実施日：2018年7月28日（土）～なくなり次第終了
都道府県

北海道

青森県

開催店舗名

住所

モーリーファンタジー旭川パルプ

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プルプタウン内1階

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

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2階

PALO釧路

北海道釧路郡釧路町桂木１－１－７イオン2階

ハロータイトー 釧路貝塚店

北海道釧路市貝塚3丁目2-28

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2階

Ｔ／Ｓ 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

ＰＡＬＯ江別

北海道江別市幸町３５イオン3階

モーリーファンタジー新さっぽろ

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

ゲームランド新さっぽろ店

北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目7番イオンカテプリ新さっぽろ 3階

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SｕC1階

Ｔ／Ｓイオンモール札幌平岡店（エコバック

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

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2階

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3階

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3階

ソユーゲームフィールド 発寒店

北海道札幌市西区発寒8条12丁目1番1号 イオンモール札幌発寒3F

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2階

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2階

ソユーゲームフィールド 苗穂店

北海道札幌市東区東苗穂2条三丁目1番1号 イオンモール札幌苗穂2F

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3階

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2階

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4階

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

モーリーファンタジー三笠

北海道三笠市岡山１０５９－１SｕC1階

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SｕC1階

タイトーステーション 千歳店

北海道千歳市北栄2-12-5

PALO滝川

北海道滝川市東町２丁目２９－１イオン1階

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2階

PALO苫小牧

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階

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2階

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・2階

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1階

モーリーファンタジー上磯

北海道北斗市七重浜４－４４－１イオン1階

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ＳＣ2階

PALO網走

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階

ユーズランド下田店

青森県上北郡おいらせ町中野平４０－１ イオンモール下田内1階

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1階

ゲームランドつがる柏店

青森県つがる市柏稲盛幾世４１イオンモールつがる柏 ２F

Ｈ／Ｔむつ

青森県むつ市小川町2-4-8前田百貨店内 4F

PALOむつ

青森県むつ市中央２丁目７番８号1階

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階

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

イトーヨーカドー弘前

青森県弘前市大字駅前3-2-1

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

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階

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1階

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１SｕC1階

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2階

ハロータイトー イオン七戸十和田駅前店

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

青森メトロポリス

青森県青森市三好1丁目15番8号

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

岩手県

宮城県

秋田県

イトーヨーカドー青森

青森県青森市浜田1-14-1

プレイランド 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

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

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2階

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5階

イトーヨーカドー八戸沼館

青森県八戸市沼館4-7-111

ソユープレイランドソピア 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

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1階

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1階

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1階

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１SｕC1階

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2階

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2階

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

イトーヨーカドー花巻

岩手県花巻市下小舟渡118-1

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

ソユーゲームフィールド 釜石店

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

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1階

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－１SｕC1階

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

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2階

ゲームランド盛岡店

岩手県盛岡市前潟４－７－１イオンモール盛岡２Ｆ

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1階

イオン盛岡南

岩手県盛岡市本宮７－１－１イオン3階

ソユーゲームフィールド 盛岡南店

岩手県盛岡市本宮七丁目1番1号 イオンモール盛岡南1F

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

ユーズランド大河原店

宮城県柴田郡大河原町小島2-1フォルテ2Ｆ

モーリーファンタジー涌谷

宮城県遠田郡涌谷町字洞ヶ崎５番地SｕC1階

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2階

モーリーファンタジー利府

宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前２２イオン2階

モーリーファンタジー栗原志波姫

宮城県栗原市志波姫新熊谷１１番SｕC1階

モーリーファンタジー富谷

宮城県黒川郡富谷市大清水１ー３３－１イオン1階

宝島あそびの広場船岡

宮城県柴田郡柴田町西船迫2-1-15ｲｵﾝ船岡2F

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

モーリーファンタジー石巻

宮城県石巻市茜平４－１０４番地イオン2階

プラサカプコン石巻店

宮城県石巻市茜平４丁目１０４番地イオン石巻ショッピングセンター２F

モーリーファンタジー石巻東

宮城県石巻市流留字七勺１番１SｕC1階

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

Ｔ／Ｓ仙台クリスロード店（３～５階）

宮城県仙台市青葉区中央2-3-25

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

モーリーファンタジー仙台中山

宮城県仙台市泉区南中山１－３５－４０イオン3階

タイトーステーション仙台ベガロポリス店

宮城県仙台市太白区西多賀5-24-1

モーリーファンタジー多賀城

宮城県多賀城市町前４－１－１イオン3階

モーリーファンタジー古川

宮城県大崎市古川旭二丁目２－１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1階

ゲームランド佐沼店

宮城県登米市宮城県登米市南方町新島前46-1 イオンタウン佐沼ショッピングセンター内1F

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 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ杜せきのした

