
2016年9月登場　 ビート マニアⅡＤ Ｘ フ ィ ギュアコレクショ ンVo .l 2　 導入店舗リ スト

在庫状況・導入時期は店舗によって異なります。詳しくは各店舗にお問い合わせ下さい。

商品については株式会社エイコーまでお問い合わせ下さい。

店舗 住所

ラウンドワンスタジアム旭川店 北海道旭川市永山三条1丁目4番7号

ビッグバン旭川宮前店 北海道旭川市宮下通18―4155

ディノスパーク旭川店 北海道旭川市大雪通5丁目496-5第8山本ビル

BIGBAN釧路店 北海道釧路郡釧路町木場2丁目1-1

万代書店札幌手稲店 北海道札幌市手稲区稲穂二条2-2-8

ディノスパーク札幌手稲店 北海道札幌市手稲区前田一条11丁目メルシャンプラースビル3階

タイトーステーション札幌狸小路店 北海道札幌市中央区南2条西3丁目5-1

ディノスパークノルベサ店 北海道札幌市中央区南3条西5丁目1-1NORBESA5F

ラウンドワン札幌すすきの店 北海道札幌市中央区南五条西3丁目6番地1

ラウンドワン札幌北21条店 北海道札幌市東区北二十一条東1-1-21

万代書店札幌藤野店 北海道札幌市南区藤野二条3-3-1

BIGBANG室蘭店 北海道室蘭市中島本町2-8-1

BIGBANG滝川店 北海道滝川市東町1丁目8-14

BIGBANG函館 北海道函館市梁川町9-3アミューズメントプラザPABOT'S3F

BIGBANG北見店 北海道北見市三輪町446-1

ゲームフェスタミタマ 青森県弘前市駅前町5-5三珠ビル

アミューズメントクラブアラモード 青森県弘前市大字高崎2丁目15-1さくら野百貨店弘前店ラフォルテ2F

ファンタジードーム八戸 青森県八戸市江陽町2丁目14番1号ラビア八戸店別棟

SOYUFamilyGameField花巻店 岩手県花巻市高木第16地割68-6銀河モール花巻内

万SAI堂北上店 岩手県北上市村崎野14-68-32

スーパーノバ仙台利府店 宮城県宮城郡利府町加瀬字新前谷地55-1利府ペアガーデン内

ラウンドワン仙台苦竹店 宮城県仙台市宮城野区苦竹一丁目7番10号

THE3RDPLANETBiVi仙台店 宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目1番25号

ゲームコーナー東部 宮城県仙台市若林区六丁の目中町26-60斉喜東部ビル5F

仙台レジャーランド一番町 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目3-27ガレリア一番町ビル1F～3F

