実施日：2018年6月21日（木）～2018年7月18日（水）まで ※なくなり次第終了
都道府県

開催店舗名
モーリーファンタジー上磯
モーリーファンタジー新さっぽろ
ＰＡＬＯ釧路
ＰＡＬＯ滝川
ＰＡＬＯ苫小牧
ＰＡＬＯ網走
イトーヨーカドー旭川
ゲームランド新さっぽろ
ソユーゲームフィールド旭川駅前
ソユーゲームフィールド発寒
ソユーゲームフィールド苗穂
タイトーステーションイオンモール釧路昭和
タイトーステーションイオンモール札幌平岡
タイトーステーション千歳
ハロータイトー釧路貝塚

北海道

青森県

岩手県

宮城県

住所

北海道北斗市七重浜４－４４－１イオン1階
北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目6-2新札幌アークシティdUo22階
北海道釧路郡釧路町桂木１－１－７イオン２Ｆ
北海道滝川市東町２丁目２９－１イオン１Ｆ
北海道苫小牧市糸井１３５－１トライアルＧ棟トライアル苫小牧店Ｆ
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Ｆ
北海道旭川市６条通１４－６４
北海道札幌市厚別区中央２条５丁目カテプリ新さっぽろ３Ｆ
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
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
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
北海道釧路市昭和中央４－１８ー１イオンモール釧路昭和２Ｆ
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
北海道千歳市北栄２－１２－５
北海道釧路市貝塚３丁目２－２８
北海道旭川市パルプ町１条２丁目５０５番地２ショッピングセンターパルプタウン内
モーリーファンタジー旭川パルプ
１Ｆ
モーリーファンタジー旭川西
北海道旭川市緑町２３－２１６１－３イオン２Ｆ
モーリーファンタジー釧路昭和
北海道釧路市昭和中央４－１８－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー江別
北海道江別市幸町３５イオン３Ｆ
モーリーファンタジー札幌琴似
北海道札幌市西区琴似２条４－２－２イオン３Ｆ
モーリーファンタジー札幌桑園
北海道札幌市中央区北８条西１４丁目２８番地イオン２Ｆ
モーリーファンタジー札幌元町
北海道札幌市東区北３１条東１５丁目１－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー札幌発寒
北海道札幌市西区発寒８条１２丁目１－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー札幌苗穂
北海道札幌市東区東苗穂２条３丁目１番１号イオン２Ｆ
モーリーファンタジー札幌平岡
北海道札幌市清田区平岡３条５丁目３－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー札幌麻生
北海道札幌市北区北３９条西４－１－５イオン４Ｆ
モーリーファンタジー三笠
北海道三笠市岡山１０５９－１ＳｕＣ１Ｆ
モーリーファンタジー手稲山口
北海道札幌市手稲区明日風６丁目１番１号ＳｕＣ１Ｆ
モーリーファンタジー石狩緑苑台
北海道石狩市緑苑台中央１丁目２番ＳｕＣ１Ｆ
モーリーファンタジー中標津
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登別
北海道登別市若山町４－３３－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー東札幌
北海道札幌市白石区東札幌３条２－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー湯川
北海道函館市湯川町３－１４－５イオン１・２Ｆ
モーリーファンタジー苫小牧
北海道苫小牧市柳町３－１－２０イオン２Ｆ
モーリーファンタジー名寄
北海道名寄市字徳田８０番地１イオンＳＣ２Ｆ
ヨドバシカメラマルチメディア札幌
北海道札幌市北区北６条西５－１－２２３Ｆ玩具売場
ＰＡＬＯむつ
青森県むつ市中央２丁目７番８号
ＰＡＬＯ五所川原
青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻６４１番１アクロスプラザ五所川原Ｆ
ＰＡＬＯ黒石
青森県黒石市富士見１０３番地３アクロスプラザ黒石Ｆ
イトーヨーカドー弘前
青森県弘前市大字駅前３－２－１
イトーヨーカドー青森
青森県青森市浜田１－１４－１
イトーヨーカドー八戸沼館
青森県八戸市沼館４－７－１１１
ゲームフィールド弘前樋の口
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
ゲームランドつがる柏
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
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
ソユープレイランドソピア八戸
青森県八戸市沼館四丁目７番１１２号八戸ピアドゥＢ棟２Ｆ
タイトーステーション青森アムゼ
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
タイトーステーション青森ガーラモール
青森県青森市三好２－３－１９
ハロータイトーイオン七戸十和田駅前
青森県上北郡七戸町字荒熊内６７番地９９０イオン七戸十和田駅前店内
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
ファンタジードーム八戸
青森県八戸市江陽２－１４－１ラピア八戸店別棟
プレイランド青森
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
モーリーファンタジーつがる柏
青森県つがる市柏稲盛幾世４１イオン１Ｆ
モーリーファンタジー下田
青森県上北郡おいらせ町中野平４０－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー三春屋
青森県八戸市十三日町十三番地三春屋５Ｆ
モーリーファンタジー三沢
青森県三沢市松園町３－１０－１ビードルプラザ三沢店１Ｆ
モーリーファンタジー十和田
青森県十和田市大字相坂字六日町山１６６番１ＳｕＣ１Ｆ
モーリーファンタジー鶴田
青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字中泉２４５番地１鶴田フットリバーモール店１Ｆ
モーリーファンタジー藤崎
青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田１－７－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー八戸田向
青森県八戸市大字田向字毘沙門平２７－１イオン１Ｆ
モーリーファンタジー平賀
青森県平川市小和森上松岡１９３－１イオンタウン１Ｆ
ユーズランド下田
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
青森メトロポリス
青森県青森市三好１－１５－８
ＰＡＬＯ久慈
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
アミューズメントゾーン北上
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
イオン盛岡南
岩手県盛岡市本宮７－１－１ 玩具売場
イトーヨーカドー花巻
岩手県花巻市下小舟渡１１８－１
ゲームランド盛岡
岩手県盛岡市前潟４丁目７番１号イオンモール盛岡２Ｆ
ソユーゲームフィールド釜石
岩手県釜石市港町二丁目１番１号イオンタウン釜石店３Ｆ
ソユーゲームフィールド盛岡南
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
ソユーファミリーゲームフィールド花巻
岩手県花巻市高木第１６地割６８番地６銀河モール花巻内
タイトーステーション盛岡マッハランド
岩手県盛岡市上堂１－２－３８マッハランド内
モーリーファンタジースーパーセンター一関 岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬１１番１ＳｕＣ１Ｆ
モーリーファンタジー一関
岩手県一関市山目字泥田８９－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー遠野
岩手県遠野市新穀町１－１１とぴあ２Ｆ
モーリーファンタジー盛岡
岩手県盛岡市前潟４－７－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー盛岡渋民
岩手県盛岡市玉山区渋民字鶴飼２０番地－１ＳｕＣ１Ｆ
モーリーファンタジー盛岡南
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
モーリーファンタジー前沢
岩手県奥州市前沢区向田２丁目８５イオン2階
ＰＡＬＯ古川
宮城県大崎市古川沢田筒場浦１５イオンタウン１Ｆ
イトーヨーカドーアリオ仙台泉
宮城県仙台市泉区泉中央１－５－１
イトーヨーカドー石巻あけぼの
宮城県石巻市あけぼの１－１－２
ゲームランド佐沼
宮城県登米市南方町新島前４６－１イオンタウン佐沼１Ｆ
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一番５３－１
タイトーステーション仙台クリスロード
宮城県仙台市青葉区中央２－３－２５
タイトーステーション仙台ベガロポリス
宮城県仙台市太白区西多賀５－２４－１
トイザらス名取りんくうタウン
宮城県名取市杜せきのした５－５－１３
プラサカプコン石巻
宮城県石巻市茜平４丁目１０４番地イオン石巻ＳＣ２Ｆ
モーリーファンタジー塩釜
宮城県塩釜市海岸通１５番１００号イオンタウン２Ｆ

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

モーリーファンタジー栗原志波姫
モーリーファンタジー古川
モーリーファンタジー新名取
モーリーファンタジー石巻
モーリーファンタジー石巻東
モーリーファンタジー仙台中山
モーリーファンタジー多賀城
モーリーファンタジー富谷
モーリーファンタジー涌谷
モーリーファンタジー利府
ユーズランド大河原
ソユーゲームフィールド御所野
ソユープレイランドソピアいとくアクロス能代
ソユープレイランドソピアラッキー十文字
ファンタジープラザ秋田
プラサカプコン大曲
モーリーファンタジー横手
モーリーファンタジー御所野
モーリーファンタジー秋田中央
モーリーファンタジー大館
モーリーファンタジー大曲
モーリーファンタジー中仙
モーリーファンタジー能代
ソユーゲームフィールド三川
ソユーゲームフィールド天童
トイザらス山形
プレビマックスバリュ白鷹店
モーリーファンタジー三川
モーリーファンタジー山形南
モーリーファンタジー山形北
モーリーファンタジー酒田南
モーリーファンタジー天童
モーリーファンタジー東根
モーリーファンタジー米沢
ＰＡＬＯ喜多方
ＴＨＥ３ＲＤＰＬＡＮＥＴピボット福島
アピタ会津若松
イトーヨーカドー郡山
イトーヨーカドー福島
イトーヨーカドー平
セガワールド勿来
セガ小名浜
セガ日和田
ソユーエンターテイメントスタジオ須賀川
タイトーＦステーション郡山
タイトーＦステーション郡山アティ
タイトーアミューズメントシティ郡山
タイトーステーションＦ郡山オリエントパーク

宮城県栗原市志波姫新熊谷１１番ＳｕＣ１Ｆ
宮城県大崎市古川旭二丁目２－１イオン２Ｆ
宮城県名取市杜せきのした５丁目３番地の１イオン３Ｆ
宮城県石巻市茜平４－１０４番地イオン２Ｆ
宮城県石巻市流留字七勺１番１ＳｕＣ１Ｆ
宮城県仙台市泉区南中山１－３５－４０イオン３Ｆ
宮城県多賀城市町前４－１－１イオン３Ｆ
宮城県黒川郡富谷市大清水１ー３３－１イオン１Ｆ
宮城県遠田郡涌谷町字洞ヶ崎５番地ＳｕＣ１Ｆ
宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前２２イオン２Ｆ
宮城県柴田郡大河原町小島２－１フォルテ２Ｆ
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
秋田県能代市字寺向７０番地いとくアクロス能代店内
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
秋田県秋田市旭北錦町４－５８ＭＥＧＡドン・キホーテ秋田店２Ｆ
秋田県大仙市和合字坪立１７７イオン大曲ＳＣ２Ｆ
秋田県横手市安田字向田１４７イオン２Ｆ
秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１イオン３Ｆ
秋田県秋田市楢山川口境５－１１イオン３Ｆ
秋田県大館市大田面２３８ＳｕＣ１Ｆ
秋田県大仙市和合字坪立１７７番地イオン２Ｆ
秋田県大仙市北長野字袴田１８８イオン１Ｆ
秋田県能代市柳町１１－１イオン３Ｆ
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
山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内３４街区イオンモール天童２階
山形県山形市若宮３－７－８
山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙535-1マックスバリュ白鷹店内プレビコーナー
山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫１２８－１イオン２Ｆ
山形県山形市若宮３－７－８イオン２Ｆ
山形県山形市馬見ケ崎２－１２－１９イオン２Ｆ
山形県酒田市あきほ町１２０－１イオン１Ｆ
山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内３４街区イオン２Ｆ
山形県東根市さくらんぼ駅前３丁目７番１５号イオン２Ｆ
山形県米沢市春日２－１３－４イオン２Ｆ
福島県喜多方市字押切南２－４２－１
福島県福島市栄町１番１号パワーシティピボット内
福島県会津若松市神指町大字南四合字幕内南１５４玩具売場
福島県郡山市西ノ内２－１１－４０
福島県福島市太田町１３－４
福島県いわき市平６－６－２
福島県いわき市勿来町四沢字鍵田１３
福島県いわき市小名浜林城字塚前１８－１
福島県郡山市日和田町字西中島７－１
福島県須賀川市古河１０５番地イオンタウン須賀川Ｂ棟内
福島県郡山市南２丁目３８番地
福島県郡山市駅前１－１６－７
福島県郡山市南2-38 フレスポ郡山内
福島県郡山市安積町荒井字大久保３５－１
福島県いわき市鹿島町米田字日渡５鹿島エブリアショッピングセンター内プレビプ
プレビ鹿島エブリア
レイランドコーナーらくだ
モーリーファンタジーいわき
福島県いわき市平字三倉６８－１イオン3階
モーリーファンタジー鏡石
福島県岩瀬郡鏡石町桜岡３７５－９ＳｕＣ１Ｆ
モーリーファンタジー郡山フェスタ
福島県郡山市日和田町字小原１イオン１Ｆ
モーリーファンタジー相馬
福島県相馬市馬場野字雨田５１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー白河西郷
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字岩下１１－１イオン2階
モーリーファンタジー福島
福島県福島市南矢野目字西荒田５０番地の１７イオン３Ｆ
モーリーファンタジー高萩
茨城県高萩市安良川２３１イオン2階
ＡＧスクエア石岡
茨城県石岡市東大橋中峯１９７６－１
ＦＥＳＴＡ古河
茨城県古河市松並２－１８－１０マーケットシティ古河内
アピタ佐原東
茨城県稲敷市西代１４８０玩具売場
イトーヨーカドー古河
茨城県古河市雷電町１－１８
イトーヨーカドー日立
茨城県日立市幸町１－１６－１
イトーヨーカドー竜ヶ崎
茨城県龍ケ崎市小柴５－１－２
ゲームパニックつくば
茨城県土浦市中村東１－１－１サンタスワールド内
ジャングルパーク笠間
茨城県笠間市赤坂８番地ＳＣポレポレシティ１Ｆ
セガワールド日立
茨城県日立市田尻町３－２６－１
ソユートイズニューヨーク守谷
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
茨城県東茨城郡茨城町長岡３４８０－１０１イオンタウン水戸南ショッピングセン
タイトーＦステーションイオンタウン水戸南
ター
タイトーステーション佐原東
茨城県稲敷市西代１４９５ショッピングセンターパルナ２Ｆ
トイザらスつくば
茨城県つくば市研究学園Ｃ５０街区１イーアスつくば３Ｆ
ハローズガーデン竜ヶ崎
茨城県龍ヶ崎市小柴５－１－２竜ヶ崎ＳＣサプラ２Ｆ
ファンタジープラザ上水戸
茨城県水戸市上水戸２－９－１０ＭＥＧＡドン・キホーテ上水戸店２Ｆ
プラサカプコン土浦
茨城県土浦市真鍋２－１－２９
茨城県日立市幸町１－１６－１イトーヨーカドー日立店内５階プレビプレイランド
プレビイトーヨーカ堂日立
コーナーこころっこ
モーリーファンタジーつくば
茨城県つくば市稲岡６６－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー下妻
茨城県下妻市堀籠９７２－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー古河
茨城県古河市旭町１－２－１７イオン２Ｆ
モーリーファンタジー佐原東
茨城県稲敷市西代１４９５パルナ２Ｆ
モーリーファンタジー水戸内原
茨城県水戸市内原２丁目１番地イオン３Ｆ
モーリーファンタジー土浦
茨城県土浦市上高津３６７番イオン３Ｆ
モーリーファンタジー東海
茨城県那珂郡東海村舟石川駅東四丁目１番１号イオン２Ｆ
楽市楽座イオンモール土浦
茨城県土浦市上高津３６７番地イオンモール土浦店３階
水戸京成
茨城県水戸市泉町１－６－１水戸京成百貨店７Ｆ玩具売場
西友ひたち野うしく
茨城県牛久市ひたち野東１－２３－１
ＦＫＤショッピングモール宇都宮インターパーク
栃木県宇都宮市インターパーク６－１－１玩具売場
ＰＡＬＯ石橋
栃木県下野市下古山３３６２－１ヨークタウンＦ
ＰＡＬＯ足利
栃木県足利市朝倉町２－２１－１６ヨークタウン足利店１Ｆ
アピタ宇都宮
栃木県宇都宮市江曽島本町２２－７玩具売場
アピタ足利
栃木県足利市朝倉町２４５玩具売場
アピナ小山
栃木県小山市駅南町４－２７－１８
イトーヨーカドー宇都宮
栃木県宇都宮市陽東６－２－１
イトーヨーカドー小山
栃木県小山市東通り２－３－１５
セガワールド宇都宮
栃木県宇都宮市東宿郷５－１－７
セガ西那須野
栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27