モーリーファンタジー新名取

宮城県名取市杜せきのした５丁目３番地の１イオン3階

モーリーファンタジー横手

秋田県横手市安田字向田１４７イオン2階

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

モーリーファンタジー御所野

秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1イオン3階

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

モーリーファンタジー秋田中央

秋田県秋田市楢山川口境５－１１イオン3階

モーリーファンタジー大館

秋田県大館市大田面２３８SｕC1階

モーリーファンタジー中仙

秋田県大仙市北長野字袴田１８８イオン1階

山形県

福島県

茨城県

プラサカプコン大曲店

秋田県大仙市和合字坪立177イオン大曲ショッピングセンター２Ｆ

モーリーファンタジー大曲

秋田県大仙市和合字坪立１７７番地イオン2階

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

モーリーファンタジー能代

秋田県能代市柳町１１－１イオン3階

プレビ マックスバリュ白鷹店

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 プレビプレイランドコーナー

トイザらス山形

山形県山形市若宮3-7-8

モーリーファンタジー山形南

山形県山形市若宮３－７－８イオン2階

モーリーファンタジー山形北

山形県山形市馬見ケ崎２－１２－１９イオン2階

モーリーファンタジー酒田南

山形県酒田市あきほ町１２０－１イオン1階

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2階

モーリーファンタジー天童

山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内３４街区イオン2階

モーリーファンタジー東根

山形県東根市さくらんぼ駅前３丁目７番１５号イオン2階

モーリーファンタジー三川

山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫１２８－１イオン2階

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

モーリーファンタジー米沢

山形県米沢市春日２－１３－４イオン2階

THE 3RD PLANET ピボット福島店

福島県福島市栄町1-1 パワーシティピボット内

らくだのせなか プレビ 鹿島エブリア店

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2階 プレビプレイランドコーナー

モーリーファンタジーいわき小名浜

福島県いわき市小名浜港背後地土地区画整理事業地内イオンモールいわき小名浜店内 4階

セガ小名浜

福島県いわき市小名浜林城字塚前18-1

イトーヨーカドー平

福島県いわき市平6-6-2

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

セガ勿来

福島県いわき市勿来町四沢字鍵田13

アピタ会津若松

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

モーリーファンタジー鏡石

福島県岩瀬郡鏡石町桜岡３７５－９SｕC1階

PALO喜多方

福島県喜多方市字押切南２－４２－１1階

タイトーＦステーション郡山オリエントパーク店

福島県郡山市安積町荒井字大久保35-1

ＴＦＳ 郡山オリエントパーク店

福島県郡山市安積町荒井字大久保３５－１

タイトーＦステーション 郡山アティ店

福島県郡山市駅前1-16-7

イトーヨーカドー郡山

福島県郡山市西ノ内2-11-40

タイトーアミューズメントシティ郡山

福島県郡山市南2-38 フレスポ郡山内

タイトーＦステーション 郡山店

福島県郡山市南2丁目38番地

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1階

セガ日和田

福島県郡山市日和田町字西中島7-1

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

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相馬

福島県相馬市馬場野字雨田５１イオン2階

トイザらス福島

福島県福島市森合字清水7 ｺｰﾌﾟﾏｰﾄいずみ2F

イトーヨーカドー福島

福島県福島市太田町13－4

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3階

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

宝島勝田

茨城県ひたちなか市石川町1-1（ＭＥＧＡ・ドンキホーテ勝田台）

こころっこ プレビ イトーヨーカ堂日立店

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コーナー

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3階

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

アピタ佐原東

茨城県稲敷市西代１４８０玩具売場

タイトーステーション 佐原東店２

茨城県稲敷市西代1495ショッピングセンターパルナ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2階

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2階

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾊﾟｰｸ笠間店

茨城県笠間市赤坂8 笠間SCﾎﾟﾚﾎﾟﾚｼﾃｨ 1Ｆ

西友ひたち野うしく

茨城県牛久市ひたち野東1-23-1

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2階

イトーヨーカドー古河

茨城県古河市雷電町1-18

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

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

仔熊水戸京成店

茨城県水戸市泉町1-6-1水戸京成百貨店 7F玩具売場

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3階

セガ石岡

茨城県石岡市東大橋中峯1976-1

栃木県

群馬県

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3階

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

プラサカプコン土浦店

茨城県土浦市真鍋２－１－２９

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

タイトーステーション イオンタウン水戸南

茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101

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2階

イトーヨーカドー日立

茨城県日立市幸町1-16-1

セガワールド日立

茨城県日立市田尻町3-26-1

イトーヨーカドー竜ヶ崎

茨城県龍ケ崎市小柴5-1-2

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ竜ヶ崎店

茨城県龍ヶ崎市小柴5-1-2 竜ヶ崎SCｻﾌﾟﾗ 2Ｆ

㈱福田屋百貨店 宇都宮店

栃木県宇都宮市今泉２３７

㈱福田屋百貨店 インターパーク店

栃木県宇都宮市インターパーク６－１－１

アピナ小山店

栃木県小山市駅南町4-27-18

ジャンボリー プレビ ヨークベニマル御幸ヶ原店

栃木県 宇都宮市 御幸が原50-1 ヨークベニマル御幸ヶ原店内 プレビプレイランドコーナー

モーリーファンタジーさくら

栃木県さくら市桜野１５５１ザ・ビッグ1階

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

アピタ宇都宮

栃木県宇都宮市江曽島本町２２－７玩具売場

セガワールド宇都宮

栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7

イトーヨーカドー宇都宮

栃木県宇都宮市陽東6-2-1

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

PALO石橋

栃木県下野市下古山３３６２－１ヨークタウン階

Ｔ／Ｓ イオンモール佐野新都市店

栃木県佐野市高萩町1324-1

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2階

タイトーＦステーション 小山店

栃木県小山市喜沢1475番地

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2階

イトーヨーカドー小山

栃木県小山市東通り2-3-15

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1階

PALO足利

栃木県足利市朝倉町２－２１－１６ヨークタウン足利店1階

アピタ足利

栃木県足利市朝倉町２４５玩具売場

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1階

セガ西那須野

栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27

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2階

ユーズランド太田店

群馬県太田市石原町81番地イオンモール太田2F

アピナ太田店

群馬県太田市内ケ島町907-1

ユーズランド高崎店

群馬県高崎市棟高町1400番地 イオンモール高崎2F

THE 3RD PLANET 高崎店

群馬県高崎市下和田町5-3-8 メディアメガ高崎内

プレビ スマーク伊勢崎店

群馬県 伊勢崎市 西小保方町368 スマーク伊勢崎店内3階 プレビ劇場ISESAKIアミューズメント

こころっこ プレビ ニコモール新田店

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

プレビ ジョイフル本田千代田店

群馬県 邑楽郡 千代田町萱野813-1 ジョイフル本田千代田店内2F

ミスターマックス伊勢崎

群馬県伊勢崎市宮子町３５５６番地１ミスターマックス1階

アピタ伊勢崎東

群馬県伊勢崎市三室町５３３０玩具売場

モーリーファンタジーキッズーナ伊勢崎

群馬県伊勢崎市西小保方町３６８スマーク3階

イトーヨーカドー伊勢崎

群馬県伊勢崎市連取町1507

ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ伊勢崎

群馬県伊勢崎市連取町3066-1

セガワールド館林

群馬県館林市小桑原町949-1

ﾔﾏﾀﾞ電機LABI1高崎

群馬県高崎市栄町1-1

ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ高崎

群馬県高崎市江木町3331 ACTビル2F

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1階

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3階

アピタ高崎

群馬県高崎市矢中町字渕ノ内６６８－１玩具売場

群馬ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ渋川

群馬県渋川市八木原1364

セガワールド沼田

群馬県沼田市下久屋町1100-1

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1階

ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew前橋本店

群馬県前橋市日吉町4-14-13

アピタ前橋

群馬県前橋市文京町２－１－１玩具売場

ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ太田

群馬県太田市西矢島町1622

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2階

埼玉県

ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ藤岡

群馬県藤岡市中2002-1

ピアゴ藤岡

群馬県藤岡市藤岡４１６－４玩具売場

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内

アピナ上尾店

埼玉県上尾市緑丘3-3-11-2 P･A･P･A上尾ショッピングアベニュープリンセス棟 別棟

ユーズランド春日部店

埼玉県春日部市下柳420-1 イオンモール春日部2F

ゲームシティプラス川越店

埼玉県川越市泉町1-1 ウニクス南古谷シネマ棟1F

THE 3RD PLANET フレスポ八潮店

埼玉県八潮市大瀬1-1-3 フレスポ八潮3F

プレビ ALCo越谷ショッピングスクエア店

埼玉県 越谷市 越ヶ谷1-16-6 ALCo越谷ショッピングスクエア内B1F

プレビ 龍宮ガーデン アリオ上尾店

埼玉県 上尾市 大字壱丁目367番地 アリオ上尾店内2階

プレビ HEY WORLD北本店

埼玉県 北本市 深井6-87 Hey World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3階

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3階

イオン大宮

埼玉県さいたま市 北区櫛引町２－５７４－１イオン３階

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3階

ビックカメラ大宮西口そごう

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

プレイランド イオン北浦和店

埼玉県さいたま市浦和区常盤10-20-29 イオン北浦和店3階

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

トイザらス岩槻

埼玉県さいたま市岩槻区城町2-6-28

ウェアハウス三橋店

埼玉県さいたま市西区三橋6-955-1

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

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

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

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

宝島浦和原山

埼玉県さいたま市緑区原山4-3-3

新宝島浦和美園

埼玉県さいたま市緑区大門3710 ｲｵﾝﾓｰﾙ浦和美園2F

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3階

PALO埼玉大井

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ター2階

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

プラサカプコン羽生店

埼玉県羽生市川崎２－２８１－３イオンモール羽生２Ｆ

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3階

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（mori）3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3階

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

ライフ吉川駅前

埼玉県吉川市栄町1498

イトーヨーカドー久喜

埼玉県久喜市久喜中央4-9-11

イトーヨーカドーｱﾘｵ鷲宮

埼玉県久喜市久本寺谷田7-1

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

Ｆｏｒｋｉｄｓ’ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地１モラージュ菖蒲 1F

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2階

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

トイザらス熊谷

埼玉県熊谷市代1067

PALO熊谷

埼玉県熊谷市本石２－１３５イオン3階

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2階

にこぱ幸手店

埼玉県幸手市上高野７６４エムズタウン幸手西館1F

アピタ吹上

埼玉県鴻巣市袋９０－１玩具売場

ゲームパニック三郷

埼玉県三郷市ピアラシティ1-1-200

イトーヨーカドー三郷

埼玉県三郷市天神2-22

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

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2階

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3階

ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ春日部

埼玉県春日部市大字増富字谷際163-1

イトーヨーカドー春日部

埼玉県春日部市中央1-13-1

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7階

トイザらス所沢

埼玉県所沢市北原町1404

イトーヨーカドーｱﾘｵ上尾

埼玉県上尾市壱丁目367

千葉県

イトーヨーカドー上尾駅前

埼玉県上尾市谷津2-1-1

トイザらス新座

埼玉県新座市野火止5-2-60 ﾗ･ｳﾞｨﾆｭ2F

AGスクエア埼玉花園

埼玉県深谷市荒川359

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

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ深谷店

埼玉県深谷市上柴町西4-2-14 ｱﾘｵ深谷店 2F

埼玉ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ川越

埼玉県川越市新富町1-17-4

イオン川口

埼玉県川口市安行領根岸字外谷田３１８０－１イオン3階

あそびライブラリー川口店

埼玉県川口市宮町18-9ララガーデン川口2Ｆ

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

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3階

セガ川口

埼玉県川口市東領家 2-2-10

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

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

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3階

イトーヨーカドー草加

埼玉県草加市高砂2-7-1

トイザらス草加

埼玉県草加市清門町字北401-1 ｾｰﾓﾝﾌﾟﾗｻﾞ2F

ニコパ草加舎人店

埼玉県草加市遊馬町2-1島忠ホームズ草加舎人店1F

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾜｶﾊﾞｳｫｰｸ店

埼玉県鶴ヶ島市富士見1-2-1 ﾜｶﾊﾞｳｫｰｸ 2F

アピタ東松山

埼玉県東松山市あずま町４－３玩具売場

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2階

セガワールド入間

埼玉県入間市東藤沢 2-18

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3F 3520区画

アピタ本庄

埼玉県本庄市南１－２－１０玩具売場

タイトーステーション 和光店

埼玉県和光市丸山台1-4-5

イトーヨーカドー和光

埼玉県和光市丸山台1-9-3

イトーヨーカドー錦町

埼玉県蕨市錦町1-12-1

ソユーパイレーツキッズ 錦町店

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

パレパレ稲毛長沼店

千葉県千葉市稲毛区長沼原町731-17 フレスポ稲毛

ゲームファンタジア美浜

千葉県千葉市美浜新港32-6-1（1号棟-2）

ゲームスクエア茂原店

千葉県茂原市六ツ野2785-1 ライフガーデン茂原内

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 マリンガーデン ららぽーとTOKYO-BAY店

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

タイトーステーション旭サンモール店

千葉県旭市イ-2676-1サンモール3F

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3階

ゲームランド千葉ニュータウン店

千葉県印西市中央北３丁目２番イオンモール千葉ニュータウン

イトーヨーカドー我孫子

千葉県我孫子市我孫子4-11-1

セガ我孫子

千葉県我孫子市柴崎字天王台 47-1

にこぱアクロスモール新鎌ヶ谷店

千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷２-１２-１アクロスモール新鎌ヶ谷2F

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2階

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1階

アピタ君津

千葉県君津市久保1-1-1玩具売場

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3階

ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ成東

千葉県山武市姫島111-1

イトーヨーカドー四街道

千葉県四街道市中央5

ゲームランドちはら台店

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

イトーヨーカドーｱﾘｵ市原

千葉県市原市更級4-3-2

イトーヨーカドー姉崎

千葉県市原市姉崎645-1

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ市原店

千葉県市原市青柳北1-1 ｱﾋﾟﾀ市原店 2F

アピタ市原

千葉県市原市青柳北１－１玩具売場

PALO市川

千葉県市川市鬼高１－１－１ニッケコルトンプラザ2階

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2階

タイトーＦステーション市川妙典店

千葉県市川市妙典4-1-1 イオン市川妙典店２番街２Ｆ

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3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3階