タイトーステーション仙台クリスロード店 宮城県仙台市青葉区中央2-3-25

万代書店仙台泉店 宮城県仙台市泉区松森斎兵衛58-9

宮城県仙台市泉区大沢2-5-4

万代書店仙台南店 宮城県仙台市太白区中田町杉の下34

万代書店多賀城店 宮城県多賀城市明月1-168-1

万代書店古川店 宮城県大崎市古川稲葉鴻ノ巣138

カレッジスクエア 山形県山形市小白川1-1-7

ゲームランドマリーン 山形県酒田市中町2-5-19酒田駐車ビル1F

ビッグトレイル 山形県新庄市金沢1068ZEST新庄店内ゲームゾーントレジャー

アピナ鶴岡店 山形県鶴岡市文下字広野1-1

山形県天童市南町1丁目5-26

ドリームファクトリーいわき店 福島県いわき市中央台飯野4-1ラパークいわき

スーパーノバ会津インター店 福島県会津若松市町北町大字上荒久田字宮下142

万SAI堂郡山店 福島県郡山市安積荒井字大久保7-7

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

ゲームギガAGS 福島県郡山市日和田町字小原21-2

アーリーバード郡山 福島県郡山市八山田4-105

マジカルモーメント 福島県須賀川市横山町81番地

ENTERTAINMENTSTUDIO須賀川 福島県須賀川市古河105番地イオンタウン須賀川B棟内

ディノスパーク南福島店 福島県福島市黒岩字中沖43-2

スーパーノバ福島店 福島県福島市黒岩字中島7-2

ピンクパンサー下妻店 茨城県下妻市小島884-10

ぐるぐる帝国結城店 茨城県結城市結城8622-23ゲームコーナー

茨城鑑定団神栖店 茨城県神栖市大野原2-11-5

ピンクパンサー水戸赤塚店 茨城県水戸市河和田1-1常磐線赤塚駅南口駅店



ピンクパンサー水戸けやき台店 茨城県水戸市酒門町3276-1

水戸鑑定団 茨城県水戸市大塚町1590

ユーズランド水戸内原店 茨城県水戸市内原2丁目1番地イオンモール水戸内原2F

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

ピンクパンサー那珂店 茨城県那珂市菅谷1593-8

インターパークプラスワン宇都宮店 栃木県宇都宮市インターパーク6-5-1

宇都宮鑑定団江曽島店 栃木県宇都宮市江曽島町1417-1

遊ing 栃木県宇都宮市石井町下平出境2707-4

ゲーム・モアイ宇都宮店 栃木県宇都宮市川田町1001-1アミューズメントモールソーレ212階

セガワールド宇都宮 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7

ドラマ足利店 栃木県足利市朝倉町244-1

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

レジャーランド伊勢崎店 群馬県伊勢崎市連取町3066-1

群馬レジャーランド高崎駅東口店 群馬県高崎市江木町333番地1高崎EXビル2F

群馬レジャーランド渋川店 群馬県渋川市八木原1364

群馬レジャーランド太田店 群馬県太田市西矢島町162-2

群馬レジャーランド藤岡店 群馬県藤岡市中2002-1ピット1003F

ウエアハウス岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区加倉3-3-63

GAMECITTAUNO 埼玉県さいたま市桜区田島8-2-12

タイトーステーション大宮店 埼玉県さいたま市大宮区大門町一丁目1番地

キャロム大宮店 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-17大東ビル地下1F

Spica大宮南銀店 埼玉県さいたま市大宮区仲町1丁目57番地

ユーズランド越谷店 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地2イオンレイクタウンKAZE3FA342

キャッツアイ狭山店 埼玉県狭山市入間川3141

GIGASTATION戸田 埼玉県戸田市美女木943-7

キャロム坂戸店 埼玉県坂戸市関間2-151-1

アミューズメントスペースBOO-BOSSBOSS坂戸店 埼玉県坂戸市片柳1732-1

ゲームパニック三郷 埼玉県三郷市ピアラシティ1丁目1番地200

ラウンドワンららぽーと新三郷店 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3丁目1-1ららぽーと新三郷2F20000番

埼玉レジャーランド春日部店 埼玉県春日部市大字増富字谷際163-1

タイトーステーション所沢店 埼玉県所沢市日吉町3番7号

セガ所沢 埼玉県所沢市日吉町8-1

万代書店川越店 埼玉県川越市城下町11-1

アミューズランドモナコ川越店 埼玉県川越市新富町2-4-1関口池田ビル1-2F

アミューズメントベネクス川越G店 埼玉県川越市大仙波340-1

マグマックス川越 埼玉県川越市脇田町7-2山ニビルB1F

ゲームシティ川口店 埼玉県川口市栄町1-10-5

AMPIA川口店 埼玉県川口市栄町3-1-16川口共同ビル3・4階

スクウェアワン草加店 埼玉県草加市西町632-1

ラウンドワン朝霞店 埼玉県朝霞市膝折町2丁目16-10

ラウンドワン入間店 埼玉県入間市小谷田3丁目7番25号

ムー大陸本庄店 埼玉県本庄市本町1019―1

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

ダ・カーポ 千葉県君津市外箕輪91-1

千葉レジャーランド成東店 千葉県山武市姫島111-1

ゲームチャリオット五井店 千葉県市原市五井中央西2-1-2

サンサーカス市川店 千葉県市川市鬼高3-32-12

ラウンドワン市川・鬼高店 千葉県市川市鬼高4丁目1番3号

ゲームUNO本八幡店 千葉県市川市八幡2-16-6八幡ビルB1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