栃木県

群馬県

埼玉県

タイトーＦステーション小山
栃木県小山市喜沢１４７５番地
タイトーステーションイオンモール佐野新都市栃木県佐野市高萩町１３２４－１
タイトーステーション宇都宮ベルモール
栃木県宇都宮市陽東６丁目２－１
栃木県宇都宮市御幸が原５０－１ヨークベニマル御幸が原店内プレビプレイランド
プレビヨークベニマル御幸ヶ原
コーナージャンボリー
モーリーファンタジーさくら
栃木県さくら市桜野１５５１ザ ビッグ１Ｆ
モーリーファンタジー下妻
栃木県栃木市箱森町３７番９号 玩具売場
モーリーファンタジー今市
栃木県日光市豊田字若林７９－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー佐野新都市
栃木県佐野市高萩町１３２４－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー小山
栃木県小山市中久喜１４６７－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー真岡
栃木県真岡市台町２６６８ザ ビッグ１Ｆ
モーリーファンタジー那須塩原
栃木県那須塩原市島方４５５イオンタウン１Ｆ
ヨドバシカメラ宇都宮
栃木県宇都宮市駅前通り１－４－６宇都宮西口ビル７Ｆ玩具売場
福田屋百貨宇都宮玩具売場
栃木県宇都宮市今泉町２３７番地２Ｆファミコン売場
ＴＨＥ３ＲＤＰＬＡＮＥＴ高崎
群馬県高崎市下和田町５丁目３番８号メディアメガ高崎内
アピタ伊勢崎東
群馬県伊勢崎市三室町５３３０玩具売場
アピタ高崎
群馬県高崎市矢中町字渕ノ内６６８－１玩具売場
アピタ前橋
群馬県前橋市文京町２－１－１玩具売場
アピナ太田
群馬県太田市内ヶ島町９０７－１
イトーヨーカドー伊勢崎
群馬県伊勢崎市連取町１５０７
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階プレイランド
ジョイフル本田千代田
コーナープレビジョイフル本田
セガワールド館林
群馬県館林市小桑原町９４９－１
セガワールド沼田
群馬県沼田市下久屋町１１００－１
ピアゴ藤岡
群馬県藤岡市藤岡４１６－４玩具売場
ファンタジーキッズーナキッズーナ伊勢崎 群馬県伊勢崎市西小保方町３６８スマーク３Ｆ
プレビスマーク伊勢崎
群馬県伊勢崎市西小保方町３６８スマーク伊勢崎店内３階
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
プレビニコモール新田
コーナーこころっこ
モーリーファンタジーガーデン前橋
群馬県前橋市小屋原町４７２－１ガーデン前橋１Ｆ
モーリーファンタジーミスタマックス伊勢崎 群馬県伊勢崎市宮子町３５５６番地１ミスターマックス１Ｆ
モーリーファンタジー高崎
群馬県高崎市棟高町１４００番地イオン３Ｆ
モーリーファンタジー倉賀野
群馬県高崎市倉賀野町４６９１－１ミスターマックス倉賀野店１Ｆ
モーリーファンタジー太田
群馬県太田市石原町８１番地イオン２Ｆ
ヤマダ電機LABI1高崎
群馬県高崎市栄町１－１
ヤマダ電機テックランドＮＥＷ前橋本店
群馬県前橋市日吉町４丁目１４－１３
ユーズランド高崎
群馬県高崎市棟高町１４００番地イオンモール高崎２Ｆ
ユーズランド太田
群馬県太田市石原町８１番地イオンモール太田２Ｆ
レジャーランド伊勢崎
群馬県伊勢崎市連取町３０６６－１
レジャーランド太田
群馬県太田市西矢島町１６２２
群馬レジャーランド高崎駅
群馬県高崎市江木町３３３１ＡＣＴビル２Ｆ
群馬レジャーランド渋川
群馬県渋川市八木原１３６４
群馬レジャーランド藤岡
群馬県藤岡市中２００２－１
ＡＧスクエア埼玉花園
埼玉県深谷市荒川３５９
ＦＥＳＴＡ上尾
埼玉県上尾市愛宕３丁目１－４０バリュープラザ上尾愛宕店２Ｆ
Ｆｏｒｋｉｄｓ’モラージュ菖蒲
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５番地１モラージュ菖蒲１Ｆ
埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡１丁目３番１５号ビバモール埼玉大井ショッピングセン
ＰＡＬＯ埼玉大井
ター２Ｆ
ＴＨＥ３ＲＤＰＬＡＮＥＴフレスポ八潮
埼玉県八潮市大瀬１丁目１番地３フレスポ八潮３階
あそびライブラリー（川口）
埼玉県川口市宮町１８－９ララガーデン川口店２階
アピタ吹上
埼玉県鴻巣市袋９０－１玩具売場
アピタ東松山
埼玉県東松山市あずま町４－３
アピタ本庄
埼玉県本庄市南１－２－１０玩具売場
埼玉県上尾市緑丘３－３－１１－２Ｐ・Ａ・Ｐ・Ａ上尾ショッピングアベニュープリンセ
アピナ上尾
ス棟別棟
イオン川口
埼玉県川口市安行領根岸字外谷田３１８０－１ 玩具売場
イトーヨーカドーアリオ上尾
埼玉県上尾市壱丁目上原３６７
イトーヨーカドーアリオ深谷
埼玉県深谷市上柴町西４－２－１４
イトーヨーカドーアリオ川口
埼玉県川口市並木元町１－７９
イトーヨーカドーアリオ鷲宮
埼玉県久喜市久本寺谷田７－１
イトーヨーカドー浦和
埼玉県さいたま市浦和区仲町１－７－１
イトーヨーカドー久喜
埼玉県久喜市久喜中央４－９－１１
イトーヨーカドー錦町
埼玉県蕨市錦町１－１２－１
イトーヨーカドー三郷
埼玉県三郷市天神２－２２
イトーヨーカドー春日部
埼玉県春日部市中央１－１３－１
イトーヨーカドー上尾駅前
埼玉県上尾市谷津２－１－１
イトーヨーカドー上福岡東
埼玉県ふじみ野市大原２－１－３０
イトーヨーカドー草加
埼玉県草加市高砂２－７－１
イトーヨーカドー大宮宮原
埼玉県さいたま市北区宮原町１－８５４－１
イトーヨーカドー和光
埼玉県和光市丸山台１－９－３
ウェアハウス三橋
埼玉県さいたま市西区三橋６－９５５－１
ゲームシティプラス川越
埼玉県川越市泉町１－１ウニクス南古谷シネマ棟１Ｆ
ゲームパニック三郷
埼玉県三郷市彦野２－２５
コロコロＢＡＳＥ
埼玉県富士見市山室１－１３１３ららぽーと富士見２Ｆ
セガららぽーと富士見
埼玉県富士見市山室１－１３１３ららぽーと富士見３Ｆ３５２０区画
セガワールド入間
埼玉県入間市東藤沢２－１８
セガ川口
埼玉県川口市東領家２－２－１０
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
ソユーゲームフィールド熊谷
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
ソユーゲームフィールド川口
埼玉県川口市並木元町１番７９号アリオ川口３Ｆ
ソユーパイレーツキッズ錦町
埼玉県蕨市錦町一丁目１２番１号イトーヨーカドー錦町店２Ｆ
タイトーＦステーション ダイエー大宮店
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3ＤＯＭショッピングセンター６Ｆ
タイトーステーション大宮店（２Ｆ）
埼玉県さいたま市大宮区大門町一丁目1番地
タイトーステーション和光
埼玉県和光市丸山台１－４－５
トイザらス越谷
埼玉県越谷市大字上間久里３０８－１
トイザらス桶川
埼玉県桶川市西２－９－３６
トイザらス岩槻
埼玉県さいたま市岩槻区城町２－６－２８
トイザらス熊谷
埼玉県熊谷市代１０６７
トイザらス所沢
埼玉県所沢市北原町１４０４
トイザらス新座
埼玉県新座市野火止５－２－６０ラ・ヴィニュ２Ｆ
トイザらス草加
埼玉県草加市清門町字北４０１－１セーモンプラザ２Ｆ
にこぱエムズタウン幸手
埼玉県幸手市上高野７６４エムズタウン幸手
ニコパ草加舎人
埼玉県草加市遊馬町２－１島忠ホームズ草加舎人店１Ｆ
ハローズガーデンワカバウォーク
埼玉県鶴ヶ島市富士見１－２－１ワカバウォーク２Ｆ
ハローズガーデン深谷
埼玉県深谷市上柴町西４－２－１４アリオ深谷店２Ｆ

埼玉県さいたま市さいたま市大宮区桜木町１－８－４そごうパーキング館トイズ
コーナー
プライランドイオン北浦和
埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－２０－１９イオン北浦和店３階
プラサカプコン羽生
埼玉県羽生市川崎２－２８１－３イオンモール羽生２Ｆ
プレイランド菖蒲
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５番地１モラージュ菖蒲３Ｆ
プレビＡＬＣｏ越谷ショッピングスクエア
埼玉県越谷市越ヶ谷１－１６－６ＡＬＣｏ越谷ショッピングスクエア内Ｂ１Ｆ
プレビＨＥＹＷＯＲＬＤ北本
埼玉県北本市深井６－８７ＨｅｙＷｏｒｌｄ店内プレビプレイランドコーナーこころっこ
プレビアリオ上尾
埼玉県上尾市大字壱丁目３６７番地アリオ上尾店内２階
モーリーファンタジーせんげん台
埼玉県越谷市千間台西３－２－１２イオン３Ｆ
モーリーファンタジーレイクタウン
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３Ｆ
モーリーファンタジー羽生
埼玉県羽生市川崎２丁目２８１番地３イオン３Ｆ
モーリーファンタジー浦和美園
埼玉県さいたま市緑区美園五丁目５０番地１イオンモール３Ｆ
モーリーファンタジー狭山
埼玉県狭山市上奥富１１２６－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー熊谷
埼玉県熊谷市本石２－１３５イオン３Ｆ
モーリーファンタジー春日部
埼玉県春日部市下柳４２０－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー所沢
埼玉県所沢市東町５－２２イオン７Ｆ
モーリーファンタジー上里
埼玉県児玉郡上里町大字金久保字蓮山３５９番１イオンタウン２Ｆ
モーリーファンタジー川口
埼玉県川口市本町２－７－２５ミエルかわぐち３Ｆ
モーリーファンタジー川口前川
埼玉県川口市前川１丁目１番１１号イオン３Ｆ
モーリーファンタジー大井
埼玉県ふじみ野市ふじみ野１－２－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー東大宮
埼玉県さいたま市見沼区春野２丁目８番地パトリア東大宮店３Ｆ
モーリーファンタジー入間
埼玉県入間市上藤沢４６２－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー北戸田
埼玉県戸田市美女木東１－３－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー与野
埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目２－９イオン３Ｆ
ユーズランド春日部
埼玉県春日部市下柳４２０－１イオンモール春日部２Ｆ
ヨドバシカメラマルチメディアさいたま新都心駅前
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－６玩具売場
ライフコーポレーション吉川駅前
埼玉県吉川市保１丁目１３－３
ラクガキ王国三郷
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
レジャーランド川越
埼玉県川越市新富町１－１７－４
楽市楽座イオンモール川口
埼玉県川口市前川１－１－１１イオンモール川口前川店３階
埼玉レジャーランド春日部
埼玉県春日部市大字増富字谷際１６３－１
宝島浦和美園
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
ＣＬＵＢＳＥＧＡ稲毛オーツーパーク
千葉県千葉市稲毛区園生町３８０－１
Ｆｏｒｋｉｄｓ’おおたかの森
千葉県流山市西初石６－１８５－２流山おおたかの森Ｓ・Ｃ３階
ＮＩＣＯＰＡイオンタウン成田富里
千葉県成田市東町１３３番地
ＰＡＬＯ市川
千葉県市川市鬼高１－１－１ニッケコルトンプラザ２Ｆ
アピタ君津
千葉県君津市久保1-1-1玩具売場
アピタ市原
千葉県市原市青柳北１－１玩具売場
アピタ木更津
千葉県木更津市ほたるの４－２－４８玩具売場
イトーヨーカドーアリオ市原
千葉県市原市更級４－３－２
イトーヨーカドーアリオ蘇我
千葉県千葉市中央区川崎町５２－７
イトーヨーカドー我孫子
千葉県我孫子市我孫子４－１１－１
イトーヨーカドー四街道
千葉県四街道市中央５
イトーヨーカドー姉崎
千葉県市原市姉崎６４５－１
イトーヨーカドー松戸
千葉県松戸市松戸１１４９
イトーヨーカドー成田
千葉県成田市公津の杜４－５－３
イトーヨーカドー船橋
千葉県船橋市本町７－６－１
イトーヨーカドー八千代
千葉県八千代市村上南１－３－１
イトーヨーカドー八柱
千葉県松戸市日暮１－１５－８
イトーヨーカドー幕張
千葉県千葉市花見川区幕張町４－４１７－２５
イトーヨーカドー流山
千葉県流山市流山９－８００－２
ゲームスクエア茂原
千葉県茂原市六ツ野（むつの）２７８５－１ライフガーデン茂原内
ゲームランド千葉ニュータウン
千葉県印西市中央北３－３イオンモール千葉ニュータウンモール棟３階
スポーツウェーブ鉄腕24 浜野
千葉県千葉市中央区浜野町１０２５－５９
千葉県千葉市中央区川崎町５１－１ハーバーシティ蘇我フェスティバルウォークア
セガアリーナ蘇我
ミューズメント棟１Ｆ
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
セガららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ
千葉県船橋市浜町２－１－１北館１ＦＥ１２２区画
セガ我孫子
千葉県我孫子市柴崎字天王台４７－１
セガ松戸
千葉県松戸市日暮１－１－１八柱駅第２ビル２Ｆ
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
セブンパーク アリオ柏
千葉県柏市大島田９５０－１
ソユーゲームフィールド木更津
千葉県木更津市築地１番４イオンモール木更津２Ｆ
ソユープレイランドソピア幕張
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
タイトーＦステーションＰＡＺ新柏
千葉県柏市名戸ヶ谷字中久保８８８－１ＰＡＺ新柏２Ｆ
タイトーＦステーションキッズパークモラージュ柏
千葉県柏市大山台２－３－１モラージュ柏２階
タイトーＦステーション市川妙典
千葉県市川市妙典４－１－１イオン市川妙典店２番街２Ｆ
タイトーステーションアリオ蘇我
千葉県千葉市中央区川崎町５２－７アリオ蘇我２Ｆ
タイトーステーションセブンパークアリオ柏 千葉県柏市大島田９５０－１
タイトーステーション旭サンモール
千葉県旭市イ－２６７６－１サンモール３Ｆ
タイトーステーション船橋
千葉県船橋市本町１丁目６－１
タイトーステーション柏
千葉県柏市柏２－３－１
タイトーステーション茂原アスモ
千葉県茂原市高師１７３５茂原ショッピングプラザアスモ２Ｆ
トイザらス松戸
千葉県松戸市二ツ木１７８１－２プチモール二ツ木２Ｆ
にこぱアクロスモール新鎌ヶ谷
千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷２－１２－１アクロスモール新鎌ヶ谷２Ｆ
ニコパマリンピア
千葉県千葉市美浜区高洲３－１３－１マリンピア４階
パレパレ稲毛長沼
千葉県千葉市稲毛区長沼原町７３１－１７
ハローズガーデン市原
千葉県市原市青柳北１－１アピタ市原店２Ｆ
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
ビックカメラ柏
千葉県柏市柏市１－１－２０スカイプラザ柏トイズコーナー
ファンタジープラザ成東
千葉県山武市成東１８０８－１
ファンタジープラザ千城台
千葉県千葉市若葉区千城台北３－２１－１ラパーク千城台３Ｆ
プラサカプコン成田
千葉県成田市ウイング土屋２４イオンモール成田２Ｆ
プラサカプコン富津
千葉県富津市青木一丁目５番地１イオンモール富津２Ｆ
プレイランドちはら台
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
プレビミスターマックス千葉美浜店
千葉県千葉市美浜区新港３２番１１号ミスターマックス千葉美浜店内
プレビららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ
千葉県船橋市浜町２丁目１番１号ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ西館３階
モーリーファンタジーあすみが丘
千葉県千葉市緑区あすみが丘７丁目１番あすみが丘ブランニューモール２Ｆ
モーリーファンタジーおゆみ野
千葉県千葉市緑区おゆみ野南５丁目３７－１イオンタウン２Ｆ
モーリーファンタジーノア
千葉県野田市中根３６－１イオン１Ｆ
モーリーファンタジーユーカリが丘
千葉県佐倉市西ユーカリが丘６－１２－３イオンタウン３Ｆ
モーリーファンタジー鎌ヶ谷
千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷２丁目７番１号イオン２Ｆ
モーリーファンタジー鎌取
千葉県千葉市緑区おゆみ野３丁目１６－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー館山
千葉県館山市八幡５４５－１イオン１Ｆ
モーリーファンタジー五香
千葉県松戸市五香８－４４－６オウル五香１Ｆ
モーリーファンタジー市川妙典
千葉県市川市妙典５－３－１イオン３Ｆ
ビックカメラ大宮西口そごう