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1階

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1階

イトーヨーカドー松戸

千葉県松戸市松戸1149

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4階

トイザらス松戸

千葉県松戸市二ツ木1781-2 ﾌﾟﾁﾓｰﾙ二ツ木2F

セガ松戸

千葉県松戸市日暮1-1-1 八柱駅第2ビル2F

イトーヨーカドー八柱

千葉県松戸市日暮1-15-8

プラサカプコン成田店

千葉県成田市ウイング土屋２４イオンモール成田２Ｆ

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2階

イトーヨーカドー成田

千葉県成田市公津の杜4-5-3

NICOPA成田富里店

千葉県成田市東町133番地 イオンタウン成田富里店2Ｆ

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

鉄腕24稲毛長沼

千葉県千葉市稲毛区長沼原町697

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1階

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

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

セガアリーナ蘇我

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 アミューズメント棟1F

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

タイトーステーション アリオ蘇我店

千葉県千葉市中央区川崎町52-7アリオ蘇我2F

ｽﾎﾟｰﾂｳｪｰﾌﾞ鉄腕24浜野

千葉県千葉市中央区浜野町1025-59

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

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

NICOPAマリンピア店

千葉県千葉市美浜区高洲3丁目13番1号マリンピア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2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2階

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3階

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2階

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3階

セガららぽーとTOKYO-BAY

千葉県船橋市浜町2-1-1 北館1F E122区画

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

イトーヨーカドー船橋

千葉県船橋市本町7-6-1

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

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

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2階

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

ＴＦＳキッズパーク モラージュ柏店

千葉県柏市大山台2-3-1モラージュ柏2階

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1-6-1セブンパークアリオ柏3F

イトーヨーカドーｾﾌﾞﾝﾊﾟｰｸｱﾘｵ柏

千葉県柏市大島田950-1

タイトーステーション 柏店

千葉県柏市柏2-3-1

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

タイトーＦステーション ＰＡＺ新柏店

千葉県柏市名戸ヶ谷字中久保888-1PAZ新柏2F

モーリーファンタジー八街

千葉県八街市文違３０１イオン1階

イトーヨーカドー八千代

千葉県八千代市村上南1-3-1

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4階

プラサカプコン富津店

千葉県富津市青木1丁目５番地１ イオンモール富津内ゲームコーナー

タイトーステーション 茂原アスモ店

千葉県茂原市高師1735茂原ショッピングプラザ アスモ2F

アピタ木更津

千葉県木更津市ほたるの４－２－４８玩具売場

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2階

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

ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ野田

千葉県野田市吉春字鎌田776-1

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1階

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･C 3階

イトーヨーカドー流山

千葉県流山市流山9-800-2

Ｈ／Ｔ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

アドアーズ南砂町店

東京都江東区新砂3-4-31 南砂町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰSUNAMO4階

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3階

イトーヨーカドーｱﾘｵ北砂

東京都江東区北砂2-17

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ北砂店

東京都江東区北砂2-17-1 ｱﾘｵ北砂店 ｱﾘｵﾓｰﾙ 3F

イトーヨーカドー木場

東京都江東区木場1-5-30

東京ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ亀有

東京都葛飾区亀有3-21-2

イトーヨーカドーｱﾘｵ亀有

東京都葛飾区亀有3-49-3

イトーヨーカドー高砂

東京都葛飾区高砂3-12-5

イトーヨーカドー四つ木

東京都葛飾区四つ木2-21-1

○×△□（ラくトス）

東京都葛飾区新小岩1-44-6

イトーヨーカドーｾﾌﾞﾝﾎｰﾑｾﾝﾀｰ金町

東京都葛飾区東金町1-10-8

イトーヨーカドー小岩

東京都江戸川区西小岩1-24-1

セガワールド船堀

東京都江戸川区船堀1-6-11

イトーヨーカドー葛西

東京都江戸川区東葛西9-3-3

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

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1階

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

ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞお台場ﾒﾃﾞｨｱｰｼﾞｭ

東京都港区台場1-7-1

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

サンポップ マチヤ

東京都荒川区荒川７－５０－９

ハイテクランドセガ渋谷

東京都渋谷区渋谷1-14-14 EST 1F

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

Ｔ／ＳＢＩＧＢＯＸ高田馬場店

東京都新宿区高田馬場1-35-3BIG BOX6F

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

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

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

タイトーステーション新宿南口ＧＷ店３Ｆ

東京都新宿区新宿3-35-8

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

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

西友阿佐ヶ谷

東京都杉並区阿佐谷北1-5-6

Ｈｅｙ

東京都千代田区外神田1-10-5広瀬本社ビル2F

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

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

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

イトーヨーカドー竹の塚

東京都足立区竹の塚517－1

セガ竹の塚

東京都足立区竹の塚6丁目8番6号 ピーくんPlaza-B

ライフ経堂

東京都世田谷区経堂5-32-6

西友三軒茶屋

東京都世田谷区太子堂4-24-8

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

タイトーステーション浅草

東京都台東区浅草1-27-5ROX DOME 1F

イトーヨーカドー大森

東京都大田区大森北2-13-1

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

博品館TOY PARK銀座本店

東京都中央区銀座8-8-11

イトーヨーカドー上板橋

東京都板橋区常盤台4-26-1

PALO成増

東京都板橋区成増２－２１－２ダイエー4階

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3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