千葉鑑定団湾岸習志野店 千葉県習志野市茜浜1-1-1

スーパービバホーム新習志野店 千葉県習志野市茜浜1-1-22Fゲームコーナー

東京ガリバー松戸店 千葉県松戸市松戸1230-1ピアザ松戸B1F～2F

レアマトリックス 千葉県松戸市二ツ木1294-1

ムー大陸稲毛店 千葉県千葉市稲毛区小仲台2-5-7海宝ビル2F

スポーツウェーブ鉄腕24稲毛長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼原町697番地



アミューズメントパフェ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

チャリオット六方店 千葉県千葉市稲毛区六方町5-2-2

ラッキー中央店フェリシダ 千葉県千葉市中央区富士見2-8-1

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

千葉鑑定団船橋店 千葉県船橋市夏見台3-4-8

ラウンドワンアリオ柏店 千葉県柏市大島田950-1店舗番号1070

ゲームアルファー 千葉県柏市柏1-1-11ファミリかしわB1F

ガリバー柏店 千葉県柏市柏1-1-11丸井ビルB1

千葉鑑定団八千代店 千葉県八千代市勝田台南1-18-1

イスカンダル 千葉県木更津市潮見4-1-2

千葉レジャーランド野田店 千葉県野田市吉春776-1

東京レジャーランド亀有店 東京都葛飾区亀有3-21-2東京レジャーランド亀有店

セガワールド船堀 東京都江戸川区船堀1-6-11

東京レジャーランド小岩店 東京都江戸川区南小岩8-15-3

ラウンドワンスタジアムダイバーシティ東京プラザ店東京都江東区青海一丁目1番10号ダイバーシティ東京プラザ6階61000号

ラウンドワン南砂店 東京都江東区南砂6-7-15トピレックピラザ4F

タイトーFステーション国分寺店 東京都国分寺市本町3-5-11Iビルディング

ASO:VIVA! 東京都渋谷区恵比寿1-10-5三恵エビスビル2F

ハイテクランドセガシブヤ 東京都渋谷区渋谷1-14-14東口会館1F

セガ代々木 東京都渋谷区代々木1丁目35-2高山ビル1F・B1F

アミュージアム昭島店 東京都昭島市田中町573-1-2

新宿プレイランドカーニバル 東京都新宿区歌舞伎町1-20-1ヒューマックスパビリオン歌舞伎町

GAO歌舞伎町店 東京都新宿区歌舞伎町1-6-8アミューズ歌舞伎町ビル1

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

新宿スポーツランド本館 東京都新宿区新宿3-22-121F

タイトーステーション新宿南口ゲームワールド店 東京都新宿区新宿3-35-8

セガ神楽坂 東京都新宿区神楽坂2-11第二カグラヒルズ1F

クラブセガ新宿西口 東京都新宿区西新宿1-12-5

ゲームスポット21 東京都新宿区西新宿1-15-2

ドラマ下北沢PART1店 東京都世田谷区北沢2-12-16

Hey 東京都千代田区外神田1-10-5広瀬本社ビル2F

クラブセガ秋葉原新館 東京都千代田区外神田1-11-11

東京レジャーランド秋葉原店 東京都千代田区外神田1丁目9番5号

タイトーステーション秋葉原店 東京都千代田区外神田4-2-2貴三ビル

トライクレーン研究所弐号館 東京都千代田区外神田4-4-7MTビル5F

東京レジャーランド秋葉原2号店 東京都千代田区外神田4丁目3-3ミナミビル6F・7F

タイトーイン綾瀬 東京都足立区綾瀬4ー9ー29ホーキョボナールビル

GAMEピーアーク青井店 東京都足立区一ツ家3-8-12

ウエアハウス入谷 東京都足立区入谷7-8-11

THE3RDPLANET多摩センター店 東京都多摩市落合1-39-2マグレブビル2F・3F

タイトーステーション浅草 東京都台東区浅草1-27-5ROXDOME1F

セガワールド大森 東京都大田区山王2-1-5大森駅ララビル2F

シルクハット蒲田M2店 東京都大田区西蒲田7-6-3プリンス会館

タイトーステーション町田店 東京都町田市原町田6-21-23松山ビル1階

アミューズランドモナコ調布駅前店 東京都調布市布田4-2-22

ゲームサファリ大山 東京都板橋区大山東町60-102F

アムネット五反田店 東京都品川区西五反田1丁目27番5号NA五反田ビル