千葉県

東京都

モーリーファンタジー新松戸
千葉県松戸市新松戸３－２－２ダイエー４Ｆ
モーリーファンタジー成田
千葉県成田市ウイング土屋２４番地イオン２Ｆ
モーリーファンタジー千葉ニュータウン
千葉県印西市中央北３丁目１番１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー千葉長沼
千葉県千葉市稲毛区長沼町３３０－５０イオン１Ｆ
モーリーファンタジー船橋
千葉県船橋市山手１丁目１番地８号イオン３Ｆ
モーリーファンタジー銚子
千葉県銚子市三崎町２丁目２６６０－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー長浦
千葉県袖ヶ浦市長浦駅前１－７イオン2階
モーリーファンタジー津田沼
千葉県習志野市津田沼１丁目２３番１号イオン３Ｆ
モーリーファンタジー東習志野
千葉県習志野市東習志野６丁目７－８イオンタウン１Ｆ
モーリーファンタジー南行徳
千葉県市川市南行徳２－２０－２５イオン２Ｆ
モーリーファンタジー柏
千葉県柏市豊町２丁目５番２５号イオン2階
モーリーファンタジー八街
千葉県八街市文違３０１イオン１Ｆ
モーリーファンタジー八千代緑が丘
千葉県八千代市緑が丘２丁目１－３イオン４Ｆ
モーリーファンタジー幕張新都心
千葉県千葉市美浜区豊砂１－５イオンモール（ファミリーモール）２Ｆ
モーリーファンタジー木更津
千葉県木更津市築地１－４イオン２Ｆ
ヨドバシカメラマルチメディア千葉
千葉県千葉市中央区富士見２－３－１玩具売場
レジャーランド成東
千葉県山武市姫島１１１－１
レジャーランド野田
千葉県野田市吉春字鎌田７７６－１
鉄腕24稲毛長沼
千葉県千葉市稲毛区長沼原町６９７
○×△□（ラくトス）
東京都葛飾区新小岩１－４４－６
ＣＬＵＢＳＥＧＡ自由ヶ丘
東京都目黒区自由ヶ丘２－１０－９
ＣＬＵＢＳＥＧＡ立川
東京都立川市柴崎町３－２－１サザンビル１Ｆ
Ｈｅｙ
東京都千代田区外神田１－１０－５ 広瀬本社ビル２Ｆ
LIVINｵｽﾞ大泉
東京都練馬区東大泉２－１０－１１
ＮＩＣＯＰＡ＆nicogroundイーアス八王子高尾店
東京都八王子市東浅川町549-3 イーアス高尾店2Ｆ
ＮＩＣＯＰＡクロスガーデン調布
東京都調布市菊野台１－３３－３クロスガーデン調布２階
ＮＩＣＯＰＡ仙川
東京都調布市若葉町２－２島忠ホームズ仙川店２Ｆ
PALO成増
東京都板橋区成増２－２１－２ダイエー4階
ＰＡＬＯ聖蹟桜ヶ丘
東京都多摩市関戸４－７２聖蹟桜ヶ丘オーパ店６Ｆ
ＴＨＥ３ＲＤＰＬＡＮＥＴ多摩センター
東京都多摩市落合１－３９－２マグレブビル２階・３階
ＹＡＺワールド八王子みなみ野
東京都八王子市みなみ野１－２－１アクロスモール内３Ｆ
アドアーズ南砂町ＳＵＮＡＭＯ
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
アドベンチャーリーフ国領
東京都調布市国領町８－２－６４イトーヨーカドー国領店３階
イトーヨーカドーアリオ亀有
東京都葛飾区亀有３－４９－３
イトーヨーカドーアリオ西新井
東京都足立区西新井栄町１－２０－１
イトーヨーカドーアリオ北砂
東京都江東区北砂２－１７
イトーヨーカドーセブンホームセンター金町 東京都葛飾区東金町１－１０－８
イトーヨーカドー綾瀬
東京都足立区綾瀬３－４－２５
イトーヨーカドー葛西
東京都江戸川区東葛西９－３－３
イトーヨーカドー高砂
東京都葛飾区高砂３－１２－５
イトーヨーカドー国領
東京都調布市国領町８－２－６４
イトーヨーカドー四つ木
東京都葛飾区四つ木２－２１－１
イトーヨーカドー小岩
東京都江戸川区西小岩１－２４－１
イトーヨーカドー昭島
東京都昭島市田中町５６２－１
イトーヨーカドー上板橋
東京都板橋区常盤台４－２６－１
イトーヨーカドー赤羽
東京都北区赤羽西１－７－１
イトーヨーカドー多摩センター
東京都多摩市落合１－４４
イトーヨーカドー大井町
東京都品川区大井１－３－６
イトーヨーカドー大森
東京都大田区大森北２－１３－１
イトーヨーカドー竹の塚
東京都足立区竹の塚５１７－１
イトーヨーカドー東久留米
東京都東久留米市本町３－８－１
イトーヨーカドー東村山
東京都東村山市本町２－２－１９
イトーヨーカドー東大和
東京都東大和市桜が丘２－１４２－１
イトーヨーカドー南大沢
東京都八王子市南大沢２－２８－１
イトーヨーカドー拝島
東京都昭島市松原町３－２－１２
イトーヨーカドー八王子
東京都八王子市狭間町１４６２－１
イトーヨーカドー武蔵境
東京都武蔵野市境南町２－２－２０
イトーヨーカドー武蔵小金井
東京都小金井市本町６－１４－９
キデイランド吉祥寺
東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１１－５コピス吉祥寺Ａ館６Ｆ
サンポップマチヤ
東京都荒川区荒川７－５０－９
セガイオンモールむさし村山
東京都武蔵村山市榎１－１－３－２０５９
セガワールド葛西
東京都江戸川区東葛西９－３－３イトーヨーカドー３Ｆ
セガワールド船堀
東京都江戸川区船堀１－６－１１
セガワールド府中
東京都府中市西原町１－６－２フレスポ府中２Ｆ
セガ池袋ＧｉＧＯ
東京都豊島区東池袋１－２１－１
セガ竹の塚
東京都足立区竹の塚６－８北棟
セガ東京ドームシティ
東京都文京区後楽１－３－６１
ソユーザウルスワールド大森
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
ソユープレイランドソピア南大沢
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
ソユープレイランドソピア八王子
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
タイトーＦステーションオリナス錦糸町
東京都墨田区太平４－１－２オリナスモール地下１Ｆ
タイトーＦステーションダイエー武蔵村山
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
タイトーステーションＢＩＧＢＯＸ高田馬場
東京都新宿区高田馬場１－３５－３ＢＩＧＢＯＸ６Ｆ
タイトーステーション錦糸町楽天地
東京都墨田区江東橋４－２７－１４楽天地ビル地下１階
タイトーステーション渋谷
東京都渋谷区渋谷１－２４－１２渋谷東映プラザ
タイトーステーション新宿東口
東京都新宿区新宿３－２２－７指田ビル
タイトーステーション新宿南口ゲームワールド東京都新宿区新宿３－３５－８
タイトーステーション浅草
東京都台東区浅草１－２７－５ＲＯＸＤＯＭＥ１Ｆ
タイトーステーション多摩センター
東京都多摩市落合１－４５－１丘の上パティオ内
タイトーステーション池袋西口
東京都豊島区西池袋１－１５－９
タイトーステーション町田
東京都町田市原町田６－２１－２３松山ビル１階
タイトーステーション立川
東京都立川市曙町２－４－５クリサス立川
トイザらスお台場
東京都港区台場１－７－１アクアシティお台場１Ｆ
トイザらス昭島
東京都昭島市田中町５７３－１－４モリタウン内
トイザらス多摩
東京都多摩市東寺方６６０－１
トイザらス府中駅前
東京都府中市宮町１－５０くるるＢ１Ｆ
ドラマ八王子高倉
東京都八王子市東京都八王子市高倉町５５－４
ハイテクランドセガシブヤ
東京都渋谷区渋谷１－１４－１４ＥＡＳＴ１Ｆ
ハローズガーデン武蔵小金井
東京都小金井市本町６－１４－９イトーヨーカドー武蔵小金井店４Ｆ
ハローズガーデン北砂
東京都江東区北砂２－１７－１アリオ北砂店アリオモール３Ｆ
ビックカメラＪＲ八王子駅
東京都八王子市八王子市旭町１－１７トイズコーナー
ビックカメラ新宿西口
東京都新宿区西新宿１－５－１ハルク５Ｆトイズコーナー
ビックカメラ赤坂見附駅９Ｆ玩具売場
東京都港区赤坂３－１－６トイズコーナー
ビックカメラ池袋本店
東京都豊島区東池袋１－４１－５ ５階トイズコーナー
ビックカメラ有楽町本館
東京都千代田区有楽町１－１１－１トイズコーナー
ビックカメラ立川
東京都立川市曙町２－１２－２トイズコーナー

神奈川県

ビックロ新宿東口
東京都新宿区新宿３－２９－１トイズコーナー
プレビ三和堀之内
東京都八王子市別所２－１三和堀之内店内２階
モーリーファンタジーむさし村山
東京都武蔵村山市榎１丁目１番３号イオン３Ｆ
モーリーファンタジー小平
東京都小平市小川東町２－１２－１ダイエー2階
モーリーファンタジー西台
東京都板橋区蓮根３－８－１２ダイエー3階
モーリーファンタジー多摩平の森
東京都日野市多摩平２－４－１ イオンモール４階
モーリーファンタジー島忠ホームズ葛西
東京都江戸川区東葛西９－３－６ホームズ葛西１Ｆ
モーリーファンタジー東久留米
東京都東久留米市南沢５丁目１７イオンモール３Ｆ
モーリーファンタジー南砂
東京都江東区南砂６－７－１５イオン３Ｆ
モーリーファンタジー日の出
東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木２３７番３イオン３Ｆ
モーリーファンタジー板橋
東京都板橋区徳丸２丁目６番地１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー品川シーサイド
東京都品川区東品川４丁目１２－５イオン２Ｆ
ヤマダ電機LABI池袋総本店
東京都豊島区東池袋１－５－７
ヤマダ電機LABI品川大井町
東京都品川区東大井５－２０－１
ヤマダ電機テックランド稲城若葉台
東京都稲城市若葉台２－８
ヤマダ電機テックランド錦糸町
東京都墨田区太平４－１－５－２Ｆ
ユーズランド日の出
東京都西多摩郡日の出町平井２３７－３イオンモール日の出３Ｆ
ヨドバシカメラマルチメディアＡＫＩＢＡ
東京都千代田区神田花岡町１－１６Ｆ玩具売場
ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺
東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１９－１玩具売場５Ｆ
ヨドバシカメラマルチメディア錦糸町
東京都墨田区江東橋３－１４－５錦糸町ステーションビル内玩具売場
ヨドバシカメラマルチメディア上野
東京都台東区上野４－１０－１０７Ｆゲームフロアー玩具売場
ヨドバシカメラマルチメディア新宿東口
東京都新宿区新宿３－２６－７玩具売場
ヨドバシカメラマルチメディア町田
東京都町田市原町田１－１－１１Ｂ１Ｆ玩具売場
ヨドバシカメラ新宿西口
東京都新宿区西新宿１－１１－１ゲームホビー館５Ｆ玩具売場
ヨドバシカメラ八王子
東京都八王子市東町７－４玩具売場
ライフ経堂
東京都世田谷区経堂５－３２－６
ライフ千川
東京都豊島区要町３－４５－４
レジャーランドお台場メディアージュ
東京都港区台場１－７－１
西友LIVIN光が丘
東京都練馬区光が丘５－１－１
西友ＬＩＶＩＮ田無
東京都西東京市田無町２－１－１
西友阿佐ヶ谷
東京都杉並区阿佐谷北１－５－６
西友三軒茶屋
東京都世田谷区太子堂４－２４－８
西友福生
東京都福生市東町５－１
東京ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ亀有
東京都葛飾区亀有３－２１－２
博品館銀座
東京都中央区銀座８－８－１１
モーリーファンタジー三ツ境
神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境７－１ダイエー2階
ＣＬＵＢＳＥＧＡ新杉田
神奈川県横浜市磯子区杉田１－１－１らびすた新杉田２Ｆ
Ｆｏｒｋｉｄｓ’＋ｂトレッサ横浜
神奈川県横浜市港北区師岡町７００番地トレッサ横浜南棟３Ｆ
ＮＩＣＯＰＡ横浜四季の森フォレオ
神奈川県横浜市旭区上白根３丁目４１番１号旭区上白根３丁目４１番１号
ＴＨＥ３ＲＤＰＬＡＮＥＴ港北ニュータウン
神奈川県横浜市都筑区中川中央１丁目２５番１号ノースポート・モール６Ｆ
ＹＡＺ川崎
神奈川県川崎市幸区小倉５－１９－２３クロスガーデン川崎１Ｆ
アドアーズ橋本
神奈川県相模原市緑区橋本３－３－１ＳＩＮＧ橋本２階
アピタ金沢文庫
神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２丁目１－１
アピタ戸塚
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町７６９－１玩具売場
アピタ長津田
神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台４丁目７－１玩具売場
アミューズメントランドＹＡＺ平塚
神奈川県平塚市田村１－４－２６
イトーヨーカドーアリオ橋本
神奈川県相模原市緑区大山町１－２２
イトーヨーカドーグランツリー武蔵小杉
神奈川県川崎市中原区新丸子東３－１１３５
イトーヨーカドーたまプラーザ
神奈川県横浜市青葉区美しが丘１－６－１
イトーヨーカドーららぽーと横浜
神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５－１
イトーヨーカドー伊勢原
神奈川県伊勢原市桜台１－８－１
イトーヨーカドー横浜別所
神奈川県横浜市南区別所１－１４－１
イトーヨーカドー古淵
神奈川県相模原市南区古淵３－１３－３３
イトーヨーカドー溝ノ口
神奈川県川崎市高津区久本３－６－２０
イトーヨーカドー綱島
神奈川県横浜市港北区綱島西２－８－１
イトーヨーカドー小田原
神奈川県小田原市中里２９６－１
イトーヨーカドー湘南台
神奈川県藤沢市石川６－２－１
イトーヨーカドー上永谷
神奈川県横浜市港南区丸山台１－１２
イトーヨーカドー新百合ヶ丘
神奈川県川崎市麻生区上麻生１－４－１
イトーヨーカドー川崎
神奈川県川崎市川崎区小田栄２－２－１
イトーヨーカドー川崎港町
神奈川県川崎市川崎区港町１２－１
イトーヨーカドー相模原
神奈川県相模原市南区松が枝町１７－１
イトーヨーカドー大船
神奈川県鎌倉市大船６－１－１
イトーヨーカドー大和鶴間
神奈川県大和市下鶴間１－３－１
イトーヨーカドー鶴見
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－１５－３０
イトーヨーカドー藤沢
神奈川県藤沢市鵠沼石上１－１０－１
イトーヨーカドー能見台
神奈川県横浜市金沢区能見台東３－１
イトーヨーカドー武蔵小杉駅前
神奈川県川崎市中原区小杉町３－４２０
イトーヨーカドー立場
神奈川県横浜市泉区中田西１－１－１５
セガイトーヨーカドー古淵
神奈川県相模原市南区古淵３－１３－３３イトーヨーカドー３Ｆ
セガ小田原ダイナシティ
神奈川県小田原市中里２９６－１ダイナシティイーストモールイトーヨーカ堂３Ｆ
そごう横浜
神奈川県横浜市西区高島２－１８－１そごう横浜店８Ｆ玩具売場
ソユーゲームフィールド湘南
神奈川県藤沢市辻堂新町四丁目１番１号湘南モールＦＩＬＬ２Ｆ
タイトーＦステーションイオン伊勢原
神奈川県伊勢原市白根６３０－１イオン伊勢原店３Ｆ
タイトーステーションイトーヨーカドー横浜別所
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
タイトーステーション横浜西口五番街
神奈川県横浜市西区南幸１－１２－９７階
タイトーステーション海老名ビナウォーク
神奈川県海老名市中央１ー１８－１ビナウォーク六番館２Ｆ
タイトーステーション溝の口２店
神奈川県川崎市高津区溝口2-13-5
タイトーステーション小田原シティーモール 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
トイザらス厚木
神奈川県厚木市妻田東３－２５－２４
トイザらス秦野
神奈川県秦野市曽屋４７８４
トイザらス川崎高津
神奈川県川崎市高津区溝口６－１１－１
ドラマ藤沢
神奈川県藤沢市本藤沢５－６－８
ニコパニトリモール相模原
神奈川県相模原市南区大野台６－１－１ニトリモール相模原３Ｆ
ハローズガーデン綾瀬
神奈川県綾瀬市深谷３７３４－１綾瀬タウンヒルズショッピングセンター２Ｆ
ハローズガーデン海老名
神奈川県海老名市中央２－４－１イオン海老名店２Ｆ
ハローズガーデン厚木
神奈川県厚木市中町１丁目５－１０厚木ガーデンシティビル５Ｆ
ハローズガーデン湘南
神奈川県藤沢市遠藤字滝ノ沢６９８－１０湘南とうきゅう２Ｆ
ピアゴ座間
神奈川県座間市入谷一丁目４１６番地の２玩具売場
ピアゴ大口
神奈川県横浜市神奈川区神之木町２－３０玩具売場
ビックカメララゾーナ川崎
神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１３Ｆトイズコーナー
神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目１００－４５新横浜中央ビル９階トイズコー
ビックカメラ新横浜
ナー
ビックカメラ藤沢
神奈川県藤沢市藤沢５５９増田ビル遊行通り共同ビル６Ｆトイズコーナー
ファンタスティックジャーニー横浜
神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５－１イトーヨーカドーららぽーと横浜店２階
プラサカプコン磯子
神奈川県横浜市磯子区磯子１－１－１マリコム磯子ＳＣ２Ｆ