イトーヨーカドー大井町

東京都品川区大井1-3-6

ﾔﾏﾀﾞ電機LABI品川大井町

東京都品川区東大井5-20-1

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2階

セガ東京ドームシティ

東京都文京区後楽1-3-61

タイトーステーション池袋西口店（プライズ

東京都豊島区西池袋1-15-9

セガ池袋GiGO

東京都豊島区東池袋1-21-1

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

ﾔﾏﾀﾞ電機LABI1日本総本店池袋

東京都豊島区東池袋1-5-7

ライフ千川

東京都豊島区要町3-45-4

イトーヨーカドー赤羽

東京都北区赤羽西1-7-1

西友LIVIN光が丘

東京都練馬区光が丘5-1-1

西友LIVINｵｽﾞ大泉

東京都練馬区東大泉2-10-11

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

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

タイトーＦステーションオリナス錦糸町店

東京都墨田区太平4-1-2オリナスモール地下1F

ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ錦糸町

東京都墨田区太平4-1-5-2F

クラブセガ自由ヶ丘

東京都目黒区自由ヶ丘2-10-9

西友LIVIN田無

東京都西東京市田無町2-1-1

THE 3RD PLANET 多摩センター店

東京都多摩市落合1-39-2 マグレブビル2階・3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6階

トイザらス多摩

東京都多摩市東寺方660-1

イトーヨーカドー多摩ｾﾝﾀｰ

東京都多摩市落合1-44

Ｔ／Ｓ多摩センター店（１階）

東京都多摩市落合1-45-1丘の上パティオ内

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3階

ユーズランド日の出店

東京都西多摩郡日の出町平井三吉野桜木237-3イオンモール日の出3Ｆ

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

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ武蔵小金井店

東京都小金井市本町6-14-9 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ 武蔵小金井店 4F

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

トイザらス府中駅前

東京都府中市宮町1-50 くるるB1F

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

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

タイトーステーション町田店（２Ｆ）

東京都町田市原町田6-21-23松山ビル1階

NICOPA&nicogroundクロスガーデン調布店

東京都調布市菊野台1丁目33-3クロスガーデン調布2F

イトーヨーカドー国領

東京都調布市国領町8-2-64

Adventure Reef by HALOS GARDEN 国領店

東京都調布市国領町8-2-64 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ 国領店 3F

にこぱ仙川店

東京都調布市若葉町2-1-7島忠ホームズ仙川2F

モーリーファンタジー東久留米

東京都東久留市米南沢５丁目１７イオンモール3階

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

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丁目４番１イオンモール3階

イトーヨーカドー八王子

東京都八王子市狭間町1462-1

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

ドラマ八王子高倉店

東京都八王子市高倉町55-4

NICOPA&nicogroundイーアス高尾店

東京都八王子市東浅川町550-1イーアス高尾店2F

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

イトーヨーカドー南大沢

東京都八王子市南大沢2-28-1

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

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

タイトーＦステーションダイエー武蔵村山店

東京都武蔵村山市伊奈平3-36-1

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

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3階

キデイランド吉祥寺

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-5

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

イトーヨーカドー武蔵境

東京都武蔵野市境南町2-2-20

西友福生

東京都福生市東町5-1

イトーヨーカドー拝島

東京都昭島市松原町3-2-12

イトーヨーカドー昭島

東京都昭島市田中町562-1

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

YAZワールド八王子みなみ野店

東京都八王子市みなみ野1-2-1 アクロスモール内3F

プレビ 三和堀之内店

東京都 八王子市 別所2-1 三和堀之内店内2階

ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ稲城若葉台

東京都稲城市若葉台2-8

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

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

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

神奈川県 YAZ川崎店

ダイエー武蔵村山店2階

クリサス立川

神奈川県川崎市幸区小倉5-19-23 クロスガーデン川崎1F

アミューズメントランドYAZ平塚店

神奈川県平塚市田村1-4-26

THE 3RD PLANET 横浜本店

神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール6F

こころっこ プレビ ホームズ川崎店

神奈川県 川崎市 川崎区中瀬3-20-20 ホームズ川崎大師店内2階 プレビプレイランドコーナー

プレビ アリオ橋本店

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

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ綾瀬店

神奈川県綾瀬市深谷3734-1 綾瀬ﾀｳﾝﾋﾙｽﾞSC 2F

イトーヨーカドー伊勢原

神奈川県伊勢原市桜台1-8-1

タイトーＦステーション イオン伊勢原店

神奈川県伊勢原市白根630-1イオン伊勢原店3F

モーリーファンタジー横須賀

神奈川県横須賀市 本町２－１－１２イオン4階

モーリーファンタジー久里浜

神奈川県横須賀市久里浜５丁目１３－１イオン2階

プラサカプコン横須賀店

神奈川県横須賀市若松町２－３０モアーズシティ４Ｆ

西友LIVINよこすか

神奈川県横須賀市平成町3-21-4

横浜四季の森フォレオ店

神奈川県横浜市旭区上白根3丁目41番1号横浜四季の森フォレオ3F

プラサカプコン磯子店

神奈川県横浜市磯子区磯子１－２－１マリコム磯子ショッピングセンター２Ｆ

クラブセガ新杉田

神奈川県横浜市磯子区杉田1-1-1 らびすた新杉田2F

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

モーリーファンタジー金沢八景

神奈川県横浜市金沢区泥亀１－２７－１イオン2階

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

モーリーファンタジーサクラス戸塚

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４２５３－１サクラス戸塚店2階

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

モーリーファンタジー東戸塚

神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３５－１イオン4階

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

モーリーファンタジー港南台

神奈川県横浜市港南区港南台３－１－２ダイエー4階

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

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

ビックカメラ新横浜

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階トイズコーナー

モーリーファンタジー横浜新吉田

神奈川県横浜市港北区新吉田東八丁目４９番１号イオン2階

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

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

仔熊そごう横浜店

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

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

ヨドバシカメラマルチメディア横浜

神奈川県横浜市西区北幸１－２－７６Ｆ玩具売場

イトーヨーカドーたまﾌﾟﾗｰｻﾞ

神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-6-1

イトーヨーカドー立場

神奈川県横浜市泉区中田西1-1-15

モーリーファンタジー本牧

神奈川県横浜市中区本牧原７－１イオン5階

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

イトーヨーカドーららぽーと横浜

神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1

Fantastic Journey横浜店

神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰららぽーと横浜店 2F

モーリーファンタジー港北

神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1-5083モザイクモール5階

モーリーファンタジールララ港北

神奈川県横浜市都筑区中川中央２－２－１ルララ港北店4階

ヨドバシカメラマルチメディア京急上大岡

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

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

Ｔ／Ｓイトーヨーカドー横浜別所店

神奈川県横浜市南区別所1-14-1イトーヨーカドー横浜別所店 2F

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

仔熊ららぽーと海老名店

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

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

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ海老名店

神奈川県海老名市中央2-4-1 ｲｵﾝ海老名店 2F

イトーヨーカドー大船

神奈川県鎌倉市大船6-1-1

モーリーファンタジー茅ヶ崎

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎２－７－７１イオンスタイル3階

モーリーファンタジー茅ヶ崎中央

神奈川県茅ヶ崎市茅ケ崎３丁目５番１６号イオン3階

ﾔﾏﾀﾞ電機ﾀﾞｲｸﾏﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ茅ヶ崎

神奈川県茅ヶ崎市新栄町12-3

ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ厚木

神奈川県厚木市戸室5-31-1

トイザらス厚木

神奈川県厚木市妻田東3-25-24

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ厚木店

神奈川県厚木市中町1-5-10 厚木ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨﾋﾞﾙ 5F

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

Ｔ／Ｓ小田原シティーモール店

神奈川県小田原市前川120フレスポ小田原シティーモール2F

小田原メトロポリス

神奈川県小田原市前川219番地4

イトーヨーカドー小田原

神奈川県小田原市中里296-1

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

トイザらス秦野

神奈川県秦野市曽屋4784

モーリーファンタジー秦野

神奈川県秦野市入船町１２－１イオン2階

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

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

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

新潟県

富山県

トイザらス川崎高津

神奈川県川崎市高津区溝口6-11-1

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

イトーヨーカドー川崎

神奈川県川崎市川崎区小田栄2-2-1

モーリーファンタジー川崎小田栄

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2階

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

ヨドバシカメラマルチメディア川崎ルフロン

神奈川県川崎市川崎区日進町１－１１４Ｆ玩具売場

モーリーファンタジー向ヶ丘

神奈川県川崎市多摩区登戸２７８９ダイエー3階

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

西友武蔵新城

神奈川県川崎市中原区上新城2-12-1

イトーヨーカドーｸﾞ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

イトーヨーカドー新百合ヶ丘

神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1

モーリーファンタジー相模原小山

神奈川県相模原市中央区小山３－３７－１相模原小山モール2階

モーリーファンタジーイオン相模原

神奈川県相模原市南区古淵２－１０－１イオンＳＣ3階

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

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

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

ニコパ相模原店

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

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

イトーヨーカドー大和鶴間

神奈川県大和市下鶴間1-3-1

モーリーファンタジー大和鶴間

神奈川県大和市下鶴間一丁目２番１号イオン3階

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

モーリーファンタジー大和

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3階

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ湘南店

神奈川県藤沢市遠藤字滝ﾉ沢698-10 湘南とうきゅう 2F

イトーヨーカドー藤沢

神奈川県藤沢市鵠沼石上1-10-1

イトーヨーカドー湘南台

神奈川県藤沢市石川6-2-1

楽市楽座湘南藤沢

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

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

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

ドラマ藤沢店

神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8

アピナ上越インター店

新潟県上越市下門前1661

アピナ長岡店

新潟県長岡市堺東町22

プレビ バロー上越店

新潟県 上越市 とよば239番の1 バロー上越店内 プレビプレイランドコーナー

タイトーＦステーション 燕三条店

新潟県燕市井土巻3-150イオン県央店 アメニティ棟1F

モーリーファンタジー県央

新潟県燕市井土巻３－６５イオン2階

PALO十日町

新潟県十日町市旭町１６１リオン・ドール十日町店1階

モーリーファンタジー十日町

新潟県十日町市字川端丑７８４－１イオン1階

モーリーファンタジー小千谷

新潟県小千谷市大字平沢新田字荒田３３９イオン2階

イトーヨーカドー直江津

新潟県上越市西本町3-8-8

モーリーファンタジー上越

新潟県上越市富岡３４５８番地アコーレ２階アコーレ2階

アピタ新潟亀田

新潟県新潟市江南区鵜ノ子４－４６６玩具売場

モーリーファンタジーf新潟南

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2階

モーリーファンタジー新潟南

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3階

アピタ新潟西

新潟県新潟市小新４７４玩具売場

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

モーリーファンタジー新潟青山

新潟県新潟市西区青山２－５－１イオン2階

ヨドバシカメラマルチメディア新潟駅前

新潟県新潟市中央区弁天１－２－６

イトーヨーカドー丸大新潟

新潟県新潟市中央区本町通6-1122-1

モーリーファンタジー新潟東

新潟県新潟市東区大形本町３－１－２イオン3階

カプコサーカス新潟東店

新潟県新潟市東区大形本町３－１－２ジャスコシティ新潟東内ゲームコーナー

モーリーファンタジー新発田

新潟県新発田市住吉町５丁目１１番５号イオン2階

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

イトーヨーカドー長岡

新潟県長岡市城内町2-3-12

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ長岡店

新潟県長岡市千秋2-278 ｱﾋﾟﾀ RIVERSIDE SENSHU 長岡店 2F

アピタ長岡

新潟県長岡市千秋二丁目２７８番地玩具売場

モーリーファンタジー六日町

新潟県南魚沼市余川３１００イオン2階

イトーヨーカドー丸大柏崎

新潟県柏崎市駅前2-3-7

ユーズランド高岡店

富山県高岡市下伏間江383イオンモール高岡2Ｆ

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

ユーズランドとなみ店

富山県砺波市中神一丁目174イオンモールとなみ２Ｆ区画番号205

アピナ富山新庄店

富山県富山市荒川3-2-12

アピナ富山南店

富山県富山市堀川町355-3 マイプラザ内

アピタ魚津

富山県魚津市住吉６００番地玩具売場

トイザらス高岡

富山県高岡市下伏間江383 ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡1F

モーリーファンタジー高岡南

富山県高岡市下伏間江３８３イオン2階

モーリーファンタジー高岡

富山県高岡市江尻３３１－１イオン1階

モーリーファンタジー小杉

富山県射水市三ヶ２６０２アル・プラザ小杉2階

アピタ砺波

富山県砺波市太郎丸３丁目６９番地玩具売場

モーリーファンタジーとなみ

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2階

アピタ富山

富山県富山市上袋１００番６８玩具売場

アピタ富山東

富山県富山市上冨居３－８－３８玩具売場

タイトーステーション ファボーレ婦中店

富山県富山市婦中町下轡田165-1フューチャーシティ ファボーレ2F

アピナ野々市店

石川県野々市市白山町4-1 イオンタウン野々市内

モーリーファンタジーかほく

石川県かほく市内日角地内タ２５番イオン2階

ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ加賀

石川県加賀市箱宮町ヲ1番-1

モーリーファンタジー杜の里

石川県金沢市もりの里１丁目７０番地イオン2階

セガイオンタウン金沢示野

石川県金沢市戸板西2-1

セガワールド金沢

石川県金沢市諸江町30-1

ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ藤江新館

石川県金沢市藤江南2-105

金沢メトロポリス

石川県金沢市無量寺4丁目121番地1

楽市楽座イオンモール新小松

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

モーリーファンタジー新小松

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3階

手取フイッシュランド

石川県能美市粟生町ツ58手取フィッシュランド内1Fゲームコーナー

アピタ松任

石川県白山市幸明町２８０番地玩具売場

モーリーファンタジーf御経塚

石川県野々市市御経塚２丁目９１番地イオン1階

PALO武生

福井県越前市横市町２８－１４－１エスカモール武生楽市店2階

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2階

タイトーＦステーション アルプラザ鯖江店

福井県鯖江市下河端町16-6-1アルプラザ鯖江アミューズ棟内

ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ板垣

福井県福井市下馬3-101

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CITY2階

ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞﾜｲﾌﾟﾗｻﾞ

福井県福井市新保町7-9-1ヤスサキワイプラザB棟2F

アピタ福井大和田

福井県福井市大和田二丁目1230番地

アピタ福井

福井県福井市飯塚町第１１号１１１番地 玩具売場

㈱富士急百貨店 富士吉田店 TOY'SQ

山梨県富士吉田市上吉田2-5-1

ＴＦＳラザウォーク甲斐双葉店

山梨県甲斐市志田字柿木616-1

アピタ双葉

山梨県甲斐市志田字柿木６４５－１番地玩具売場

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4階

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

プラサカプコン甲府店

山梨県中巨摩郡昭和町西条字北河原3717番地

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

モーリーファンタジー甲府昭和

山梨県中巨摩郡中巨摩郡昭和町飯喰1505-1イオン3階

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3階

アピタ石和

山梨県笛吹市石和町窪中島１５４番地玩具売場

THE 3RD PLANET 長野大通り店

長野県長野市大字鶴賀権堂町1506-3 長電権堂第2ビル1F

アピナ伊那店

長野県伊那市西町5093

アピナ上田店

長野県上田市秋和359-1

アピナ佐久インター店

長野県佐久市岩村田北1-13-1

アピナ塩尻店

長野県塩尻市広丘野村1794-1

アピナ長野川中島店

長野県長野市川中島町御厨967-1

アピナ長野村山店

長野県長野市村山502-1

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2階

セガワールド豊科

長野県安曇野市豊科南穂高1115

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

長野県岡谷市銀座一丁目１番５号玩具売場

AGスクエア岡谷

長野県岡谷市塚間町2-1-21

岐阜県

静岡県

アピタ高森

長野県下伊那郡高森町山吹４５１５番地玩具売場

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・2階

イトーヨーカドー南松本

長野県松本市高宮中1-20

楽市楽座イオンモール松本

長野県松本市松本中央４丁目９－５１

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2階

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2階

イトーヨーカドーｱﾘｵ上田

長野県上田市天神3-51

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・2階

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2階

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

西友川中島

長野県長野市川中島町今井字薬師堂1814-1

イトーヨーカドー長野

長野県長野市大字鶴賀権堂町2201

Ｔ／Ｓ アイシティ２１松本店

長野県東筑摩郡山形村7977アイシティ21内

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2階

プレビ Vタウン芥見店

岐阜県 岐阜市 芥見南山2-1-8 Vタウン芥見店内 プレビプレイランドコーナー

ピアゴ笠松

岐阜県羽島郡笠松町米野字西起５９番地１玩具売場

NICOPA羽島店

岐阜県羽島市小熊町島１－４６羽島Ｗｉｎｇ15１ 2F

アピタ御嵩

岐阜県可児郡御嵩町上恵土字西畑１０５２ばん１玩具売場

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

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3階

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1階

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

トイザらス岐阜

岐阜県岐阜市正木中1-2-1 ﾏｰｻ21 1F

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3階

ピアゴ長良

岐阜県岐阜市福光東１丁目２６番７号

イトーヨーカドー柳津

岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6

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

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

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

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1階

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2階

大垣メトロポリス

岐阜県大垣市三塚町字西沼523番地1

カラフルパーク大垣店

岐阜県大垣市三塚町丹瀬463-1イオンタウン大垣EAST棟1F

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

にこぱアクアウォーク大垣店

岐阜県大垣市林町６丁目８０番地２１アクアウォーク大垣2F

アピタ大垣

岐阜県大垣市林町六丁目８０番２１号玩具売場

ﾊﾞﾛｰﾗﾝﾄﾞ中津川店

岐阜県中津川市淀川町3-8 ﾙﾋﾞｯﾄﾀｳﾝ 2F

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

THE 3RD PLANET 静岡インター店

静岡県静岡市駿河区中野新田383-3

YAZ磐田店

静岡県磐田市西貝塚横須賀道北3690

YAZワールド浜松葵店

静岡県浜松市中区葵西2-27-10

THE 3RD PLANET BiVi沼津店

静岡県沼津市大手町1-1-5

THE 3RD PLANET 富士店

静岡県富士市永田町2-99

LAND藤枝

静岡県藤枝市前島1-7-10 BiVi藤枝4F

THE 3RD PLANET フレスポ静岡店

静岡県静岡市清水区鳥坂860番地

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

アピタ掛川

静岡県掛川市大池２８２６番地玩具売場

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3階

イトーヨーカドー三島

静岡県三島市中田町9-30

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

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

タイトーステーション ウェルディ長泉店

静岡県駿東郡長泉町下長窪字城山1076-1ウェルディ長泉2F

ピアゴ香貫

静岡県沼津市下香貫字汐入２２１６番地玩具売場

愛知県

イトーヨーカドー沼津

静岡県沼津市高島本町1-5

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

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2階

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1階

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

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

イトーヨーカドー静岡

静岡県静岡市駿河区曲金3-1-5

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

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

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

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2階

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2階

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

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ島田店

静岡県島田市宝来町8-2 ｱﾋﾟﾀ島田店 2F

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

ピアゴ上岡田

静岡県磐田市上岡田字村東８１７番地１玩具売場

アピタ浜北

静岡県浜松市貴布称１２００番地玩具売場

プラサカプコンパルパル店

静岡県浜松市西区舘山寺町１８９１浜名湖パルパル内ゲームコーナー

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3階

プラサカプコン志都呂店

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浜松西

静岡県浜松市西区入野町６２４４－１イオン3階

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

タイトーステーション 新浜松ザザシティ店

静岡県浜松市中区鍛冶町15番地ザザシティ西館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2階

ＴＦＳイオンモール浜松市野店

静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3イオンモール浜松市野店2F

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

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

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2階

タイトーＦステーションイオン富士宮店

静岡県富士宮市浅間町1番8号

ピアゴ富士宮

静岡県富士宮市東阿幸地５４１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

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ富士吉原店

静岡県富士市国久保2-1-10 ｱﾋﾟﾀ富士吉原店 2F

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2階

ピアゴ富士中央

静岡県富士市青葉町６２５番地玩具売場

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

サムソン千代田橋店

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

ジョイスクエア緑店

愛知県名古屋市緑区徳重２丁目２０１アピタ緑２階

サムソンみなと店

愛知県名古屋市港区当知2-1501ポートモールみなと２階

サムソン半田店

愛知県半田市乙川吉野町９パワードーム半田Ｂ１階

トイザらス三好

愛知県みよし市三好町青木91

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2階

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ安城南店

愛知県安城市桜井町貝戸尻60 ｱﾋﾟﾀ安城南店 2F

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

イトーヨーカドー安城

愛知県安城市住吉町3-1-8

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

西友ｻﾞ･ﾓｰﾙ安城

愛知県安城市大東町9-31

安城メトロポリス

愛知県安城市浜富町6番地8

ピアゴ福釜

愛知県安城市福釜町矢場１６番地５玩具売場

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3階

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2階

ピアゴ大和

愛知県一宮市大和町毛受字一本松１９番地玩具売場

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2階

セガイオンモール木曽川

愛知県一宮市木曽川町黒田八ヶ池25-1 イオンモール木曽川3F

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

セガ尾西

愛知県一宮市篭屋3-9-7 アソビックスびさい1F

アピタ稲沢東

愛知県稲沢市下津穂所１－１－１玩具売場

プラサカプコン稲沢店

愛知県稲沢市長野7丁目1-2 リーフウォーク稲沢2F

アピタ稲沢

愛知県稲沢市天池五反田町１番地玩具売場

にこぱウイングタウン岡崎店

愛知県岡崎市羽根町小豆坂３番地ウイングタウン2F

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3階

ゲームランド岡崎店

愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5イオンモール岡崎 シネマ棟２Ｆ

モーリーファンタジー岡崎

愛知県岡崎市上六名町字宮前１ショッピングセンターコムタウン1階

ユーズランド東浦店

愛知県知多郡東浦町緒川旭13-2 イオンモール東浦2F

NICOPA岡崎店

愛知県岡崎市上和田町南天白５－１岡崎エルエルタウン2F

トイザらス岡崎

愛知県岡崎市大平町字石丸38

ピアゴ洞

愛知県岡崎市洞町字的場７２番地２玩具売場

アピタ岡崎北

愛知県岡崎市日名北町４番地４６玩具売場

ピアゴ矢作

愛知県岡崎市舳越町字神道３５番地 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

アピタ蒲郡

愛知県蒲郡市港町１７番１０号玩具売場

イトーヨーカドー刈谷

愛知県刈谷市高倉町2601

ピアゴ東刈谷

愛知県刈谷市松栄町２丁目１４番地１７玩具売場

セガイオンタウン刈谷

愛知県刈谷市東境町京和１

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番地玩具売場

ピアゴ八剣

愛知県岩倉市八剱町長野１番地３玩具売場

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫﾚｽﾄ江南西店

愛知県江南市松竹町上野205 VIA MALL ｱﾋﾟﾀ江南西店 2F

アピタ江南西

愛知県江南市松竹町上野２０５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

ピアゴ篠木

愛知県春日井市下市場町３丁目６番地２玩具売場

ピアゴ気噴

愛知県春日井市気墳町２丁目１１－１玩具売場

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

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4階

イオン春日井（３Ｆキッズインタイトー）

愛知県春日井市柏井町4-17イオン春日井店 3F ゲームコーナー

小牧メトロポリス

愛知県小牧市間々片山181番地

アピタ桃花台

愛知県小牧市古雅一丁目１番地玩具売場

アピタ小牧

愛知県小牧市堀の内３丁目１５番地玩具売場

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2階

アミューズファクトリー常滑店

愛知県常滑市りんくう町２丁目２０番３イオンモール常滑店２Ｆ

ピアゴ新城

愛知県新城市字的場２５番地の１１玩具売場

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2階

セガ東名ボール

愛知県瀬戸市西原町2-114

アピタ名古屋空港

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

ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｳｴｽﾄﾀｳﾝ西尾店

愛知県西尾市高畠町3-23-9 ｳﾞｪﾙｻｳｫｰｸ西尾店 3F

アピタ西尾

愛知県西尾市高畠町３丁目２３－９玩具売場

アピタ大府

愛知県大府市明成町４丁目１３３番地玩具売場

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

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2階

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

ピアゴ阿久比北

愛知県知多郡阿久比町大字卯坂惣山惣山65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

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1階

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

イトーヨーカドー知多

愛知県知多市新知東町1-10-1

ピアゴ知立

愛知県知立市新地町番割６４番地玩具売場

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

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

モーリーファンタジー長久手

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階

ファミリ－ランド ドリ－ム

愛知県田原市田原町南新地76-1

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

ピアゴ太田川

愛知県東海市大田町下浜田１０２？１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

半田メトロポリス

愛知県半田市旭町3丁目11番地1

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2階

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

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

ピアゴ碧南

愛知県碧南市天王町２丁目１番地玩具売場

ピアゴ碧南東

愛知県碧南市東浦町６丁目１７番地玩具売場

アピタ向山

愛知県豊橋市向山町中畑１番地１玩具売場

タイトーステーション 豊橋店

愛知県豊橋市藤沢町141-4 1F

ピアゴ大清水

愛知県豊橋市南大清水町字富士見７００－１玩具売場

セガ飯村

愛知県豊橋市飯村町字西山25-121

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2階

豊川メトロポリス

愛知県豊川市下長山町上アライ14番地1

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2階

GAZA 3Fゲームコーナー

愛知県豊田市喜多町1丁目140番地

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

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

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

ピアゴ豊明

愛知県豊明市三崎町井ノ花５番地の１玩具売場

楽市街道名古屋

愛知県北名古屋市中之郷神明４５番１

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

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3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