セガワールドアルカス 東京都府中市宮西町2-5-1さくら三番館2～4F

ラウンドワン府中本町駅前店 東京都府中市本町1丁目13番3号カネタビル

アミューズランドモナコ吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-9-7高橋ビル

タイトーステーション池袋西口店 東京都豊島区西池袋1-15-9

サントロペ池袋店 東京都豊島区東池袋1-29サントロペビル2F

ラウンドワン池袋店 東京都豊島区東池袋1丁目14番1号池袋スクエア

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丁目1-2オリナスモールB1F

クラブセガ自由ヶ丘 東京都目黒区自由が丘2-10-9



立川ゲームオスロー第5店 東京都立川市柴崎町2-2-27

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

アミューズメントモナコ立川店 東京都立川市柴崎町3-4-1カワイヤビル

トーホーレジャープラザ 東京都練馬区錦2-19-1トーホープラザ5F

アミュ-ズメントパ-クジアス上大岡店 神奈川県横浜市港南区上大岡西2-1-281F

クラブセガ綱島 神奈川県横浜市港北区綱島西2-6-29城田ビル1・2・3F

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

ラウンドワン横浜駅西口店 神奈川県横浜市西区南幸2-8-16

フリーダム横浜店 神奈川県横浜市西区南幸町1-5-27

コスモ鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町17-4

アミューズメントスポットドリームス 神奈川県横浜市緑区鴨居3-1-9スマーイビル1F

神奈川レジャーランド厚木店 神奈川県厚木市戸室5丁目31-1

ゲームファンファン本厚木店 神奈川県厚木市中町2-1-6

シルクハット本厚木店 神奈川県厚木市中町2-4-13本厚木駅前ビル

ミリアンパーク厚木店 神奈川県厚木市田村町9-25

AMPIA川崎モアーズ店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町7番地岡田屋モアーズ内1・2階

シルクハット川崎ダイス店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8番地ダイスビル地下2階

ラウンドワン川崎大師店 神奈川県川崎市川崎区殿町1-5-1

ウエアハウス川崎店 神奈川県川崎市川崎区日進町3-7

クラブセガ相模大野 神奈川県相模原市南区相模大野3-13-2フレスコビル2・3F

アミューズメントベネクス大和店 神奈川県大和市下鶴間2752-2

ドラマ藤沢店 神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8

オーケーコーラル 新潟県燕市佐渡2853

アミューズメントスポットPARM 新潟県魚沼市井口新田250―1

メジャーロード24 新潟県見附市今町4丁目20-568-1

アピナ上越インター店 新潟県上越市下門前1661

上越レジャーランドボウル 新潟県上越市下門前薬島827-2

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

メジャーロード黒埼店 新潟県新潟市西区山田3303番地

ラウンドワン新潟店 新潟県新潟市中央区美咲町2丁目1番38号

メジャーロード新発田店 新潟県新発田市新栄町3-5-3

アピナ長岡店 新潟県長岡市堺東町22

プレイランド長岡駅前店 新潟県長岡市城内町2-3-12イトーヨーカドー丸大長岡店6F

メジャーロード六日町店 新潟県南魚沼市美佐島1803

トヤマレジャーランド呉羽店 富山県富山市高木字貝塚2054

ゲームインさんしょう二口店 富山県富山市二口町5-9-8

バイパスレジャーランド宇ノ気店 石川県かほく市森子85

バイパスレジャーランド加賀店 石川県加賀市箱宮町ヲ1-1

ラウンドワン金沢店 石川県金沢市横川6丁目120番1

バイパスレジャーランド藤江新館 石川県金沢市藤江南2-105藤江新館1Fゲームコーナー

レジャーランド藤江本館店 石川県金沢市藤江南2-41(1F)