プラサカプコン横須賀
プレイランド川崎
プレイランド大和鶴間
プレビアリオ橋本
プレビホームズ川崎
モーリーファンタジーイオン相模原
モーリーファンタジーサクラス戸塚
モーリーファンタジールララ港北
モーリーファンタジー横須賀
モーリーファンタジー横浜新吉田
モーリーファンタジー茅ヶ崎中央
モーリーファンタジー久里浜
モーリーファンタジー金沢八景
モーリーファンタジー向ヶ丘
モーリーファンタジー港南台
モーリーファンタジー港北
モーリーファンタジー湘南茅ヶ崎
モーリーファンタジー秦野
モーリーファンタジー川崎小田栄
モーリーファンタジー相模原小山
モーリーファンタジー大和

新潟県

富山県

石川県

モーリーファンタジー大和鶴間
モーリーファンタジー東戸塚
モーリーファンタジー本牧
ヤマダ電機テックランド茅ヶ崎
ヨドバシカメラマルチメディア横浜
ヨドバシカメラマルチメディア京急上大岡
ヨドバシカメラマルチメディア川崎ルフロン
ららぽーと海老名
レジャーランド厚木
楽市楽座湘南藤沢
小田原メトロポリス
西友LIVINよこすか
西友武蔵新城
ＰＡＬＯ十日町
アピタ新潟亀田
アピタ新潟西
アピタ長岡
アピナ上越インター
アピナ長岡
イトーヨーカドー丸大新潟
イトーヨーカドー丸大柏崎
イトーヨーカドー長岡
イトーヨーカドー直江津
カプコサーカス新潟東
ソユーゲームフィールド新発田
タイトーＦステーションイオン新潟西
タイトーＦステーション燕三条
ハローズガーデン長岡
プレビバロー上越
モーリーファンタジー・ｆ新潟南
モーリーファンタジー県央
モーリーファンタジー十日町
モーリーファンタジー小千谷
モーリーファンタジー上越
モーリーファンタジー新潟青山
モーリーファンタジー新潟東
モーリーファンタジー新潟南
モーリーファンタジー新発田
モーリーファンタジー六日町
ヨドバシカメラマルチメディア新潟駅前
アピタ魚津
アピタ砺波
アピタ富山
アピタ富山東
アピナ富山新庄
アピナ富山南
タイトーステーションファボーレ婦中
トイザらス高岡
モーリーファンタジーとなみ
モーリーファンタジー高岡
モーリーファンタジー高岡南
モーリーファンタジー小杉
ユーズランドとなみ
ユーズランド高岡
アピタ松任
アピナ野々市
セガイオンタウン金沢示野
セガワールド金沢
モーリーファンタジー・ｆ御経塚
モーリーファンタジーかほく
モーリーファンタジー新小松
モーリーファンタジー杜の里
レジャーランド加賀
レジャーランド藤江新館
楽市楽座イオンモール新小松

福井県

金沢メトロポリス
手取フィッシュランド
ＰＡＬＯ武生
アピタ福井大和田
アピタ福井店
タイトーＦステーションアルプラザ鯖江
フクイレジャーランドワイプラザ

神奈川県横須賀市若松町２－３０モアーズシティ４Ｆ
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
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
神奈川県相模原市緑区大山町１－２２アリオ橋本店内２階
神奈川県川崎市川崎区中瀬３－２０ホームズ川崎店内２Ｆプレビプレイランドコー
ナーこころっこ
神奈川県相模原市南区古淵２－１０－１イオンＳＣ３Ｆ
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４２５３－１サクラス戸塚店２Ｆ
神奈川県横浜市都筑区中川中央２－２－１ルララ港北店４Ｆ
神奈川県横須賀市本町２－１－１２イオン4階
神奈川県横浜市港北区新吉田東八丁目４９番１号イオン２Ｆ
神奈川県茅ヶ崎市茅ケ崎３丁目５番１６号イオン３Ｆ
神奈川県横須賀市久里浜５丁目１３－１イオン２Ｆ
神奈川県横浜市金沢区泥亀１－２７－１イオン2階
神奈川県川崎市多摩区登戸２７８９ダイエー3階
神奈川県横浜市港南区港南台３－１－２ダイエー4階
神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３１－１－５０８３
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎２－７－７１イオンスタイル３Ｆ
神奈川県秦野市入船町１２－１イオン２Ｆ
神奈川県川崎市川崎区小田栄２－３－１コーナン川崎小田栄２Ｆ
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
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３Ｆ
神奈川県大和市下鶴間一丁目２番１号イオン３Ｆ
神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３５－１イオン４Ｆ
神奈川県横浜市中区本牧原７－１イオン５Ｆ
神奈川県茅ヶ崎市新栄町１２－３
神奈川県横浜市西区北幸１－２－７６Ｆ玩具売場
神奈川県横浜市南区上大岡西１－６－１京急百貨店８階玩具売場
神奈川県川崎市川崎区日進町１－１１４Ｆ玩具売場
神奈川県海老名市扇町１３－１ららぽーと海老名４Ｆノジマ内玩具コーナー
神奈川県厚木市戸室５－３１－１
神奈川県藤沢市辻堂新町４丁目３番５号ミスターマックス湘南藤沢ＳＣ２階
神奈川県小田原市前川２１９－４コロナワールド小田原内
神奈川県横須賀市平成町３－２１－４
神奈川県川崎市中原区上新城２－１２－１
新潟県十日町市旭町１６１リオン・ドール十日町店１Ｆ
新潟県新潟市江南区鵜ノ子４－４６６玩具売場
新潟県新潟市小新４７４玩具売場
新潟県長岡市千秋二丁目２７８番地玩具売場
新潟県上越市下門前１６６１
新潟県長岡市堺東町２２
新潟県新潟市中央区本町通り６－１１２２－１
新潟県柏崎市駅前２－３－７
新潟県長岡市城内町２－３－１２
新潟県上越市西本町３－８－８
新潟県新潟市東区大形本町３－１－２
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
新潟県新潟市西区小新南２丁目１番１０号
新潟県燕市井土巻３－１５０イオン県央店アメニティ棟１Ｆ
新潟県長岡市千秋２－２７８アピタＲＩＶＥＲＳＩＤＥＳＥＮＳＨＵ長岡店２階
新潟県上越市とよば２３９番の１バロー上越店内
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２Ｆ
新潟県燕市井土巻３－６５イオン２Ｆ
新潟県十日町市字川端丑７８４－１イオン１Ｆ
新潟県小千谷市大字平沢新田字荒田３３９イオン２Ｆ
新潟県上越市富岡３４５８番地アコーレ２階アコーレ２Ｆ
新潟県新潟市西区青山２－５－１イオン２Ｆ
新潟県新潟市東区大形本町３－１－２イオン３Ｆ
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３Ｆ
新潟県新発田市住吉町５丁目１１番５号イオン２Ｆ
新潟県南魚沼市余川３１００イオン２Ｆ
新潟県新潟市中央区弁天１－２－６
富山県魚津市住吉６００番地玩具売場
富山県砺波市太郎丸３丁目６９番地玩具売場
富山県富山市上袋１００番６８玩具売場
富山県富山市上冨居３－８－３８玩具売場
富山県富山市荒川３－２－１２
富山県富山市堀川町３５５－３マイプラザ内
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
富山県高岡市下伏間江３８３イオンモール高岡店１Ｆ
富山県砺波市中神土地区画整理事業地内３１街区１イオンモール２Ｆ
富山県高岡市江尻３３１－１イオン１Ｆ
富山県高岡市下伏間江３８３イオン２Ｆ
富山県射水市三ヶ２６０２アル・プラザ小杉２Ｆ
富山県砺波市中神地区画事業３１街区１イオンモールとなみ２Ｆ
富山県高岡市下伏間江３８３イオンモール高岡２Ｆ
石川県白山市幸明町２８０番地玩具売場
石川県野々市市白山町４－１イオンタウン野々市内
石川県金沢市戸板西２－１
石川県金沢市諸江町３０－１
石川県野々市市御経塚２丁目９１番地イオン１Ｆ
石川県かほく市内日角地内タ２５番イオン２Ｆ
石川県小松市沖周辺土地区画整理事業地内仮換地２０街区イオンモール３Ｆ
石川県金沢市もりの里１丁目７０番地イオン２Ｆ
石川県加賀市箱宮町ヲ１番－１
石川県金沢市藤江南２－１０５
石川県小松市沖周辺土地区画整理事業区域内２０街区イオンモール新小松店２
階２０２６
石川県金沢市無量寺第二土地区画整理事業内
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
福井県越前市横市町２８－１４－１エスカモール武生楽市店２Ｆ
福井県福井市大和田二丁目1230番地
福井県福井市飯塚町第１１号１１１番地 玩具売場
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
福井県福井市新保町７－９－１ヤスサキワイプラザＢ棟２Ｆ

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

モーリーファンタジー鯖江
福井県鯖江市下河端１６字下町１６－１アル・プラザ鯖江２Ｆ
モーリーファンタジー福井
福井県福井市松城町１２－７パリオＣＩＴＹ２Ｆ
レジャーランド板垣
福井県福井市下馬３－１０１
アピタ石和
山梨県笛吹市石和町窪中島１５４番地玩具売場
アピタ双葉
山梨県甲斐市志田字柿木６４５－１番地玩具売場
アピタ田富
山梨県中央市山之神１３８３－９玩具売場
イトーヨーカドー甲府昭和
山梨県中巨摩郡昭和町西条１３－１
タイトーＦステーションラザウォーク甲斐双葉山梨県甲斐市志田字柿木６１６－１
プラサカプコン甲府
山梨県中巨摩郡昭和町西条字北河原３７１７
モーリーファンタジー甲府昭和
山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１５０５－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー石和
山梨県笛吹市石和町駅前１６－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー湯村
山梨県甲府市千塚１－９－１４オギノ湯村店４Ｆ
楽市楽座イオンモール甲府
山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１５０５－１イオンモール甲府昭和店２階
富士急百貨富士吉田『ＴＯＹ’ＳＱ』
山梨県富士吉田市上吉田２－５－１玩具売り場
ＡＧスクエア岡谷
長野県岡谷市塚間町２－１－２１
ＰＡＬＯ佐久
長野県佐久市岩村田６－２ステーションパーク・佐久１・２Ｆ
ＰＡＬＯ諏訪
長野県諏訪市沖田町５－１８ステーションパーク・諏訪１・２Ｆ
ＴＨＥ３ＲＤＰＬＡＮＥＴ長野大通り
長野県長野市大字鶴賀権堂町１５０６番地３長電権堂第２ビル１階
アピタ伊那
長野県伊那市伊那下川原５１９８番地玩具売場
アピタ岡谷
長野県岡谷市銀座１丁目１－５玩具売場
アピタ高森
長野県下伊那郡高森町山吹４５１５番地玩具売場
アピナ伊那
長野県伊那市西町５０９３
アピナ塩尻
長野県塩尻市広丘野村１７９４－１
アピナ佐久インター
長野県佐久市岩村田北１－１３－１
アピナ上田
長野県上田市秋和３５９－１
アピナ長野川中島
長野県長野市川中島町御厨９６７－１
アピナ長野村山
長野県長野市村山５０２－１
イトーヨーカドーアリオ上田
長野県上田市天神３－５１
イトーヨーカドー長野
長野県長野市大字鶴賀権堂町２２０１
イトーヨーカドー南松本
長野県松本市高宮中１－２０
セガワールド豊科
長野県安曇野市豊科南穂高１１１５
ソユーゲームフィールド長野三輪
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
タイトーステーション アイシティ２１松本
長野県東筑摩郡山形村7977 アイシティ21内
ファンタジープラザ長野
長野県長野市高田１７５８ＭＥＧＡドン・キホーテ長野店２Ｆ
モーリーファンタジー松本
長野県松本市中央４－９－５１イオンスタイル松本店内3階
モーリーファンタジー上田
長野県上田市常田２－１２－１８イオン２Ｆ
モーリーファンタジー中野
長野県中野市大字一本木２５２－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー南松本
長野県松本市双葉５－２０イオン２Ｆ
モーリーファンタジー飯田アップルロード
長野県飯田市鼎一色４５６イオン２Ｆ
モーリーファンタジー豊科
長野県安曇野市豊科４２７２－１０イオン２Ｆ
西友川中島
長野県長野市川中島町今井字薬師堂１８１４－１
ＮＩＣＯＰＡ羽島ウイング
岐阜県羽島市小熊町島１丁目４６番地
アピタ各務原
岐阜県各務原市鵜沼各務原町８丁目７番地玩具売場
アピタ岐阜
岐阜県岐阜市加納神明町６丁目１番地玩具売場
アピタ御嵩店
岐阜県可児郡御嵩町上恵土字西畑１０５２番１ 玩具売場
アピタ大垣
岐阜県大垣市林町六丁目８０番２１号玩具売場
アピタ飛騨高山
岐阜県高山市国府町金桶４１番地玩具売場
アピタ美濃加茂
岐阜県美濃加茂市野笹町２丁目５番６５号玩具売場
アピタ北方
岐阜県本巣郡北方町平成２丁目３番地玩具売場
イオンタウン大垣
岐阜県大垣市三塚町丹瀬４６３－１イオンタウン大垣１Ｆ
イオン大垣
岐阜県大垣市外野２丁目１００番 玩具売場
イトーヨーカドー柳津
岐阜県岐阜市柳津町丸野３－３－６
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
トイザらス岐阜
岐阜県岐阜市正木中１－２－１マーサ２１ １Ｆ
にこぱアクアウォーク大垣
岐阜県大垣市林町６丁目８０番２１
バローランド中津川
岐阜県中津川市淀川町３－８ルビットタウン２Ｆ
ピアゴ笠松店
岐阜県羽島郡笠松町米野字西起５９番地１玩具売場
ピアゴ恵那
岐阜県恵那市長島町正家二丁目２番地１７玩具売場
ピアゴ瑞浪
岐阜県瑞浪市薬師町二丁目７２番地玩具売場
ピアゴ多治見
岐阜県多治見市住吉町三丁目１９番地の１玩具売場
ピアゴ長良
岐阜県岐阜市福光東１丁目２６番７号玩具売場
プレビＶタウン芥見
岐阜県岐阜市芥見南山２－１－８Ｖタウン芥見店内プレビプレイランドコーナー
モーリーファンタジー・ｆ岐阜
岐阜県岐阜市正木中１－２－１マーサ２１北館３Ｆイオン３Ｆ
モーリーファンタジー各務原
岐阜県各務原市那加萱場町３－８イオンモール３Ｆ
モーリーファンタジー関
岐阜県関市倉知５１６サンサンシティ・マーゴイオン１Ｆ
モーリーファンタジー多治見
岐阜県多治見市西坂町５－３１－１多治見インターモール１Ｆ
モーリーファンタジー大垣
岐阜県大垣市外野２丁目１００番イオン２Ｆ
ヨシヅヤ可児
岐阜県可児市下恵土５７５０
大垣メトロポリス
岐阜県大垣市三塚町字西沼５２３－１
ＡＧスクエア清水
静岡県静岡市清水区駒越北町８－１ベイドリーム清水２Ｆ
ＬＡＮＤ藤枝
静岡県藤枝市前島１丁目７番１０号ＢｉＶｉ藤枝４Ｆ
ＴＨＥ３ＲＤＰＬＡＮＥＴＢｉＶｉ沼津
静岡県沼津市大手町１丁目１番５号大手町１丁目１番５号
ＴＨＥ３ＲＤＰＬＡＮＥＴフレスポ静岡
静岡県静岡市清水区鳥坂８６０番地
ＴＨＥ３ＲＤＰＬＡＮＥＴ静岡インター
静岡県静岡市駿河区中野新田３８３番地の３
ＴＨＥ３ＲＤＰＬＡＮＥＴ富士
静岡県富士市永田町２丁目９９番地
ＹＡＺワールド浜松葵
静岡県浜松市中区葵西２－２７－１０
ＹＡＺ磐田
静岡県磐田市西貝塚横須賀道北３６９０イオンタウン磐田内
アピタ伊東
静岡県伊東市玖須美元和田７２０番地の１４３玩具売場
アピタ掛川
静岡県掛川市大池２８２６
アピタ静岡
静岡県静岡市駿河区石田１丁目５番１号玩具売場
アピタ大仁
静岡県伊豆の国市吉田字九十分１５３番の１玩具売場
アピタ島田
静岡県島田市宝来町８番２号玩具売場
アピタ磐田
静岡県磐田市今之浦3-1-11
アピタ浜北
静岡県浜松市貴布称１２００番地玩具売場
アピタ富士吉原
静岡県富士市久保二丁目１番－１０号玩具売場
アミューズメントパーク 静岡店
静岡県静岡市葵区柚木1026番地マークイズ静岡3F
イトーヨーカドー三島
静岡県三島市中田町９－３０
イトーヨーカドー沼津
静岡県沼津市高島本町１－５
イトーヨーカドー静岡
静岡県静岡市駿河区曲金３－１－５
セガワールドサントムーン
静岡県駿東郡清水町玉川６１－２サントムーン柿田川２Ｆ
ソユー竜宮タウン静岡
静岡県静岡市駿河区石田一丁目５番１号アピタ静岡ＳＣ２Ｆ
タイトーＦステーションイオンモール浜松市野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
タイトーＦステーションイオン富士宮
静岡県富士宮市浅間町１番８号
タイトーＦステーション静岡
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
タイトーステーションウェルディ長泉
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
タイトーステーション新浜松ザザシティ
静岡県浜松市中区鍛冶町１５番地ザザシティ西館２Ｆ