アピタ港

愛知県名古屋市港区当知二丁目１５０１番地玩具売場

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3階

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2階

アピタ新守山

愛知県名古屋市守山区新守山2830玩具売場

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mozoワンダーシティ上小田井

愛知県名古屋市西区二方町40 mozo ワンダーシティ4F

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3階

カラフルパーク千種店

愛知県名古屋市千種区千種2丁目16番地13号イオンタウン千種2F

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

仔熊松坂屋名古屋店

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

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

中川メトロポリス

愛知県名古屋市中川区江松3丁目110番地

トイザらス名古屋中川

愛知県名古屋市中川区新家1-2421 ｱｽﾞﾊﾟｰｸ2F

ピアゴ中村

愛知県名古屋市中村区大門町２７番地玩具売場

ビックカメラ名古屋駅西

愛知県名古屋市中村区椿町6-9

名古屋レジャーランドささしま店

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

ビックカメラ名古屋JRｹﾞｰﾄﾀﾜｰ

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 9.10階

ﾔﾏﾀﾞ電機LABI名古屋

愛知県名古屋市中村区名駅1-2-5

ピアゴ植田

愛知県名古屋市天白区元植田１－３０２

ピアゴ平針

愛知県名古屋市天白区平針二丁目１２０１番地玩具売場

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3階

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3階

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

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2階

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3階

アピタ名古屋北

愛知県名古屋市北区辻町９丁目１

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2階

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1階

名古屋レジャーランド大高店

愛知県名古屋市緑区字忠治山201番地

ピアゴ清水山

愛知県名古屋市緑区清水山１－５０１玩具売場

アピタ緑

愛知県名古屋市緑区徳重二丁目２０１番地玩具売場

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3階

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

プラサカプコン徳重店

愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重 18番地の44 ヒルズウォーク徳重ガーデンズ２階

三重県

滋賀県

京都府

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

カラフルパーク有松店

愛知県名古屋市緑区鳴海町有松裏200番地イオンタウン有松1F

タイトーステーション 弥富店

愛知県弥富市五明蒲原1371-4

アミパラ鈴鹿店

三重県鈴鹿市西条町字東澤430-1

アピナ鈴鹿店

三重県鈴鹿市庄野羽山4-20-1 イオンタウン鈴鹿2階

プレビ ララスクエア四日市店

三重県 四日市市 安島1-3-31 ララスクエア5階

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2階

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2階

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2階

NICOPA伊勢店

三重県伊勢市楠部町乙１６０イオン伊勢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

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3階

PALO桑名

三重県桑名市新西方１丁目２２番地イオン2階

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3階

ピアゴ多度

三重県桑名市多度町戸津森下451-1玩具売場

アピタ桑名

三重県桑名市中央町三丁目２１番地玩具売場

ピアゴ阿倉川

三重県四日市市阿倉川町１５番２７号玩具売場

アピタ四日市

三重県四日市市安島１丁目３番３１号玩具売場

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3階

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2階

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2階

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

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

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3階

クラブセガアドバンスモール松阪

三重県松阪市田村町235-1

アピタ伊賀上野

三重県上野市服部町１７８８番地玩具売場

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

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2階

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2階

NICOPAイオン津店

三重県津市桜橋３－４４６イオン津2F

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

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2階

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2階

アピタ鈴鹿

三重県鈴鹿市南玉垣町３６２８玩具売場

イオンタウン湖南ゲームコーナー

滋賀県甲賀郡甲西町岩根4580 イオンタウン湖南

THE 3RD PLANET 大津店

滋賀県大津市打出浜14-30 Oh!Me大津テラス 6F

ピアゴ近江八幡

滋賀県近江八幡市鷹飼町一本木２２３－３

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3階

ＴＦＳイオン近江八幡店

滋賀県近江八幡市鷹飼町南3丁目7番地イオン近江八幡 2番街 1階

ピアゴ水口

滋賀県甲賀市水口町北泉１丁目３０玩具売場

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

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3階

ゲームランド草津店

滋賀県草津市新浜町300番地イオンモール草津店 ３Ｆ

セガワールド草津

滋賀県草津市西渋川1-23-23 SARA新棟2F

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2階

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

イズミヤ堅田

滋賀県大津市今堅田3-11-1

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2階

アミパラ京都南店

京都府向日市森本町佃15-7 うきわくシティ2Ｆ

THE 3RD PLANET BiVi京都二条店

京都府京都市中京区西ノ京栂尾町107番地

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2階

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2階

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

プラサカプコン京都店

京都府京都市右京区西院追分町２５－１ イオンモール京都五条３F

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2階

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

西友山科

京都府京都市山科区音羽野田町1

大阪府

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

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2階

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3階

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

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

北大路ビブレ４階 サービスカウンター（タイトー）

京都府京都市北区小山北上総町49-1

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2階

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ＳＣ4階

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

YAZ寝屋川店

大阪府寝屋川市石津中町25-26

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内

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ＳＣ3階

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ＳＣ4階

トイザらス茨木

大阪府茨木市藤の里1-7-41 茨木ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ1F

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2階

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2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3階

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

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

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3階

イトーヨーカドー津久野

大阪府堺市西区下田町20-1

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ津久野店

大阪府堺市西区下田町20-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ 津久野店 2F

モーリーファンタジーおおとり

大阪府堺市西区区鳳東町７－７３３おおとりウィングス2階

イトーヨーカドーｱﾘｵ鳳

大阪府堺市西区鳳南町3-199-12

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ鳳店

大阪府堺市西区鳳南町3-199-12 ｱﾘｵ鳳店 3F

イズミヤ泉北

大阪府堺市中区小阪270

にこぱ原山台店

大阪府堺市南区原山台５－９－８クロスモール1F

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3階

トイザらス堺

大阪府堺市北区長曽根町1921

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2階

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3階

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

仔熊京阪守口店

大阪府守口市河原町8-3京阪百貨店 守口店6F玩具売場

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2階

イズミヤ松原

大阪府松原市上田6-4-8

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

トイザらス香里園

大阪府寝屋川市日新町5-5 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ香里園3F

トイザらス阪急山田

大阪府吹田市山田西4-1-2

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4階

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

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4階

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ泉佐野店

大阪府泉佐野市下瓦屋2-2-77 いこらも～る泉佐野 1Ｆ

宝島ｲｵﾝﾓｰﾙ日根野

大阪府泉佐野市日根野2496-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ日根野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2階

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2階

モーリーファンタジー金剛

大阪府大阪狭山市山半田１－３５－１イオン3階

Ｆｏｒｋｉｄｓ’あべの

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 8F

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

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

セガ今福

大阪府大阪市城東区今福東1-9-34

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3階

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

ビックカメラなんば

大阪府大阪市中央区千日前2-10-1

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

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3階

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4階

ニコパベルファ都島店

大阪府大阪市都島区友渕町2-13-34 ベルファ都島ショッピングセンター3F

兵庫県

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4階

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3階

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4階

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

タイトーステーション 梅三小路店

大阪府大阪市北区梅田3丁目2-136

ﾔﾏﾀﾞ電機LABI1なんば

大阪府大阪市浪速区難波中2-11-35

タイトーステーション 大阪日本橋店

大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-14

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4階

セガ東大阪

大阪府東大阪市稲田新町3-9-64

イトーヨーカドー東大阪

大阪府東大阪市吉田下島1-1

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1階

宝島鴻池

大阪府東大阪市鴻池町1-1-72 ｲｵﾝ鴻池店2F

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

イトーヨーカドーｱﾘｵ八尾

大阪府八尾市光町2-3

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

イズミヤ八尾

大阪府八尾市沼1-1

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4階

ﾔﾏﾀﾞ電機LABI千里

大阪府豊中市新千里東町1-2-20

セガ新三国アルゴ7

大阪府豊中市神州町1-15

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枚方

大阪府枚方市岡本町７番１－２０３イオン4階

セガニトリモール枚方

大阪府枚方市北山一丁目2番1号ニトリモール枚方2階412区画

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和泉府中

大阪府和泉市肥子町２－２－１イオン4階

アミパラ垂水店

兵庫県神戸市垂水区名谷町字室山1400-18

アミパラ加古川店

兵庫県加古川市尾上町今福71-2

ふぇすたらんど土山

兵庫県明石市魚住町清水字舞々2208-1 ｲｵﾝ土山店内

ふぇすたらんど小野

兵庫県小野市王子町868-1 ｲｵﾝ小野店内

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 ﾏﾙﾅｶ広畑店内

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3階

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3階

カリヨンパーク店

兵庫県伊丹市池尻4丁目1-1イオンモール伊丹昆陽4F

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3階

ＴＦＳ イオン加古川店 ２Ｆ（風営）

兵庫県加古川市平岡町新在家615-1イオン加古川店3F

イトーヨーカドー加古川

兵庫県加古川市別府町緑町2

モーリーファンタジー加西北条

兵庫県加西市北条町北条３０８－１イオン2階

モーリーファンタジー社

兵庫県加東市社１１２６－１イオン2階

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2階

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ新三田店

兵庫県三田市けやき台1-6-4 ｲｵﾝ三田ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ店 2番街

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2階

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3階

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3階

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2階

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2階

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ジェームス山

兵庫県神戸市垂水区青山台７－７－１イオン1階

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西神中央

兵庫県神戸市西区糀台５－３－４ダイエー3階

ﾔﾏﾀﾞ電機LABI三宮

兵庫県神戸市中央区三宮町1-5-8

タイトーＦステーション 三宮西館店

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

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神戸店

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

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ＳＣ2階

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

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3階

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3階

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

大阪ステーションシティ

奈良県

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4階

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

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

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

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猪名川

兵庫県川辺郡猪名川町白金２－１イオン3階

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

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2階

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1階

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2階

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

Ｔ／Ｓ 尼崎つかしん店（キッズマート）

兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1SCつかしん内東町北館3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2階