タイトーステーション金沢 石川県金沢市片町2-1-7宇都宮片町ビル1F

アミューズメントスクエアゲームパラダイス 石川県金沢市堀川新町5-1AMスクエア3階

タカラ島アルプラザ小松店 石川県小松市園町ハ23-1アルプラザ小松

バイパスレジャーランド松任2号店 石川県白山市水澄町177

アピナ野々市バッティングスタジアム 石川県野々市市若松町5-5

浪漫遊福井店 福井県福井市江守中町6-10-1

フクイレジャーランドワイプラザ 福井県福井市新保北1丁目303番地ヤスサキワイプラザB棟2F

ジョイランド大和田店 福井県福井市大和田町2丁目1002番地

万代書店山梨本店 山梨県甲斐市西八幡4415

ゲームパニック甲府 山梨県甲府市国母5-20-24

ラウンドワン山梨・石和店 山梨県笛吹市石和町広瀬737番1

アピナ佐久インター店 長野県佐久市岩村田北1-13-1

新夢大陸松本店 長野県松本市出川3-6-13

PALO諏訪 長野県諏訪市沖田町5-18

アピナ長野村山店 長野県長野市村山502-1



ラウンドワンスタジアム長野店 長野県長野市東和田827番6

PUSH 岐阜県羽島市正木町須賀1988

万代書店各務原店 岐阜県各務原市鵜沼川崎町2196

ACグランド茜部店 岐阜県岐阜市茜部大川1-77

岐阜特機 岐阜県岐阜市柳津町上佐波西三丁目68番地

アクセス柳津店 岐阜県岐阜市柳津町蓮池3-4

岐阜レジャーランド穂積店 岐阜県瑞穂市稲里630番地

ゲームハウスアリババ 岐阜県大垣市池尻町940-1

ラウンドワンモレラ岐阜店 岐阜県本巣市三橋1100

ACT御殿場店 静岡県御殿場市東山269-1

THE3RDPLANETBiVi沼津店 静岡県沼津市大手町1丁目1番5号

ゲームセンターアップルグランリバー大井川店 静岡県焼津市下江留1327

セガワールド静岡 静岡県静岡市葵区七間町4番地2号静活プラザビル1,2F

静岡鑑定団 静岡県静岡市駿河区八幡5-8-3

エーツー藤枝店 静岡県藤枝市緑町1-6-5

ポート24浜松店 静岡県浜松市西区坪井町4183-1

浜松鑑定団 静岡県浜松市東区安新町105

ラウンドワン浜松店 静岡県浜松市東区天王町諏訪1981番地17

浜北鑑定団 静岡県浜松市東区半田山5-36-1アロマ半田SC1F

ゲームオフ富士宮 静岡県富士宮市三園平1360

ミラクルドーム 静岡県富士市田島124-1

ラウンドワン富士店 静岡県富士市八代町4番15号

ゲームゾーン一宮店 愛知県一宮市羽衣2-5-1

ファンタジアン岡崎店 愛知県岡崎市錦町2-4

ファンタジアン蒲郡店 愛知県蒲郡市竹谷町中野1-12

ADXマミー春日井店 愛知県春日井市不二が丘1丁目5番地

ファンタジアン長久手店 愛知県長久手市武蔵塚705

WAVE田原店 愛知県田原市神戸大坪152-1

La・Fiesta 愛知県豊橋市広小路1-6-2FACE豊橋B1

WAVE豊川白鳥店 愛知県豊川市白鳥町京次55-1

ラウンドワン名古屋西春店 愛知県北名古屋市宇福寺字神明15番地

グレアハイパーアミューズメントタワー 愛知県名古屋市千種区今池5-22-17

キングジョイ 愛知県名古屋市中区栄3-3-32

タイトーステーション大須店 愛知県名古屋市中区大須3-20-7

RUSSY 愛知県名古屋市中区大須3-26-38

アーバンスクエア大須店 愛知県名古屋市中区大須3-30-31萬松寺駐車場ビル1F・2F

ラウンドワン中川1号線店 愛知県名古屋市中川区法蔵町2丁目23番

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1階

コムテックタワー 愛知県名古屋市中村区名駅4-10-20

名古屋レジャーランド内田橋店 愛知県名古屋市南区内田橋2丁目26番22号

クラブセガ金山 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

サーカス・サーカス中丸店 愛知県名古屋市北区中丸町2-23キャッスルプラザ2F

ポート24一社店 愛知県名古屋市名東区高社1-260

名古屋レジャーランド大高店 愛知県名古屋市緑区大高町字忠治山12番地の1