静岡県

愛知県

ハローズガーデン島田
静岡県島田市宝来町８－２アピタ島田店２Ｆ
ハローズガーデン富士吉原
静岡県富士市国久保２－１－１０アピタ富士吉原店２Ｆ
ピアゴ於呂
静岡県浜松市浜北区於呂字荒巻９８２番地玩具売場
ピアゴ香貫
静岡県沼津市下香貫字汐入２２１６番地玩具売場
ピアゴ上岡田
静岡県磐田市上岡田８１７－１
ピアゴ森
静岡県周智郡森町睦実字鳥喰２３２７番地１玩具売場
ピアゴ榛原
静岡県牧之原市細江字濱田１３７１番地１玩具売場
ピアゴ袋井
静岡県袋井市新池字原川田１１５８番地１玩具売場
ピアゴ大覚寺
静岡県焼津市大覚寺中ノ島７０９番地玩具売場
ピアゴ浜松泉町
静岡県浜松市中区泉一丁目６番１号玩具売場
ピアゴ富士宮
静岡県富士宮市東阿幸地５４１番地玩具売場
ピアゴ富士中央
静岡県富士市青葉町６２５番地玩具売場
プラサカプコンパルパル
静岡県浜松市西区舘山寺町１８９１
プラサカプコン志都呂
静岡県浜松市西区志都呂二丁目３７番１号イオンモール浜松志都呂３Ｆ
モーリーファンタジー・ｆ富士南
静岡県富士市鮫島１１８－１０イオンタウン２Ｆ
モーリーファンタジー御殿場
静岡県御殿場市萩原６３６番地サンサンプラザ３Ｆ
モーリーファンタジー焼津
静岡県焼津市祢宜島５５５イオン２Ｆ
モーリーファンタジー裾野
静岡県裾野市佐野１０３９マックスバリュ ベルシティ裾野店１Ｆ
モーリーファンタジー清水
静岡県静岡市清水区上原１－６－１６イオン２Ｆ
モーリーファンタジー袋井
静岡県袋井市上山梨４丁目１番地の１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー浜松市野
静岡県浜松市東区天王町字諏訪１９８１－３イオン２Ｆ
モーリーファンタジー浜松志都呂
静岡県浜松市西区志都呂町二丁目３７番１号イオン３Ｆ
モーリーファンタジー浜松西
静岡県浜松市西区入野町６２４４－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー富士宮
静岡県富士宮市浅間町１－８イオンモール２Ｆ
楽市楽座サンストリート浜北
静岡県浜松市浜北区平口２８６１サンストリート浜北店２階
ＧＡＺＡ３Ｆゲームコーナー
愛知県豊田市喜多町１丁目１４０番地
ピアゴ洞
愛知県岡崎市洞町字的場７２番地２玩具売場
アピタ阿久比
愛知県知多郡阿久比町椋岡徳吉１番地１２玩具売場
アピタ安城南
愛知県安城市桜井町貝戸尻６０番地玩具売場
アピタ稲沢
愛知県稲沢市天池五反田町１番地玩具売場
アピタ稲沢東
愛知県稲沢市下津穂所１－１－１玩具売場
アピタ岡崎北
愛知県岡崎市日名北町４番地４６玩具売場
アピタ蒲郡
愛知県蒲郡市港町１７番１０号玩具売場
アピタ刈谷
愛知県刈谷市南桜町２丁目５６番１号玩具売場
アピタ岩倉
愛知県岩倉市旭町１丁目２５
アピタ向山
愛知県豊橋市向山町中畑１番地１玩具売場
アピタ江南西
愛知県江南市松竹町上野２０５番地玩具売場
アピタ港
愛知県名古屋市港区当知二丁目１５０１番地
アピタ高蔵寺
愛知県春日井市中央台２丁目５番地玩具売場
アピタ小牧
愛知県小牧市堀の内３丁目１５番地玩具売場
アピタ新守山
愛知県名古屋市守山区新守山2830玩具売場
アピタ西尾
愛知県西尾市高畠町３丁目２３－９玩具売場
アピタ千代田橋
愛知県名古屋市千種区千代田橋２丁目１番１号玩具売場
アピタ大口
愛知県丹羽郡大口町丸２丁目３６番地玩具売場
アピタ大府
愛知県大府市明成町四丁目133番地
アピタ知立
愛知県知立市長篠町大山１８番地の１玩具売場
アピタ長久手
愛知県長久手市戸田谷９０１番地１玩具売場
アピタ東海荒尾
愛知県東海市荒尾町山王前２０番地玩具売場
アピタ東海通
愛知県名古屋市港区港明１丁目１０番２８号玩具売場
アピタ桃花台
愛知県小牧市古雅一丁目１番地玩具売場
アピタ豊田元町
愛知県豊田市土橋町２丁目６５番地玩具売場
アピタ名古屋空港店
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先１番８ 玩具売場
アピタ名古屋南
愛知県名古屋市南区豊田四丁目９番４７号玩具売場
アピタ名古屋北
愛知県名古屋市北区辻町９丁目１
アピタ鳴海
愛知県名古屋市緑区鳴海町伝治山３番地９玩具売場
アピタ木曽川
愛知県一宮市木曽川町黒田八ノ通５１番地の４玩具売場
アピタ緑店
愛知県名古屋市緑区徳重二丁目２０１番地 玩具売場
アミューズファクトリー（常滑）
愛知県常滑市りんくう町二丁目２０番３イオンモール常滑２階
イトーヨーカドー安城
愛知県安城市住吉町３－１－８
イトーヨーカドー知多
愛知県知多市新知東町１－１０－１
イトーヨーカドー尾張旭
愛知県尾張旭市南原山町石原１１６－４
エディオン豊田本店
愛知県豊田市三軒町８－５５
カラフルパークイオン千種
愛知県名古屋市千種区千種２－１６－１３イオン千種ＳＣ２Ｆ
カラフルパークイオン有松
愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏２００番地イオンタウン有松１Ｆ
ゲームランド岡崎
愛知県岡崎市戸崎町字外山３８－５イオンモール岡崎２F
サムソンみなと
愛知県名古屋市港区当知２－１５０１ポートモールみなと２階
サムソン千代田橋
愛知県名古屋市千種区千代田橋２－１－１アピタ千代田橋３階
サムソン半田
愛知県半田市乙川吉野町９パワードーム半田Ｂ１階
ジョイスクエア緑
愛知県名古屋市緑区徳重２丁目２０１アピタ緑２階
セガイオンタウン名西
愛知県名古屋市西区香呑町６－４９－１
セガイオンモール木曽川
愛知県一宮市木曽川町黒田八ヶ池２５－１イオンモール木曽川３Ｆ
セガワールド上小田井ｍｏｚｏワンダーシティ 愛知県名古屋市西区二方町４０ｍｏｚｏワンダーシティ４Ｆ
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
セガワールド尾西
愛知県一宮市篭屋３－９－７アソビックスびさい１Ｆ
セガ刈谷
愛知県刈谷市東境町京和１
セガ東名ボール
愛知県瀬戸市西原町２－１１４
セガ飯村
愛知県豊橋市飯村町字西山２５－１２１
ソユープレイランドソピア安城
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
ソユーブレーメンタウン鳴海
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
タイトーステーション豊橋
愛知県豊橋市藤沢町１４１－４１Ｆ
タイトーステーション弥富
愛知県弥富市五明蒲原１３７１－４
トイザらス岡崎
愛知県岡崎市大平町字石丸３８
トイザらス三好
愛知県みよし市三好町青木９１
トイザらス東浦
愛知県知多郡東浦町大字緒川字申新田弐区６７－８イオンモール東浦２Ｆ
トイザらス名古屋中川
愛知県名古屋市中川区新家１－２４２１アズパーク２Ｆ
ニコパウイングタウン岡崎
愛知県岡崎市羽根町小豆坂３番地
にこぱエルエルタウン岡崎
愛知県岡崎市上和田町南天白５－１エルエルタウン岡崎店
ハローズガーデン安城南
愛知県安城市桜井町貝戸尻６０番地アピタ安城南店２Ｆ
ピアゴ阿久比北店
愛知県知多郡阿久比町大字卯坂惣山惣山６５玩具売場
ピアゴ印場
愛知県尾張旭市庄中町鳥居１６５２番地２玩具売場
ピアゴ気墳
愛知県春日井市気墳町２丁目１１－１玩具売場
ピアゴ吉良
愛知県幡豆郡吉良町吉田字天笠桂１６番地３玩具売場
ピアゴ幸田
愛知県額田郡幸田町大草山添１７０番地玩具売場
ピアゴ江南
愛知県江南市村久野町瀬頭１６３玩具売場
ピアゴ香久山
愛知県日進市香久山五丁目１８０１番地玩具売場
ピアゴ篠木
愛知県春日井市下市場町３丁目６番地２玩具売場

愛知県
ピアゴ植田
ピアゴ新城
ピアゴ清水山
ピアゴ太田川店
ピアゴ大清水
ピアゴ大和
ピアゴ知立
ピアゴ中村
ピアゴ東刈谷
ピアゴ八剱
ピアゴ福釜
ピアゴ平針
ピアゴ碧南
ピアゴ碧南東
ピアゴ豊明
ピアゴ矢作
ビックカメラＪＲゲートタワー
ビックカメラ名古屋駅西
ファミリーランドドリーム
ファンタジーウェストタウン西尾
ファンタジープラザ名古屋
プラサカプコン稲沢

三重県

愛知県名古屋市天白区元植田１－３０２
愛知県新城市字的場２５番地の１１玩具売場
愛知県名古屋市緑区清水山１－５０１玩具売場
愛知県東海市大田町下浜田１０２-１玩具売場
愛知県豊橋市南大清水町字富士見７００－１玩具売場
愛知県一宮市大和町毛受字一本松１９番地玩具売場
愛知県知立市新地町番割６４番地玩具売場
愛知県名古屋市中村区大門町２７番地玩具売場
愛知県刈谷市松栄町２丁目１４番地１７玩具売場
愛知県岩倉市八剱町長野１番地３玩具売場
愛知県安城市福釜町矢場１６番地５玩具売場
愛知県名古屋市天白区平針二丁目１２０１番地玩具売場
愛知県碧南市天王町２丁目１番地玩具売場
愛知県碧南市東浦町６丁目１７番地玩具売場
愛知県豊明市三崎町井ノ花5番地の1玩具売場
愛知県岡崎市舳越町字神道３５番地 玩具売場
愛知県名古屋市中村区名駅１－１－３ ９、１０Ｆ
愛知県名古屋市中村区椿町６－９
愛知県田原市田原町南新地７６－１
愛知県西尾市高畠町３－２３－９ヴェルサウォーク西尾店３階
愛知県名古屋市北区玄馬町２３４－１ドン・キホーテ名古屋本店クロスタウン２Ｆ
愛知県稲沢市長野７丁目１番２リーフフォーク稲沢２０１区画
愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重１８番地の４４ヒルズウォーク徳重ガーデンズ
プラサカプコン徳重
棟２Ｆ２０１
プラサカプコン豊田
愛知県豊田市東山町１－５－１グリーンシティ３Ｆ
モーリーファンタジー・ｆ新瑞橋
愛知県名古屋市南区菊住１丁目７－１０イオンモール３Ｆ
モーリーファンタジーナゴヤドーム前
愛知県名古屋市東区矢田南４丁目１０２番地の３イオン３Ｆ
モーリーファンタジーピアゴ大和
愛知県一宮市大和町毛受字一本松１９番地ピアゴ大和店２Ｆ
モーリーファンタジーメイトピア
愛知県名古屋市名東区高間町５０１－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジーワンダーシティ
愛知県名古屋市西区二方町４０イオン３Ｆ
モーリーファンタジー岡崎南
愛知県岡崎市戸崎町字ばら山１－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー三好
愛知県みよし市三好町青木９１番地イオン２Ｆ
モーリーファンタジー守山
愛知県名古屋市守山区笹ヶ根３－１２２８イオン２Ｆ
モーリーファンタジー春日井
愛知県春日井市柏井町４－１７イオン４Ｆ
モーリーファンタジー上飯田
愛知県名古屋市北区織部町１ イオン３Ｆ
モーリーファンタジー常滑
愛知県常滑市りんくう町２丁目２０番３イオンスタイル２Ｆ
モーリーファンタジー瀬戸みずの
愛知県瀬戸市みずの坂２丁目２５３番地イオン２Ｆ
モーリーファンタジー大高
愛知県名古屋市緑区南大高２丁目４５０番地イオン３Ｆ
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３
モーリーファンタジー長久手
Ｆ
モーリーファンタジー東浦
愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２イオン１Ｆ
モーリーファンタジー熱田
愛知県名古屋市熱田区六野一丁目２番１１号イオン２Ｆ
モーリーファンタジー半田
愛知県半田市有楽町８－７イオン２Ｆ
モーリーファンタジー扶桑
愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚５－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー豊橋南
愛知県豊橋市野依町字落合１－１２イオン２Ｆ
モーリーファンタジー豊川
愛知県豊川市開運通り２－３１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー豊田
愛知県豊田市広路１－１イオンスタイル豊田内3階
モーリーファンタジー妙興寺
愛知県一宮市大和町妙興寺字白山西３番地２ピアゴ妙興寺店３Ｆ
モーリーファンタジー名古屋みなと
愛知県名古屋市港区品川町２－１－６イオン３Ｆ
モーリーファンタジー名古屋茶屋
愛知県名古屋市港区西茶屋２丁目１１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー名古屋東
愛知県名古屋市名東区猪子石原２－１７０１イオン１Ｆ
モーリーファンタジー木曽川
愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池２５－１イオン２Ｆ
ヤマダ電機LABI名古屋
愛知県名古屋市中村区名駅１－２－５
ユーズランド東浦
愛知県知多郡東浦町緒川申新田二区６７－８イオンモール東浦２Ｆ
ヨシヅヤ清州
愛知県清須市西市場５－５－３
ヨドバシカメラマルチメディア名古屋松坂屋 愛知県名古屋市中区栄３丁目１６－１
ワンダーフォレスト江南西
愛知県江南市松竹町上野２０５ＶＩＡＭＡＬＬアピタ江南西店２Ｆ
安城メトロポリス
愛知県安城市浜富町６－８
楽市街道名古屋
愛知県北名古屋市中之郷神明４５番１
楽市楽座イオンモール扶桑
愛知県丹羽郡扶桑町南山名字高塚５番地イオンモール扶桑店２階
楽市楽座イオンモール名古屋茶屋
愛知県名古屋市港区西茶屋２丁目１１イオンモール名古屋茶屋店３階
小牧メトロポリス
愛知県小牧市間々片山１８１
松坂屋名古屋
愛知県名古屋市中区栄３－１６－１松坂屋名古屋本店本館５Ｆ玩具売場
西友ザ・モール安城
愛知県安城市大東町９－３１
中川メトロポリス
愛知県名古屋市中川区江松３－１１０
半田メトロポリス
愛知県半田市旭町３－１１－１
豊川メトロポリス
愛知県豊川市下長山町上アライ１４－１
名古屋レジャーランドささしま
愛知県名古屋市中村区平池町４丁目６０番１４号マーケットスクエアささしま１Ｆ
名古屋レジャーランド大高
愛知県名古屋市緑区大高町字忠治山１２－１
ＣＬＵＢＳＥＧＡアドバンスモール松坂
三重県松阪市田村町２３５－１
ＮＩＣＯＰＡイオン伊勢
三重県伊勢市楠部町乙１６０イオン伊勢店
ＮＩＣＯＰＡイオン津
三重県津市桜橋３－４４６イオン津店２Ｆ
アピタ伊賀上野
三重県上野市服部町１７８８番地玩具売場
アピタ桑名
三重県桑名市中央町三丁目21番地
アピタ四日市店
三重県四日市市安島１丁目３番３１号 玩具売場
アピタ松阪三雲
三重県松阪市市場庄町１２６６番地の１玩具売場
アピタ名張
三重県名張市下比奈知黒田３１００番地の１玩具売場
アピタ鈴鹿
三重県鈴鹿市南玉垣町３６２８玩具売場
アピナ鈴鹿
三重県鈴鹿市庄野羽山４－２０－１イオンタウン鈴鹿２階
アミパラ鈴鹿
三重県鈴鹿市西條町字東澤４３０－１
ジョーシン明和イオンモール
三重県多気郡明和町中村１２２３
タイトーステーションイオンモール明和
三重県多気郡明和町中村１２２３イオンモール明和２Ｆ
ピアゴ阿倉川店
三重県四日市市阿倉川町１５番２７号 玩具売場
ピアゴ嬉野
三重県松阪市嬉野中川新町４丁目２０５番地玩具売場
ピアゴ多度
三重県桑名市多度町戸津森下451-1玩具売場
プレビララスクエア四日市
三重県四日市市安島１－３－３１ララスクエア５Ｆ
モーリーファンタジーイオン鈴鹿
三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２イオン２Ｆ
モーリーファンタジー阿児
三重県志摩市阿児町鵜方３２１５イオン２Ｆ
モーリーファンタジー伊賀上野
三重県伊賀市上野茅町２５１９イオン２Ｆ
モーリーファンタジー伊勢ララパーク
三重県伊勢市小木町曽祢５３８イオンタウン伊勢ララパーク２Ｆ
モーリーファンタジー桑名
三重県桑名市新西方１丁目２２番地イオン３Ｆ
モーリーファンタジー四日市尾平
三重県四日市市尾平町字天王川原１８０５イオン３Ｆ
モーリーファンタジー四日市北
三重県四日市市富州原町２－４０イオン２Ｆ
モーリーファンタジー松阪
三重県松阪市船江町１３９２－２７マーム３Ｆ
モーリーファンタジー大安
三重県いなべ市大安町高柳１９４５イオン２Ｆ
モーリーファンタジー津城山
三重県津市久居小野辺町１１３０－７イオンタウン２Ｆ