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2階

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3階

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

アミパラ橿原店

奈良県橿原市十市町1222-1 ツインゲート橿原1Ｆ

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2階

ソユーゲームフィールド 奈良橿原店

奈良県橿原市曲川町七丁目20番1 イオンモール橿原3F

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2階

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2階

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

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3階

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

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ大和郡山店

奈良県大和郡山市田中町字宮西517 ｱﾋﾟﾀ大和郡山店 2F

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

モーリーファンタジー大和高田

奈良県大和高市田幸町３番地６オークタウン大和高田5階

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1階

仔熊近鉄奈良店

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

イズミヤｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ広陵

奈良県北葛城郡広陵町大字安部450-1

アピタ西大和

奈良県北葛城郡上牧町上牧３０００－１玩具売場

和歌山県 ユーズランド和歌山店

鳥取県

島根県

岡山県

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 2059

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階

ＴＦＳロマンシティオークワ御坊店

和歌山県御坊市湯川町財部181番地

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2階

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

モーリーファンタジーイオン和歌山

和歌山県和歌山市山中字楠谷５７３番地イオン3階

にこぱガーデンパーク和歌山店

和歌山県和歌山市松江字向鵜ノ島１４６９番地1ガーデンパーク和歌山2F

ﾍﾟﾘｶﾝ和歌山

和歌山県和歌山市新生町7-20 ｲｽﾞﾐﾔ内2F

アミパラ鳥取店

鳥取県鳥取市晩稲348 イオンモール鳥取北2Ｆ

アミパラ日吉津店

鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1 イオンモール日吉津西館

PALO境港

鳥取県境港市竹内団地８１番地３階

モーリーファンタジー日吉津

鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１イオン2階

PALO鳥取

鳥取県鳥取市天神町１イオン2階

モーリーファンタジー鳥取北

鳥取県鳥取市晩稲３４８番地イオン2階

モーリーファンタジーホープタウン

鳥取県米子市米原２－１－１ホープタウン3階

モーリーファンタジー米子駅前

鳥取県米子市末広町３１１イオン3階

ABCパレード出雲店

島根県出雲市大塚町650-1 ゆめタウン出雲店2F

モーリーファンタジー江津

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2階

youme CIRCUS

島根県出雲市大塚町６５０-１ゆめタウン出雲店 東館３F

モーリーファンタジー出雲

島根県出雲市渡橋町1066イオンモール3階

モーリーファンタジーf松江

島根県松江市東朝日町１５１イオンＳＣ3階

アミパラ津山店

岡山県津山市河辺1000-1 イオンモール津山2Ｆ

岡山県

広島県

山口県

アミパラ倉敷店

岡山県倉敷市西中新田624-1 アミパラボウル1Ｆ

アミパラ岡山店

岡山県岡山市北区青江1-13-8

ふぇすたらんど高屋

岡山県岡山市中区高屋36-1 山陽マルナカ高屋店2階

ふぇすたらんど平島

岡山県岡山市東区東平島1609 ﾏﾙﾅｶ平島店内

ふぇすたらんど築港

岡山県岡山市南区築港元町14-1 山陽マルナカ築港店内

ふぇすたらんど中島

岡山県倉敷市中島2780-1 ﾏﾙﾅｶ中島店内

ふぇすたらんど倉敷

岡山県倉敷市松島1154番地2 マルナカマスカット店別館3F

ユーズランド倉敷店

岡山県倉敷市水江1番地イオンモール倉敷2F

こどもやリブ総社店

岡山県総社市門田187 リブ総社21店内3F

こどもや西大寺店

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２F

こころっこ プレビ 天満屋ハピータウン玉野店

岡山家 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 プレビ 天満屋ハピータウン原尾島店

岡山県 岡山県 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 プレビ 天満屋ハピータウン岡南店

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

プレビ エブリイOkanaka津高店

岡山県 岡山市 北区横井上83番3号 エブリイOkanaka津高店内4階 プレビゲームコーナー

こころっこ プレビ 天満屋ハピータウン岡北店

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 プレビ 天満屋ハピータウン児島店

岡山県 倉敷市 児島駅前2-35 天満屋ハピータウン児島店内3階 プレビプレイランドコーナー

セガイオンモール岡山

岡山県岡山市北区下石井1-2-1 イオンモール岡山内6F 6024-1区画

モーリーファンタジーf岡山

岡山県岡山市北区下石井１丁目２番１号イオンモール4階

タイトーＦステーション マルナカ新倉敷店

岡山県倉敷市玉島爪先981-1

トイザらス倉敷

岡山県倉敷市水江1 ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷1F

モーリーファンタジー倉敷

岡山県倉敷市水江１番地イオン1階

モーリーファンタジー水島

岡山県倉敷市水島高砂町３番１１号マックスバリュ1階

セガ倉敷

岡山県倉敷市西中新田535-2

モーリーファンタジー津山

岡山県津山市河辺１０００－１イオン2階

あみぱらんど福山店

広島県福山市三吉町南2-8-24

ふぇすたらんど可部

広島県広島市安佐北区可部7丁目4-13 マルナカ可部店内

ふぇすたらんど五日市

広島県広島市佐伯区八幡1-24-17 サンリブ五日市店内

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ安芸

広島県安芸郡坂町北新地2-3-30

モーリーファンタジー広島府中

広島県安芸郡府中町大須２－１－１イオン2階

ふぇすたらんど府中

広島県安芸郡府中町大須４丁目２－１０ サンリブ府中店３Ｆ

モーリーファンタジー広島祗園

広島県広島市安佐南区祇園３丁目２－１イオン3階

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ緑井

広島県広島市安佐南区緑井1-5-2

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

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ高陽

広島県広島市安佐北区亀崎1-1-6

プラサカプコン広島店

広島県広島市佐伯区石内東4丁目1番1号ジ アウトレット広島1F

セガLECT広島

広島県広島市西区扇2丁目1-45 LECT 2F

仔熊そごう広島店

広島県広島市中区基町6-27そごう 広島店 6F玩具売場

タイトーステーション 広島紙屋町店Ｂ

広島県広島市中区紙屋町2-2-21

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

タイトーＦステーションゆめタウンみゆき店

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

モーリーファンタジー宇品

広島県広島市南区宇品東６－１－１５イオン2階

あおき広島店

広島県広島市南区皆実町２丁目8-17 ゆめタウン広島3F

楽市楽座広島

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

モーリーファンタジー三原

広島県三原市城町２－１３－１イオン2階

ﾍﾟﾘｶﾝ大竹

広島県大竹市晴海1-6-1 ゆめﾀｳﾝ大竹2F

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ東広島

広島県東広島市西条町御薗宇4405

ﾍﾟﾘｶﾝ東広島

広島県東広島市西条町土与丸1-5-7 ゆめﾀｳﾝ東広島内4F

タイトーＦステーションゆめタウン東広島店

広島県東広島市西条町土与丸1丁目5-7

モーリーファンタジー尾道

広島県尾道市天満町１７－２３イオン2階

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ尾道

広島県尾道市東尾道19-7

福山メトロポリス

広島県福山市一文字町24番1

アミパラ神辺店

広島県福山市神辺町大字新道上字1-2-1

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ神辺

広島県福山市神辺町大字新道上字2-10-26

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

トイザらス福山

広島県福山市東深津町3-21-4

イトーヨーカドー福山

広島県福山市入船町3-1-60

アミパラ下関店

山口県下関市長府才川1-42-48

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

THE 3RD PLANET 山口店

山口県山口市湯田温泉6丁目8番3号

ふぇすたらんど下松

山口県下松市南花岡6丁目8番1号 サンリブ下松店内

アミパラ周南久米店

山口県周南市大字久米2834 イオンタウン周南久米

ふぇすたらんど萩

山口県萩市大字唐樋町2-4 ｻﾝﾘﾌﾞ萩店内

ﾍﾟﾘｶﾝ宇部

山口県宇部市妻崎開作411 ゆめﾀｳﾝ宇部内1F

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ宇部

山口県宇部市明神町3-1-1

トイザらス下関

山口県下関市ゆめタウン1-1 ゆめタウン長府内

モーリーファンタジー下関

山口県下関市竹崎町４－４－７シーモールエスト4階

モーリーファンタジー光

山口県光市浅江字木園１７５６－１イオン2階

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ山口

山口県山口市黒川3736

AGスクエア小郡

山口県山口市小郡前田町3-6

タイトーＦステーション 山口メルクス店

山口県山口市大字黒川82-1ハイパーモールメルクス内

トイザらス山口

山口県山口市大内長野581 ｻﾞ･ﾋﾞｯｸﾞ大内2F

ゆめパーク徳山店

山口県周南市青山町1-18ゆめタウン徳山2F

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

PALO防府

山口県防府市中央町１－３イオン3階

ふぇすたらんど脇町

徳島県美馬市脇町字拝原1711番地1 マルナカ脇町店内

PALO小松島

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1階

モーリーファンタジー徳島

徳島県徳島市南末広4番1号イオンモール4階

セガ徳島スエヒロボウル

徳島県徳島市南末広町4-95-2 スエヒロボウル1F

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174

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ北島

徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須174

おもちゃのイルカ

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

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ石井

徳島県名西郡石井町高川原字天神544-1

ふぇすたらんど三木

香川県木田郡三木町氷上482-2 ﾏﾙﾅｶ三木店内

ふぇすたらんど白鳥

香川県東かがわし白鳥町白鳥字城泉144-1 ﾏﾙﾅｶ白鳥店内

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3階

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ＳＣ3階

ふぇすたらんど豊浜

香川県観音寺市豊浜町姫浜１１５８番１号マルナカ豊浜店１Ｆ

ﾍﾟﾘｶﾝ丸亀

香川県丸亀市新田町150 ゆめﾀｳﾝ丸亀内3F

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ丸亀

香川県丸亀市川西町南1280-1

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

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3階

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

ﾍﾟﾘｶﾝ高松

香川県高松市三条町字中所608-1 ゆめﾀｳﾝ高松内2F

セガ高松

香川県高松市勅使町535

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3階

ﾍﾟﾘｶﾝ三豊

香川県三豊市豊中町本山甲22

アミパラ松山店

愛媛県松山市生石町655-1

ふぇすたらんど今治

愛媛県今治市馬越町4-8-1 ｲｵﾝ今治店内

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 イオン川之江店内

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 松前店

愛媛県伊予郡松前町筒井850番地 エミフルMASAKI AM棟1F

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ北宇和島

愛媛県宇和島市伊吹町甲912-2

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

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2階

ＴＦＳ今治ワールドプラザ店

愛媛県今治市東村1-14-2今治ワールドプラザ内

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

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ松山

愛媛県松山市宮西1-2-1

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2階

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3階

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ新居浜

愛媛県新居浜市新須賀町2-10-7

プラサカプコン新居浜店

愛媛県新居浜市前田町８－８イオンモール新居浜２Ｆ

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2階

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ西条

愛媛県西条市新田字北新田235

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ重信

愛媛県東温市野田3-1-13

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ野市

高知県香南市野市町西野2007-1

高知県

福岡県

タイトーＦステーション 野市店

高知県香南市野市町西野2007-1フジグラン野市店内

プラサカプコン高知店

高知県高知市秦南町１－４－８イオンモール高知２Ｆ

