋市西泉6-1-1 ｺｽﾀ行橋ｱﾐｭｰｽﾞ棟2F https://rakupa.jp/
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/

佐賀 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/

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

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/

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

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

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

セガワールド サンスパおおむら 長崎県大村市森園町663-3 https://tempo.sega.jp/am/sunspa-omura

モーリーファンタジーチトセピア店 長崎県長崎市千歳町５番１号
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
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
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楽市楽座させぼ五番街店 長崎県佐世保市新港町2-7 させぼ五番街3階 https://rakupa.jp/
楽市楽座諫早店 長崎県諫早市長野町1086-17 https://rakupa.jp/

熊本 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/

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/

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

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

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/
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 https://rakupa.jp/
楽市楽座熊本ｲﾝﾀｰ店 熊本県熊本市東区石原1-1-112ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ熊本ｲﾝﾀｰ店内 https://rakupa.jp/
楽市楽座小川店 熊本県宇城市小川町河江1-1 https://rakupa.jp/

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

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 アミュプラザおおいた店 大分県大分市要町1-14アミュプラザおおいた4F https://www.taito.co.jp/store/00002048

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ大分店 大分県大分市公園通り西2-1 パークプレイス大分 2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/oita/index.html

宮崎 ｹﾞｰﾑﾏｲﾝｽﾞ 宮崎県宮崎市高千穂通1-3-22 ｴｰｽﾗﾝﾄﾞ2F
ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ宮崎ﾅﾅｲﾛ店 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32　西館3F
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/
楽市楽座ｲｵﾝﾓｰﾙ都城駅前店 宮崎県都城市栄町4672-5 ｲｵﾝﾓｰﾙ都城駅前店2F https://rakupa.jp/

鹿児島 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
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

楽市楽座ｲｵﾝﾀｳﾝ姶良店 鹿児島県姶良市東餠田336 ｲｵﾝﾀｳﾝ姶良2F https://rakupa.jp/
沖縄 ｎａｍｃｏイオン具志川店 沖縄県うるま市字前原幸崎原３０３番地　イオン具志川ＳＣ２Ｆ https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/gushikawa/

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/

ｎａｍｃｏ那覇メインプレイス店 沖縄県那覇市おもろまち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/

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

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

楽市楽座ｲｵﾝﾓｰﾙ沖縄ﾗｲｶﾑ店 沖縄県中頭郡北中城村字ﾗｲｶﾑ1番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ沖縄ﾗｲｶﾑ店4F https://rakupa.jp/

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 
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