滋賀県

京都府

大阪府

モーリーファンタジー東員
三重県員弁郡東員町長深字築田５１０番地１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー明和
三重県多気郡明和町中村長波賀１２２３番地イオン２Ｆ
モーリーファンタジー鈴鹿
三重県鈴鹿市算所２－５－１鈴鹿ハンター２Ｆ
楽市楽座イオンモール東員
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３階
ＴＨＥ３ＲＤＰＬＡＮＥＴ大津
滋賀県大津市打出浜１４－３０Oh!Me大津テラス6F
イオンタウン湖南ゲームコーナー
滋賀県湖南市岩根４５８０
イズミヤ堅田
滋賀県大津市今堅田３－１１－１
ゲームフィールド守山
滋賀県守山市今浜町２６２０－５ピエリ守山店１Ｆ
ゲームランド草津
滋賀県草津市新浜町３００イオンモール草津３Ｆ
セガワールド草津
滋賀県草津市西渋川１－２３－２３ＳＡＲＡ新棟２Ｆ
タイトーＦステーションイオン近江八幡
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
ピアゴ近江八幡
滋賀県近江八幡市鷹飼町一本木２２３－３玩具売場
ピアゴ水口
滋賀県甲賀市水口町北泉１丁目３０玩具売場
モーリーファンタジーイオン近江八幡
滋賀県近江八幡市鷹飼町南３丁目７番イオン３Ｆ
モーリーファンタジー草津
滋賀県草津市新浜町３００イオン３Ｆ
モーリーファンタジー大津一里山
滋賀県大津市一里山７－１－１フォレオ大津一里山２Ｆ
モーリーファンタジー大津京
滋賀県大津市皇子が丘３－１１－１イオン4階
モーリーファンタジー長浜
滋賀県長浜市山階町２７１－１イオン２Ｆ
ＴＨＥ３ＲＤＰＬＡＮＥＴＢｉＶｉ京都二条
京都府京都市中京区西ノ京栂尾町１０７番地
アミパラ京都南
京都府向日市森本町佃１５－７うきわくシティ２Ｆ
ゲームパニック京都
京都府京都市中京区桜之町４１５番京都松竹座ビル
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ビルＡＭ棟２Ｆ
プラサカプコン京都
京都府京都市右京区西院追分町２５－１イオンモール京都ハナ３Ｆ
プレイランド京都
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
モーリーファンタジー綾部
京都府綾部市綾中町花ノ木３０バザールタウン綾部２Ｆ
モーリーファンタジー久御山
京都府久世郡久御山町森南大内１５６－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー京都桂川
京都府京都市南区久世高田町３７６番１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー京都五条
京都府京都市右京区西院追分町２５－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー高の原
京都府木津川市相楽台１－１－１イオンＳＣ４Ｆ
モーリーファンタジー福知山
京都府福知山市岩井７９－８イオン２Ｆ
モーリーファンタジー洛南
京都府京都市南区吉祥院御池町３１イオン２Ｆ
ヨドバシカメラマルチメディア京都
京都府京都市下京区烏丸通り七条下ル東塩小路町５９０－２ 玩具売場
楽市楽座イオンモール京都桂川
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３階
西友山科
京都府京都市山科区音羽野田町１
北大路ビブレ
京都府京都市北区小山北上総町４９－１
ふぇすたらんど泉大津
大阪府泉大津市我孫子120-1 山陽ﾏﾙﾅｶ泉大津店内
ＡＧスクエア東大阪
大阪府東大阪市稲田新町３－９－６４
ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴＦＩＥＬＤららぽーとＥＸＰＯＣＩＴ
大阪府吹田市千里万博公園２－１３Ｆ３００６０
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３あべのハルカス近鉄本店ウイング館
Ｆｏｒｋｉｄｓ’あべの
８Ｆ
ＮＩＣＯＰＡベルファ都島
大阪府大阪市都島区友渕町２－１３－３４
ＮＩＣＯＰＡ原山台
大阪府堺市南区原山台５－９－８
ＰＡＬＯ京橋
大阪府大阪市都島区片町２－３－５１イオン２・３ Ｆ
ＹＡＺ寝屋川
大阪府寝屋川市石津中町２５－２６
イズミヤ松原
大阪府松原市上田６－４－８
イズミヤ泉北
大阪府堺市中区小阪２７０
イズミヤ八尾
大阪府八尾市沼１－１
イトーヨーカドーあべの
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１
イトーヨーカドーアリオ八尾
大阪府八尾市光町２－３
イトーヨーカドーアリオ鳳
大阪府堺市西区鳳南町３－１９９－２
イトーヨーカドー津久野
大阪府堺市西区下田町２０－１
イトーヨーカドー東大阪
大阪府東大阪市吉田下島１－１
エディオン豊中
大阪府豊中市日出町２－２－１８
ゲームパニック堺
大阪府堺市堺区築港八幡町１番地堺浜シーサイドステージ内堺浜エンタメ館
ジョーシン岸和田
大阪府岸和田市作才町１－３－１２
ジョーシン新大阪
大阪府大阪市淀川区西宮原２－２－１７新大阪センイシティ３号館２Ｆ
ジョーシン大日
大阪府守口市大日東町１－１８イオン大日ショッピングセンターシネマ側２Ｆ
セガニトリモール枚方
大阪府枚方市北山１－２５５０－２ニトリモール枚方２Ｆ４１２区画
セガビバモール寝屋川
大阪府寝屋川市寝屋南２－２２－２ビバモール寝屋川モール棟２Ｆ
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
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
セガ今福
大阪府大阪市城東区今福東１－９－３４
ソユーゲームフィールド堺鉄砲町
大阪府堺市堺区鉄砲町１番地イオンモール堺鉄砲町３Ｆ
ソユーゲームフィールド泉南
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２階
タイトーステーションアリオ八尾
大阪府八尾市光町２－３イトーヨーカドーアリオ八尾３Ｆ
タイトーステーション大阪日本橋
大阪府大阪市浪速区日本橋４－９－１４
タイトーステーション難波
大阪府大阪市中央区難波千日前１５－１２
タイトーステーション梅三小路
大阪府大阪市北区梅田３丁目２－１３６大阪ステーションシティ
トイザらス茨木
大阪府茨木市藤の里１－７－４１茨木ショッピングプラザ１Ｆ
トイザらス香里園
大阪府寝屋川市日新町５－５アル・プラザ香里園３Ｆ
トイザらス阪急山田
大阪府吹田市山田西４－１－２
トイザらス堺
大阪府堺市北区長曽根町１９２１
ハローズガーデン泉佐野
大阪府泉佐野市泉佐野市下瓦屋２－２－７７いこらも～る泉佐野１Ｆ
ハローズガーデン津久野
大阪府堺市西区下田町２０－１イトーヨーカドー津久野店２階
ハローズガーデン鳳
大阪府堺市西区鳳南町３－１９９－１２アリオ鳳店３Ｆ
ビックカメラなんば
大阪府大阪市中央区千日前２－１０－１
ふぇすたらんど東大阪
大阪府東大阪市西岩田３－２－３山陽マルナカ東大阪店２Ｆ
モーリーファンタジー・ｆ茨木
大阪府茨木市松ヶ本町８－３０－５イオンＳＣ４Ｆ
モーリーファンタジーおおとり
大阪府堺市西区鳳東町７－７３３おおとりウィングス２Ｆ
モーリーファンタジーりんくう泉南
大阪府泉南市りんくう南浜３－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー茨木
大阪府茨木市松ヶ本町８－３０－５イオンＳＣ３Ｆ
モーリーファンタジー貝塚
大阪府貝塚市地蔵堂７４－２イオン２Ｆ
モーリーファンタジー喜連瓜破駅前
大阪府大阪市平野区瓜破２－１－１３イオン３Ｆ
モーリーファンタジー京橋
大阪府大阪市都島区片町２－３－５１イオン４Ｆ
モーリーファンタジー金剛
大阪府大阪狭山市半田１－３５－１イオン3階
モーリーファンタジー金剛東
大阪府富田林市向陽台３－１－１イオン４Ｆ
モーリーファンタジー古川橋駅前
大阪府門真市末広町４１－２イオン3階
モーリーファンタジー高槻
大阪府高槻市萩之庄３－４７－２イオン３Ｆ
モーリーファンタジー堺鉄砲町
大阪府堺市堺区鉄砲町１番地イオンスタイル３Ｆ
モーリーファンタジー堺北花田
大阪府堺市北区東浅香山町４－１－１２イオン２Ｆ
モーリーファンタジー四條畷
大阪府四條畷市砂四丁目３番２号イオンスタイル３Ｆ
モーリーファンタジー新金岡
大阪府堺市北区新金岡町４－１－１１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー吹田
大阪府吹田市朝日町２－１０１イオン４Ｆ
モーリーファンタジー摂津富田
大阪府高槻市大畑町１３－１ダイエー2階
モーリーファンタジー曽根
大阪府豊中市曽根東町３－３－１ダイエー6階
モーリーファンタジー大阪ドームシティ
大阪府大阪市西区千代崎３丁目１３番１イオン３Ｆ