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2階

セガワールドフジグラン

高知県高知市朝倉東町52-15 フジグラン高知3F

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ四万十

高知県四万十市具同2222

ゲームランド乙金

福岡県大野城市乙金3丁目23番1号北街区B イオン乙金ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内ゲームらんど

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

ふぇすたらんど久留米

福岡県久留米市野中町1411-1 サンリブ久留米店内

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 サンリブ田川店内

ふぇすたらんど苅田

福岡県京都郡苅田町殿川町1-7 ｻﾝﾘﾌﾞ苅田店内

トイザらス久留米

福岡県久留米市新合川13－30

トイザらス久留米

福岡県久留米市新合川13－30

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

久留米２１０２階

福岡県久留米市東合川２－２－１

ﾍﾟﾘｶﾝ行橋

福岡県行橋市西宮市3-8-1 ゆめﾀｳﾝ行橋内2F

楽市楽座行橋

福岡県行橋市西泉６－１－１

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SｕC1階

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

西友ｻﾞ･ﾓｰﾙ春日

福岡県春日市春日5-17

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

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

楽市楽座２１０トリアス

福岡県糟屋郡久山町大字山田９９０

モーリーファンタジー福岡空港

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階

トイザらス福岡かすや

福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ﾉ木192-1-1001 ｲｵﾝﾓ-ﾙ福岡ﾙｸﾙ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2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

楽市楽座大牟田

福岡県大牟田市大字唐船６９番１

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2階

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

モーリーファンタジー下大利

福岡県大野城市下大利１－２１－１イオン2階

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3階

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1階

ﾍﾟﾘｶﾝ筑紫野

福岡県筑紫野市針摺東3-3-1 ゆめﾀｳﾝ筑紫野内2F

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3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

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1階

セガアリーナ中間

福岡県中間市上蓮花寺3-1-1

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

プラサカプコン直方店

福岡県直方市湯野原2-1-1 イオンモール直方2F

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2階

楽市楽座イオン穂波

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

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1階

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3階

Ｔ／Ｓ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

楽市楽座福重

福岡県福岡市西区石丸４丁目２６３番１

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2階

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3階

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

ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ福岡賀茂本店

福岡県福岡市早良区賀茂3-24-33

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3階

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B1階

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

トイザらス福岡香椎

福岡県福岡市東区香椎浜312－1

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2階

ABCパレード 博多店

福岡県福岡市東区東浜1-1-1 ゆめタウン博多店２F

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

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

Ｔ／Ｓ 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

タイトーステーション博多パピヨンプラザ店

福岡県福岡市博多区千代1-2-17

タイトーＦステーション ヨドバシ博多店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12ヨドバシカメラ4F

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

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2階

Ｔ／Ｓ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

楽市楽座サンリブシティ小倉

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

楽市楽座砂津

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

Ｔ／Ｓ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4F 5409

小倉メトロポリス

福岡県北九州市小倉北区西港町27番地5

楽市楽座黒崎

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

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

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

ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ門司

福岡県北九州市門司区大里本町3-10-40

アミパラ佐賀店

佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730 モラージュ佐賀南館1Ｆ

モーリーファンタジー佐賀大和

佐賀県佐賀市大和町大字尼寺３５３５番地イオンモール2階

楽市楽座佐賀大和

佐賀県佐賀市大和町尼寺２９６５番地

モーリーファンタジー佐賀

佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀字一本杉８７番地１SｕC1階

楽市楽座鳥栖

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

モーリーファンタジー唐津

佐賀県唐津市鏡字立神４６７１イオン2階

AGスクエア佐賀武雄

佐賀県武雄市武雄町大字富岡12517-1

ﾍﾟﾘｶﾝ武雄

佐賀県武雄市武雄町武雄大字武雄4992

ぴのきお マックスバリュ佐々店

長崎県北松浦郡佐々町本田原免73-3

あすなろ

長崎県対馬市厳原町今屋敷６６１番地３

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2階

楽市楽座諫早

長崎県諌早市長野町１０８６番地１７

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3階

楽市楽座佐世保

長崎県佐世保市大塔町１８６１－１２

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

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2階

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2階

あおき夢彩都店

長崎県長崎市元船町10-1 夢彩都2F

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5階

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3階

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2階

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1階

鶴屋百貨店

熊本県熊本市手取本町６番1号

ＦＥＳＴＡ人吉

熊本県人吉市宝来町1307-1 人吉レックス内

ＦＥＳＴＡ山鹿

熊本県山鹿市方保田字鳥越3468-1 ミスターマックス山鹿ショッピングセンター内

楽市楽座小川

熊本県宇城市小川町河江１－１

トイザらス熊本南

熊本県宇城市小川町河江1－1

あおき光の森店

熊本県菊池郡菊陽町光の森7丁目33-1 ゆめタウン光の森 本館2F

Ｔ／Ｓゆめタウン光の森店２

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

楽市楽座イオン錦

熊本県球磨郡錦町西字打越７１５番地１イオン錦店内

トイザらス熊本

熊本県熊本市上南部2-2-2 ゆめﾀｳﾝｻﾝﾋﾟｱﾝ1F

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1階

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2階

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

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2階

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2階

楽市楽座イオンモール熊本

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区画

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2階

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2階

タイトーステーション ゆめタウン八代店

熊本県八代市建馬町3-1ゆめタウン八代2F

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

大分県

宮崎県

トキハわさだ店

大分県大分市大字玉沢字楠本７５５番地の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

ユーズランド三光店

大分県中津市三光佐知１０３２ イオンモール三光２F

HIヒロセ 別府店

大分県別府市餅ヶ浜6-23

プラサカプコン大分店

大分県大分市公園通り西２－１パークプレイス大分２Ｆ

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2階

楽市楽座大分

大分県大分市大字勢家１１３７番地

タイトーＦステーションセントポルタ大分店

大分県大分市中央町2-1-1

セガワールド高城

大分県大分市牧1-161-8

Ｔ／Ｓ 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

セガワールド中津

大分県中津市沖代町1-2-16

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2階

ﾍﾟﾘｶﾝ別府

大分県別府市楠町382-7 ゆめﾀｳﾝ別府内3F

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2階

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2階

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2階

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

モーリーファンタジー南宮崎

宮崎県宮崎市大淀４－７－３０イオン3階

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

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

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ＳＣ2階

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2階

鹿児島県 THE 3RD PLANET ジャングルパーク鹿児島店

沖縄県

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

THE 3RD PLANET フレスポ国分店

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

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3階

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

イオンプラザ大島店（タイトーゲーム）

鹿児島県奄美市名瀬小浜町23-1

モーリーファンタジー鹿児島

鹿児島県鹿児市島東開町７イオンモール3階

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

ビックカメラ鹿児島中央

鹿児島県鹿児島市中央町1-1

Ｔ／Ｓ 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

モーリーファンタジー鹿児島鴨池

鹿児島県鹿児島市島鴨池２－２６－３０イオン2階

セガワールド出水

鹿児島県出水市六月田町347

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2階

ふぇすたらんど隼人

鹿児島県霧島市隼人町見次５４５サンキュー隼人店１Ｆ

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2階

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3階

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1階

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2階

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4階

楽市楽座イオンモール沖縄ライカム

沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業区域内４街区イオンモール沖縄ライカム店４階４０３２

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2階

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那覇

沖縄県那覇市金城５－１０－２イオン3階

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1階