兵庫県

奈良県

和歌山県

モーリーファンタジー大日
大阪府守口市大日東町１番１８号イオン２Ｆ
モーリーファンタジー池田駅前
大阪府池田市満寿美町２－２ダイエー４Ｆ
モーリーファンタジー長吉
大阪府大阪市平野区長吉長原西１－１－１０イオン４Ｆ
モーリーファンタジー鶴見緑地
大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目１７－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー東岸和田
大阪府岸和田市土生町２－３２－７イオン２Ｆ
モーリーファンタジー東大阪
大阪府東大阪市荒本北２丁目３番２２号イオン１Ｆ
モーリーファンタジー南千里
大阪府吹田市千里山西６－５６－１イオン４Ｆ
モーリーファンタジー枚方
大阪府枚方市岡本町７番１－２０３イオン４Ｆ
モーリーファンタジー野田阪神
大阪府大阪市福島区海老江１－１－２３イオン４Ｆ
モーリーファンタジー和泉府中
大阪府和泉市肥子町２－２－１イオン４Ｆ
ヤマダ電機LABI1なんば
大阪府大阪市浪速区難波中２－１１－３５
ヤマダ電機LABI千里
大阪府豊中市新千里東町１－２－２０
ヨドバシカメラマルチメディア梅田
大阪府大阪市北区大深町１－１Ｂ２玩具売場
楽市楽座イオンモール四條畷
大阪府四條畷市砂四丁目３番２号イオンモール四條畷店３階３０２８
楽市楽座イオンモール大阪ドーム
大阪府大阪市西区千代崎３丁目１３番１イオンモール大阪ドームシティ店４階
京阪守口
大阪府守口市河原町８－３京阪百貨店守口店６Ｆ玩具売場
アミパラ加古川
兵庫県加古川市尾上町今福７１－２
アミパラ垂水
兵庫県神戸市垂水区名谷町字室山１４００－１８
アル・クリオゲームコーナー
兵庫県淡路市志筑新島１０番地の３
イトーヨーカドー加古川
兵庫県加古川市別府町緑町２
イトーヨーカドー甲子園
兵庫県西宮市甲子園八番町１－１００
イトーヨーカドー明石
兵庫県明石市二見町西二見駅前１－１８
エディオン神戸北町
兵庫県神戸市北区日の峰２－３－３
エディオン垂水
兵庫県神戸市垂水区舞多聞東２－１－４５
カリヨンパークイオン伊丹昆陽
兵庫県伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ内４Ｆ
キッズパーク西宮
兵庫県西宮市浜松原町２１－１マルナカ西宮店２Ｆ
セガあまがさきキューズモール
兵庫県尼崎市潮江１－３－１ココエあまがさき内４Ｆ
セガつかしん
兵庫県尼崎市塚口本町４－８－１つかしん内
セガフェニックスプラザ摩耶
兵庫県神戸市灘区安佐南区味泥町６－１
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２Ｆ
セガ神戸ｕｍｉｅサウスモール
兵庫県神戸市中央区東川崎町１－７－２
タイトーＦステーションＨＡＴ神戸
兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通２－２－２ブルメールＨＡＴ神戸２Ｆ
タイトーＦステーションイオン加古川
兵庫県加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川店３Ｆ
タイトーＦステーション三宮西館
兵庫県神戸市中央区三宮町２－１１－１三宮センタービル西館３階
タイトーステーション尼崎つかしん
兵庫県尼崎市塚口本町４－８－１ＳＣつかしん内東町北館３階
ハローズガーデン新三田
兵庫県三田市けやき台１－６－４イオン三田ウッディタウン店２番街
ふぇすたらんど広畑
兵庫県姫路市広畑区吾妻町３丁目２９－２山陽マルナカ広畑店２Ｆ
ふぇすたらんど小野
兵庫県小野市王子町８６８－１イオン小野店２Ｆ
ふぇすたらんど土山
兵庫県明石市魚住町清水２２０８－１イオン土山店３Ｆ
モーリーファンタジー・ｆ加西北条
兵庫県加西市北条町北条３０８－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジージェームス山
兵庫県神戸市垂水区青山台７－７－１イオン１Ｆ
モーリーファンタジー伊丹
兵庫県伊丹市藤ノ木１－１－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー伊丹昆陽
兵庫県伊丹市池尻４－１－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー高砂
兵庫県高砂市緑丘２丁目１－４０イオン２Ｆ
モーリーファンタジー三木
兵庫県三木市大村字砂１６３イオン３Ｆ
モーリーファンタジー三木青山
兵庫県三木市志染町青山３－９イオン２Ｆ
モーリーファンタジー山崎
兵庫県宍粟市山崎町中井字城下１０イオン３Ｆ
モーリーファンタジー篠山
兵庫県篠山市杉２６５－１バザールタウン篠山２Ｆ
モーリーファンタジー社
兵庫県加東市社１１２６－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー洲本
兵庫県洲本市塩屋１－１－８イオン２Ｆ
モーリーファンタジー神戸北
兵庫県神戸市北区上津台８－１－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー西宮
兵庫県西宮市林田町２－２４イオン2階
モーリーファンタジー西神中央
兵庫県神戸市西区糀台５－３－４ダイエー3階
モーリーファンタジー猪名川
兵庫県川辺郡猪名川町白金２－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー長田南
兵庫県神戸市長田区東尻池新町１番２０号イオンＳＣ２Ｆ
モーリーファンタジー藤原台
兵庫県神戸市北区藤原台中町１－２－２イオン４Ｆ
モーリーファンタジー南淡路
兵庫県南あわじ市賀集八幡北字東内３７８－１イオン１Ｆ
モーリーファンタジー尼崎
兵庫県尼崎市次屋３－１３－１８イオン２Ｆ
モーリーファンタジー板宿
兵庫県神戸市須磨区前池町３－２－１ダイエー4階
モーリーファンタジー姫路リバーシティ
兵庫県姫路市飾磨区細江２５６０番地イオン２Ｆ
モーリーファンタジー姫路大津
兵庫県姫路市大津区大津町２丁目５番イオンモール２Ｆ
モーリーファンタジー舞子
兵庫県神戸市垂水区舞子台６－２０－１７ダイエー2階
モーリーファンタジー宝塚中山
兵庫県宝塚市売布東の町２１－２２ダイエー２Ｆ
モーリーファンタジー湊川
兵庫県神戸市兵庫区荒田町２－１８－２０ダイエー３Ｆ
モーリーファンタジー明石
兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り３－３－１イオン明石３番街３Ｆ
モーリーファンタジー竜野
兵庫県たつの市龍野町堂本字五反田２５０－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー和田山
兵庫県朝来市和田山町枚田岡７７４イオン２Ｆ
ヤマダ電機LABI三宮
兵庫県神戸市中央区三宮町１－５－８
楽市楽座イオンモール神戸北
兵庫県神戸市北区上津台８－１－１イオンモール神戸北店３階
アピタ西大和
奈良県北葛城郡上牧町上牧３０００－１玩具売場
アピタ大和郡山
奈良県大和郡山市田中町字宮西５１７番玩具売場
アミパラ橿原
奈良県橿原市十市町１２２２－１ツインゲート橿原１Ｆ
アミューズメントパークイオンモール奈良登美ヶ丘
奈良県生駒市鹿畑町３０２７番地イオンモール奈良登美ヶ丘店専門店街３階
ジョーシン登美ヶ丘
奈良県生駒市鹿畑町３０２７イオン奈良登美ヶ丘ショッピングセンター３Ｆ
スーパーセンター広陵
奈良県北葛城郡広陵町大字安部４５０－１
ソユーゲームフィールド奈良橿原
奈良県橿原市曲川町七丁目２０番１イオンモール橿原３Ｆ
ハローズガーデン大和郡山
奈良県大和郡山市田中町字宮西５１７アピタ大和郡山店２Ｆ
モーリーファンタジー橿原
奈良県橿原市曲川町７－２０－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー桜井
奈良県桜井市上之庄２７８－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー大和郡山
奈良県大和郡山市下三橋町７４１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー大和高田
奈良県大和高田市幸町３番地６オークタウン大和高田５Ｆ
モーリーファンタジー天理
奈良県天理市東井戸堂町３８１ザ・ビッグエクストラ１Ｆ
モーリーファンタジー登美ヶ丘
奈良県生駒市鹿畑町３０２７番地イオンモール奈良登美ヶ丘２Ｆ
楽市楽座イオンモール大和郡山
奈良県大和郡山市下三橋町７４１イオンモール大和郡山店３階
近鉄奈良
奈良県奈良市西大寺東町２－４－１近鉄百貨店奈良店６Ｆ玩具売場
西友王寺
奈良県北葛城郡王寺町久度２－２－１
NICOPA岩出店
和歌山県岩出市中迫塚本１４７ミレニアシティ岩出2F
ＰＡＬＯ橋本彩の台
和歌山県橋本市あやの台１－５０－２オー・ストリート彩の台内Ｆ
ＰＡＬＯ田辺
和歌山県田辺市宝来町２４番２６号グルメシティ田辺店3階
タイトーＦステーション御坊
和歌山県御坊市湯川町財部１８１番地
にこぱガーデンパーク和歌山
和歌山県和歌山市松江字向鵜の島１４６９－１ガーデンパーク和歌山
ペリカン和歌山
和歌山県和歌山市新生町７－２０イズミヤ内２Ｆ
モーリーファンタジー新宮
和歌山県新宮市橋本２丁目１４番２３号イオン２Ｆ
モーリーファンタジー和歌山
和歌山県和歌山市中字楠谷５７３番地イオン３Ｆ
ユーズランド和歌山
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
ＰＡＬＯ境港
鳥取県境港市竹内団地８１番地３

鳥取県

島根県

岡山県

アミパラ鳥取
アミパラ日吉津
モーリーファンタジーホープタウン
モーリーファンタジー鳥取
モーリーファンタジー鳥取北
モーリーファンタジー日吉津
モーリーファンタジー米子駅前
ＡＢＣパレード出雲
ｙｏｕｍｅＣＩＲＣＵＳ（出雲）
モーリーファンタジー・ｆ松江
モーリーファンタジー江津
モーリーファンタジー出雲
アミパラ岡山
アミパラ倉敷
アミパラ津山
エブリィＯｋａｎａｋａ津高
こどもやリブ総社
こどもや西大寺
セガイオンモール岡山（アミューズメント）
セガ倉敷
タイトーＦステーションマルナカ新倉敷
トイザらス倉敷
ふぇすたらんど高屋
ふぇすたらんど倉敷
ふぇすたらんど築港
ふぇすたらんど中島
ふぇすたらんど平島
プレビ天満屋ハピータウン岡南
プレビ天満屋ハピータウン岡北
プレビ天満屋ハピータウン玉野
プレビ天満屋ハピータウン原尾島

広島県

山口県

徳島県

モーリーファンタジー・ｆ岡山
モーリーファンタジー水島
モーリーファンタジー倉敷
モーリーファンタジー津山
ユーズランド倉敷
あみぱらんど福山
アミパラ神辺
イトーヨーカドー福山
おもちゃのあおき広島
そごう広島
タイトーＦステーションゆめタウンみゆき
タイトーＦステーションゆめタウン東広島
タイトーステーションフジグラン神辺
タイトーステーションフジグラン緑井
タイトーステーション広島紙屋町
タイトーステーション広島本通
トイザらス福山
ふぇすたらんど可部
ふぇすたらんど五日市
フジグラン安芸
フジグラン高陽
フジグラン神辺
フジグラン東広島
フジグラン尾道
フジグラン緑井
プラサカプコン広島
ペリカン大竹
ペリカン東広島
モーリーファンタジー宇品
モーリーファンタジー広島府中
モーリーファンタジー広島祗園
モーリーファンタジー三原
モーリーファンタジー尾道
レクト広島
楽市楽座広島
福山メトロポリス
ＡＧスクエア小郡
ＰＡＬＯ防府
ＴＨＥ３ＲＤＰＬＡＮＥＴ山口
アミパラ下関
アミパラ周南久米
ソユーファミリーゲームフィールド防府
タイトーＦステーション山口メルクス
トイザらス下関
トイザらス山口
ふぇすたらんど下松
ふぇすたらんど萩
フジグラン宇部
フジグラン山口
ペリカン宇部
モーリーファンタジー下関
モーリーファンタジー光
ユメパーク徳山
ＰＡＬＯ小松島
おもちゃのイルカ
セガ徳島スエヒロボウル
タイトーステーションフジグラン北島
ふぇすたらんど脇町
フジグラン石井
フジグラン北島
モーリーファンタジー徳島

鳥取県鳥取市晩稲３４８イオンモール鳥取北２Ｆ
鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１イオンモール日吉津西館
鳥取県米子市米原２－１－１ホープタウン３Ｆ
鳥取県鳥取市天神町１イオン２Ｆ
鳥取県鳥取市晩稲３４８番地イオン２Ｆ
鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１イオン２Ｆ
鳥取県米子市末広町３１１イオン３Ｆ
島根県出雲市大塚町６５０－１ゆめタウン出雲店内２Ｆ
島根県出雲市大塚町６５０－１ゆめタウン出雲東館３Ｆ
島根県松江市東朝日町１５１イオンＳＣ３Ｆ
島根県江津市嘉久志町２３０６番地３０ショッピングタウングリーンモール２Ｆ
島根県出雲市渡橋町１０６６イオンモール３Ｆ
岡山県岡山市北区青江１丁目１３－８
岡山県倉敷市西中新田６２４－１アミパラボウル１Ｆ
岡山県津山市河辺１０００－１イオンモール津山２Ｆ
岡山県岡山市北区横井上８３番３号エブリィＯkanaka津高店内４Ｆ
岡山県総社市門田１８７リブ総社２１店内３Ｆ
岡山県岡山市東区西大寺南１－２－１天満屋ハピータウン西大寺店内２Ｆ
岡山県岡山市北区下石井１－２－１イオンモール岡山内６Ｆ６０２４－１区画
岡山県倉敷市西中新田535-2
岡山県倉敷市玉島爪先９８１－１
岡山県倉敷市水江１イオンモール倉敷１Ｆ
岡山県岡山市中区高屋３６－１山陽マルナカ高屋店２Ｆ
岡山県倉敷市松島１１５４番地２マルナカマスカット店別館３階
岡山県岡山市南区築港元町１４－１山陽マルナカ築港店内
岡山県倉敷市中島２７８０－１山陽マルナカ中島店内
岡山県岡山市東区東平島１６０９マルナカ平島店内
岡山県岡山市南区築港新町１－１８－５天満屋ハピータウン岡南店内３階プレビ
プレイランドコーナーこころっこ
岡山県岡山市北区中井町２－２－７天満屋ハピータウン岡北店内３階プレビプレ
イランドコーナーこころっこ
岡山県玉野市宇野１－３８－１天満屋ハピータウン玉野店内３階プレビプレイラン
ドコーナーこころっこ
岡山県岡山市中区原尾島１－６－２０天満屋ハピータウン原尾島店内３階プレビ
プレイランドコーナーこころっこ
岡山県岡山市北区下石井１丁目２番１号イオンモール４Ｆ
岡山県倉敷市水島高砂町３番１１号マックスバリュ１Ｆ
岡山県倉敷市水江１番地イオン１Ｆ
岡山県津山市河辺１０００－１イオン２Ｆ
岡山県倉敷市水江一番地イオンモール倉敷２Ｆ
広島県福山市三吉町南２－８－２４
広島県福山市神辺町大字新道上字１丁目２－１
広島県福山市入船町３－１－６０
広島県広島市南区皆実町２丁目２２４－７ゆめタウン広島３階玩具売場
広島県広島市中区基町６－２７そごう広島店６Ｆ玩具売場
広島県広島市南区宇品西６丁目７番１４号ゆめタウンみゆき２Ｆ
広島県東広島市西条町土与丸１丁目５－７
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
広島県広島市安佐南区緑井１－５－２フジグラン緑井３Ｆ
広島県広島市中区紙屋町２－２－２１
広島県広島市中区本通３－５せらかぐ本通ビル
広島県福山市東深津町３－２１－４
広島県広島市安佐北区可部７丁目４－１３マルナカ可部店２Ｆ
広島県広島市佐伯区八幡１－２４－１７サンリブ五日市店２Ｆ
広島県安芸郡坂町北新地２－３－３０
広島県広島市安佐北区亀崎１－１－６
広島県福山市神辺町大字新道上字２－１０－２６
広島県東広島市西条町御薗宇４４０５
広島県尾道市東尾道１９－７
広島県広島市安佐南区緑井１－５－２
広島県広島市佐伯区石内東４－１－１ジアウトレット広島
広島県大竹市晴海１－６－１ゆめタウン大竹２Ｆ
広島県東広島市西条町土与丸１－５－７ゆめタウン東広島４Ｆ
広島県広島市南区宇品東６－１－１５イオン２Ｆ
広島県安芸郡府中町大須２－１－１イオン２Ｆ
広島県広島市安佐南区祇園３丁目２－１イオン３Ｆ
広島県三原市城町２－１３－１イオン２Ｆ
広島県尾道市天満町１７－２３イオン２Ｆ
広島県広島市西区扇町２－１－４５
広島県広島市南区段原南１－３－５２広島段原ショッピングセンター７階
広島県福山市一文字町２４－１
山口県山口市小郡前田町３－６
山口県防府市中央町１－３イオン３Ｆ
山口県山口市湯田温泉６丁目８番３号湯田温泉６丁目８番３号
山口県下関市長府才川１丁目４２－４８
山口県周南市大字久米２８３４
山口県防府市鐘紡町７番１号イオンタウン防府１Ｆ
山口県山口市大字黒川８２－１ハイパーモールメルクス内
山口県下関市ゆめタウン１－１ゆめタウン内
山口県山口市大内長野５８１ザ・ビック大内２Ｆ
山口県下松市南花岡六丁目８番１号サンリブ下松店２Ｆ
山口県萩市大字唐樋町２－４サンリブ萩店２Ｆ
山口県宇部市明神町３－１－１
山口県山口市黒川３７３６
山口県宇部市妻崎開作４１１ゆめタウン宇部１Ｆ
山口県下関市竹崎町４－４－７シーモールエスト４Ｆ
山口県光市浅江字木園１７５６－１イオン２Ｆ
山口県周南市青山町１－１８ゆめタウン徳山２Ｆ
徳島県小松島市小松島町字領田２０番地小松島ショッピングプラザ ルピア１Ｆ
徳島県板野郡藍住町奥野字東中須８８－１ゆめタウン徳島２Ｆ
徳島県徳島市南末広町４－９５－２スエヒロボウル１Ｆ
徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１７４
徳島県美馬市脇町字拝原１７１１番地１マルナカ脇町店２Ｆ
徳島県名西郡石井町高川原字天神５４４－１
徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須１７４
徳島県徳島市南末広町４－１イオンスタイル徳島４Ｆ

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

セガ高松
香川県高松市勅使町５３５
ソユーゲームフィールド高松
香川県高松市香西本町１番地１イオンモール高松２Ｆ
タイトーステーション丸亀
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
ふぇすたらんど三木
香川県木田郡三木町氷上４８２－２マルナカ三木店２Ｆ
ふぇすたらんど白鳥
香川県東かがわ市白鳥町白鳥字城泉１４４－１マルナカ白鳥店内
フジグラン丸亀
香川県丸亀市川西町南１２８０－１
ペリカン丸亀
香川県丸亀市新田町１５０ゆめタウン丸亀３Ｆ
ペリカン高松
香川県高松市三条町字中所６０８－１ゆめタウン高松内２Ｆ
ペリカン三豊
香川県三豊市豊中町本山甲２２
モーリーファンタジー・ｆ綾川
香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１イオンＳＣ３Ｆ
モーリーファンタジー綾川
香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー高松
香川県高松市香西本町１－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー高松東
香川県高松市福岡町３－８－５イオン３Ｆ
アミパラ松山
愛媛県松山市生石町６５５－１
エミフルMASAKI
愛媛県伊予郡松前町筒井８５０
ソユーフォレストハンター松前
愛媛県伊予郡松前町筒井８５０番地エミフルＭＡＳＡＫＩＡＭ棟１Ｆ
タイトーＦステーション今治ワールドプラザ 愛媛県今治市東村１－１４－２今治ワールドプラザ内
タイトーステーション衣山
愛媛県松山市衣山１丁目１８８パルティ・フジ衣山内
ふぇすたらんど今治
愛媛県今治市馬越町４－８－１イオン今治店３Ｆ
ふぇすたらんど川之江
愛媛県四国中央市妻鳥町上樋ノ上１７９５－１イオン川之江店２Ｆ
フジグラン重信
愛媛県東温市野田３－１－１３
フジグラン松山
愛媛県松山市宮西１－２－１
フジグラン新居浜
愛媛県新居浜市新須賀町２－１０－７
フジグラン西条
愛媛県西条市新田字北新田２３５
フジグラン北宇和島
愛媛県宇和島市伊吹町甲９１２－２
プラサカプコン新居浜
愛媛県新居浜市前田町８－８イオンモール新居浜２Ｆ
モーリーファンタジー今治新都市
愛媛県今治市にぎわい広場１番地１イオンモール２Ｆ
モーリーファンタジー松山
愛媛県松山市天山１丁目１３番５号イオン３Ｆ
モーリーファンタジー新居浜
愛媛県新居浜市前田町８番８号イオン２Ｆ
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
楽市楽座イオンモール今治
愛媛県今治市にぎわい広場１ー１イオンモール今治新都市店２階２０２３
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
タイトーＦステーション野市
高知県香南市野市町西野２００７－１フジグラン野市店内
フジグラン四万十
高知県四万十市具同２２２２
フジグラン野市
高知県香南市野市町西野２００７－１
プラサカプコン高知
高知県高知市秦南町１－４－８イオンモール高知２Ｆ
モーリーファンタジー高知
高知県高知市秦南町１丁目４－８イオン２Ｆ
ＡＢＣパレード博多
福岡県福岡市東区東浜１－１－１ゆめタウン博多店内２Ｆ
ＳＥＧＡＡＲＥＮＡ中間
福岡県中間市上蓮花寺３－１－１
ゲームらんど乙金
福岡県大野城市乙金３丁目２３番１号イオン乙金ＳＣ内北街区Ｂ
スペースタイム２５サンリブ宗像
福岡県宗像市くりえいと１丁目５番１号サンリブ宗像店２階
スペースタイム２５甘木
福岡県朝倉市甘木岩入３８０番地イオン甘木ショッピングセンター２階
スペースタイム２５春日
福岡県春日市春日５丁目１７番地ザ・モール春日店２階
タイトーＦステーションヨドバシ博多
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
タイトーステーションキャナルシティ博多
福岡県福岡市博多区住吉１－２－２２キャナルシティ博多４Ｆ・５Ｆ
タイトーステーションサニーサイドモール小倉福岡県北九州市小倉南区下曽根新町１０－１
タイトーステーションマリノア
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
タイトーステーションリバーウォーク
福岡県北九州市小倉北区室町１－１－１リバーウォーク北九州４Ｆ５４０９
タイトーステーション博多パピヨンプラザ
福岡県福岡市博多区千代１－２－１７
タイトーステーション福岡天神
福岡県福岡市中央区天神２－６－３５サザンクロスビル
ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ福岡香椎本店
福岡県福岡市東区千早5-8-1
トイザらス久留米
福岡県久留米市新合川１３－３０
トイザらス八幡
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１Ｆ
福岡県糟屋郡糟屋町大字酒殿字老ノ木１９２－１－１００１イオンモール福岡ルク
トイザらス福岡かすや
ル１Ｆ
トイザらス福岡香椎
福岡県福岡市東区香椎浜３１２－１
ふぇすたらんど苅田
福岡県京都郡苅田町殿川町１－７サンリブエル苅田内
ふぇすたらんど久留米
福岡県久留米市野中町１４１１－１サンリブ久留米店２Ｆ
ふぇすたらんど古賀
福岡県古賀市天神２丁目５－１サンリブ古賀店２Ｆ
ふぇすたらんど三ヶ森
福岡県北九州市八幡西区三ヶ森３－９－１サンリブ三ヶ森店内
ふぇすたらんど田川
福岡県田川市大字川宮１６９３－１サンリブ田川店２Ｆ
プラサカプコン直方
福岡県直方市湯野原２－１－１イオンモール直方２Ｆ
ペリカン行橋
福岡県行橋市西宮市３－８－１ゆめタウン行橋内２Ｆ
ペリカン筑紫野
福岡県筑紫野市針摺東３丁目３－１－２Ｆ
モーリーファンタジーなかま
福岡県中間市上蓮花寺１丁目１番１号イオン １Ｆ
モーリーファンタジーマリナタウン
福岡県福岡市西区豊浜３－１－１０イオン２Ｆ
モーリーファンタジー原
福岡県福岡市早良区原６丁目２７番８号イオン３Ｆ
モーリーファンタジー香椎浜
福岡県福岡市東区香椎浜３－１２－１イオンモール２Ｆ
モーリーファンタジー笹丘
福岡県福岡市中央区笹丘１－２８－７４イオン Ｂ１Ｆ
モーリーファンタジー若松
福岡県北九州市若松区二島１－３－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー大牟田
福岡県大牟田市岬町３－４イオン２Ｆ
モーリーファンタジー大木
福岡県三潴郡大木町蛭池１２００番地ＳｕＣ１Ｆ
モーリーファンタジー大野城
福岡県大野城市錦町４－１－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー筑後
福岡県筑後市大字上北島字井原口１２５９－１トライアル筑後店１Ｆ
モーリーファンタジー筑紫野
福岡県筑紫野市立明寺４３４－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー直方
福岡県直方市湯野原２丁目１番１号イオン２Ｆ
モーリーファンタジー八幡東
福岡県北九州市八幡東区東田３丁目２－１０２イオン３Ｆ
モーリーファンタジー飯塚
福岡県飯塚市大字徳前１－４トライアル飯塚店１Ｆ
モーリーファンタジー福岡
福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー福岡伊都
福岡県福岡市西区北原１丁目２番１号イオンモール３Ｆ
福岡県糟屋郡志免町別府２－１７－２０スーパーセンタートライアル福岡空港店１
モーリーファンタジー福岡空港
Ｆ
モーリーファンタジー福重
福岡県福岡市西区拾六町１丁目７－１イオン ３Ｆ
モーリーファンタジー福津
福岡県福津市日蒔野６－１６－１イオン２Ｆ
ヤマダ電機テックランド門司
福岡県北九州市門司区大里本町３－１０－４０
ヨロズマート福岡総本店
福岡県福岡市博多区住吉１－２－１キャナルシティ博多ノースビル２Ｆ
楽市街道くるめ
福岡県久留米市新合川２丁目７番１０号久留米アミューズメントビル内
楽市街道箱崎・２階
福岡県福岡市東区箱崎５丁目１番８号東区箱崎５丁目１番８号
楽市楽座２１０トリアス
福岡県糟屋郡久山町大字山田９９０
楽市楽座イオンモール伊都
福岡県福岡市西区北原１丁目３番１号イオンモール福岡伊都店別館
楽市楽座イオンモール大牟田
福岡県大牟田市岬町３番４イオンモール大牟田店２階
楽市楽座イオンモール筑紫野
福岡県筑紫野市立明寺４３４－１イオンモール筑紫野店３階
楽市楽座イオンモール八幡
福岡県北九州市八幡東区東田３丁目２－１０２イオンモール八幡東店３階
楽市楽座イオンモール福岡
福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２番地１イオンモール福岡店２階
楽市楽座イオンモール福津
福岡県福津市日蒔野６丁目１６番地の１イオンモール福津店３階
楽市楽座イオン小郡
福岡県小郡市大保字弓場１１０イオン小郡ショッピングセンター内

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

楽市楽座イオン穂波
楽市楽座サンリブシティ小倉
楽市楽座行橋
楽市楽座黒崎
楽市楽座砂津
楽市楽座大牟田
楽市楽座福重
久留米２１０２階
小倉メトロポリス
西友ザ・モール春日
ＡＧスクエア佐賀武雄
アミパラ佐賀
ペリカン武雄
モーリーファンタジー佐賀
モーリーファンタジー佐賀大和
モーリーファンタジー唐津
楽市楽座佐賀大和
楽市楽座鳥栖

福岡県飯塚市枝国長浦６６６－４８イオン穂波ショッピングセンター２階
福岡県北九州市小倉南区上葛原２丁目１４番１サンリブシティ小倉店２階
福岡県行橋市西泉６－１－１
福岡県北九州市八幡西区桜ヶ丘町１番３号八幡西区桜ヶ丘町１番３号
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店Ｂ棟３階
福岡県大牟田市大字唐船６９番１
福岡県福岡市西区石丸４丁目２６３番１
福岡県久留米市東合川２－２－１
福岡県北九州市小倉北区西港町２７－５
福岡県春日市春日５－１７
佐賀県武雄市武雄町大字富岡１２５１７－１
佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島７３０モラージュ佐賀南館１Ｆ
佐賀県武雄市武雄町武雄大字武雄４９９２
佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀字一本杉８７番地１ＳｕＣ１Ｆ
佐賀県佐賀市大和町大字尼寺３５３５番地イオンモール２Ｆ
佐賀県唐津市鏡字立神４６７１イオン２Ｆ
佐賀県佐賀市大和町尼寺２９６５番地
佐賀県鳥栖市本鳥栖町字下鳥栖５３７－１フレスポ鳥栖店２階
長崎県対馬市厳原町今屋敷５５１－３いずはらショッピングセンターティアラ２階玩
あすなろ
具売場
おもちゃのあおき夢彩都
長崎県長崎市元船町１０－１夢彩都２階玩具売場
スペースタイム２５イオン佐世保
長崎県佐世保市島瀬町１０－９イオン佐世保ショッピングセンター８階
ぴのきお
長崎県北松浦郡佐々町本田原免７３－３マックスバリュー佐々店２Ｆ
モーリーファンタジーチトセピア
長崎県長崎市千歳町５番１号イオン３Ｆ
モーリーファンタジー壱岐
長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触字干拓２６０４－２イオン ２Ｆ
モーリーファンタジー時津
長崎県西彼杵郡時津町浜田郷７５１－５イオン２Ｆ
モーリーファンタジー大村
長崎県大村市幸町２５－２００イオン２Ｆ
モーリーファンタジー大塔
長崎県佐世保市大塔町１４－２イオン３Ｆ
モーリーファンタジー長崎
長崎県長崎市新地町３－１７イオン５Ｆ
モーリーファンタジー東長崎
長崎県長崎市田中町１０２７－８イオン２Ｆ
モーリーファンタジー有家
長崎県南島原市有家町山川１３５－１イオン１Ｆ
楽市楽座佐世保
長崎県佐世保市大塔町１８６１－１２
楽市楽座諫早
長崎県諌早市長野町１０８６番地１７
ＦＥＳＴＡ山鹿
熊本県山鹿市方保田字鳥越３４６８－１Ｍｒ．ＭＡＸ山鹿ＳＣ内
ＦＥＳＴＡ人吉
熊本県人吉市宝来町１３７０－１人吉レックス内
おもちゃのあおき光の森
熊本県菊池郡津久礼３３１０ゆめタウン光の森２階玩具売場
スペースタイム２５イオン錦
熊本県球磨郡錦町西字打越７１５番地１イオン錦店内
タイトーステーションゆめタウン光の森
熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目３３番地１ゆめタウン光の森２Ｆ
タイトーステーションゆめタウン八代
熊本県八代市建馬町３－１ゆめタウン八代２Ｆ
トイザらス熊本
熊本県熊本市上南部２－２－２ゆめタウンサンピアン１Ｆ
トイザらス熊本南
熊本県宇城市小川町河江１－１
モーリーファンタジーあらおシティモール
熊本県荒尾市緑ヶ丘１－１－１あらおシティモール２Ｆ
モーリーファンタジー熊本
熊本県上益城郡嘉島町上島字長池２２３２イオン２Ｆ
モーリーファンタジー熊本中央
熊本県熊本市中央区大江４－２－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー天草
熊本県天草市亀場町食場後山下７４０イオン２Ｆ
モーリーファンタジー田崎
熊本県熊本市西区田崎町字下寄３８０番地イオンタウン田崎１Ｆ
モーリーファンタジー八代
熊本県八代市沖町六番割３９８７－３イオン２Ｆ
熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２イオンモール熊本３番駐車場内Ａ
楽市楽座イオンモール熊本
区画
楽市楽座熊本インター
熊本県熊本市東区石原１丁目１番１１２号東区石原１丁目１番１１２号
楽市楽座小川
熊本県宇城市小川町河江１－１
ＦＥＳＴＡコスモタウン佐伯
大分県佐伯市鶴岡西町２丁目１６３番地 コスモタウン佐伯内
ＦＥＳＴＡわさだ
大分県大分市大字木上字鉾手２１０２番地フリーモールわさだ内
ＨＩヒロセ別府
大分県別府市餅ヶ浜６－２３
セガワールド高城
大分県大分市牧１－１６１－８
セガワールド中津
大分県中津市沖代町１－２－１６
タイトーステーション セントポルタ大分
大分県大分市中央町２－１－１
タイトーステーションアミュプラザおおいた 大分県大分市要町１－１４アミュプラザおおいた４Ｆ
トキハわさだ
大分県大分市大字玉沢字楠本７５５－１玩具売場
プラサカプコン大分
大分県大分市公園通り西２丁目１番パークプレイス大分２Ｆ
ペリカン別府
大分県別府市楠町３８２－７ゆめタウン内３Ｆ
モーリーファンタジーパークプレイス大分
大分県大分市公園通り西２丁目－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー日田
大分県日田市南元町１４－２２イオン２Ｆ
モーリーファンタジー挾間
大分県由布市挾間町北方７７番地イオン２Ｆ
ユーズランド三光
大分県中津市三光佐知１０３２イオンモール三光２Ｆ
楽市楽座大分
大分県大分市大字勢家１１３７番地
モーリーファンタジー延岡
宮崎県延岡市旭町２－２－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー宮崎
宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１イオン２Ｆ
モーリーファンタジー都城
宮崎県都城市早鈴町１９５０番地イオンＳＣ２Ｆ
モーリーファンタジー都城駅前
宮崎県都城市栄町４６７２－５イオン2階
モーリーファンタジー南宮崎
宮崎県宮崎市大淀4-7-30
モーリーファンタジー日向
宮崎県日向市日知屋字古田町６１－１イオン２Ｆ
楽市楽座イオンモール宮崎
宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１イオンモール宮崎店２階
楽市楽座イオンモール都城
宮崎県都城市栄町４６７２番５イオンモール都城駅前店２階
ＴＨＥ３ＲＤＰＬＡＮＥＴジャングルパーク鹿児島鹿児島県鹿児島市与次郎１丁目１１番１号フレスポジャングルパーク２階
ＴＨＥ３ＲＤＰＬＡＮＥＴフレスポ国分
鹿児島県霧島市国分広瀬２丁目４番１号フレスポ国分内
イオン鹿児島鴨池
鹿児島県鹿児島市鴨池２－２６－３０玩具売場
セガワールド出水
鹿児島県出水市六月田町３４７
タイトーステーションアミュプラザ鹿児島
鹿児島県鹿児島市中央町１－１アミュプラザ鹿児島５Ｆ
モーリーファンタジー姶良
鹿児島県姶良市西餅田２６４－１イオン３Ｆ
モーリーファンタジー鹿児島
鹿児島県鹿児島市東開町７イオンモール３Ｆ
モーリーファンタジー鹿児島鴨池
鹿児島県鹿児島市鴨池２－２６－３０イオン２Ｆ
モーリーファンタジー隼人国分
鹿児島県霧島市隼人町見次１２２９イオン２Ｆ
楽市楽座イオンタウン姶良
鹿児島県姶良市東餅田３３６イオンタウン姶良店２階２０９
楽市楽座オプシアミスミ
鹿児島県鹿児島市宇宿２丁目３番５号
トイザらス那覇新都心
沖縄県那覇市おもろまち３－３あっぷるタウン１Ｆ
モーリーファンタジーライカム
沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業区画内４街区イオンライカム４Ｆ
モーリーファンタジー浦添
沖縄県浦添市城間４－７－１浦添ショッピングセンター３Ｆ
モーリーファンタジー具志川
沖縄県うるま市前原幸崎原３０３番地イオン２Ｆ
モーリーファンタジー糸満
沖縄県糸満市字兼城４００番地サンプラザいとまん店１Ｆ
モーリーファンタジー那覇
沖縄県那覇市金城５－１０－２イオン３Ｆ
モーリーファンタジー南風原
沖縄県島尻郡南風原町字宮平２６４イオン２Ｆ
モーリーファンタジー北谷
沖縄県中頭郡北谷町字美浜８－３イオン２Ｆ
モーリーファンタジー名護
沖縄県名護市字名護見取川原４４７２イオン１Ｆ
沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業区域内４街区イオンモール沖縄
楽市楽座イオンモール沖縄ライカム
ライカム店４階４０３２