万代書店鈴鹿店 三重県鈴鹿市西條町500-1

アミパラ鈴鹿店 三重県鈴鹿市西條町字東澤430-1

タイトーFステーションアクア21近江八幡店 滋賀県近江八幡市鷹飼町179

アクション草津店 滋賀県草津市野路3丁目1-11

スーパーヒーロー堅田 滋賀県大津市真野2丁目31-30

ゲームプラザレイクスター 滋賀県大津市大物773-13

ラウンドワンスタジアム浜大津アーカス店 滋賀県大津市浜町2番1号浜大津アーカス4階

ラウンドワン京都河原町店 京都府京都市中京区河原町通三条下る山崎町250番地

ゲームパニック京都 京都府京都市中京区桜之町415番MOV京都別館

neoamusementa-cho 京都府京都市中京区寺町通錦小路下ル東大文字町302

THE3RDPLANETBiVi京都二条店 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町107

ラウンドワン京都伏見店 京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町131



ラウンドワン堺中央環状店 大阪府堺市東区石原町2丁241番

クリエイト 大阪府四條畷市美田町1-39ナワテボール内

ラウンドワン守口店 大阪府守口市佐太東町2-6-14ジャガーグリーン2階

YAZ寝屋川店 大阪府寝屋川市石津中町25-26

ENTERTAINMENTFIELDららぽーとEXPOCITY店 大阪府吹田市千里万博公園2-1-3F30060

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

タイトーFステーションあべのアポロ店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号きんえいアポロビル4F

アスモ天王寺パスカ 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-51

ムーンライト 大阪府大阪市港区弁天1-2-1オーク3番街1F

ラウンドワンスタジアム千日前店 大阪府大阪市中央区難波1丁目3番1号

タイトーステーション難波店 大阪府大阪市中央区難波千日前15-12

ゲームポイントシャトーEX 大阪府大阪市都島区東野田町3-9-3グランドシャト-1F・2F

ホーユー高鍋様 大阪府大阪市東成区神路1-10-8

ラウンドワン梅田店 大阪府大阪市北区小松原町4-16

アミュージアム茶屋町店 大阪府大阪市北区茶屋町15-34

ハイテクランドセガミスト2 大阪府大阪市北区梅田1-11-4駅前第4ビルB1F

ハイテクランドセガ西中島 大阪府大阪市淀川区西中島3-16-8深井センタービル

アテナ日本橋店 大阪府大阪市浪速区難波中2-1-22

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

!エクスクラメーションR171号店 兵庫県伊丹市瑞穂町1-10サンクス大鹿店2F

メガコート加古川倉庫 兵庫県加古川市尾上町安田351-1加古川倉庫メガコート内

アミパラ加古川店 兵庫県加古川市尾上町今福71-2

ゲームセンタートップラン 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷1474―1

GPAコーポレーション関西営業所 兵庫県神戸市西区森友5-61

ラウンドワン三宮駅前店 兵庫県神戸市中央区小野柄通6-1-17

アスモタイトーFステーション神戸 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2階

ロイヤル西宮浜店 兵庫県西宮市西宮浜2-38

クラブセガ姫路OS 兵庫県姫路市駅前町254姫路OSビルB1F

ジーフラット姫路東駅前店 兵庫県姫路市東駅前町59

ゲームアイビス太子店 兵庫県揖保郡太子町太田2149

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

開放倉庫橿原店 奈良県橿原市十市町888―5

アミューズメントCUE奈良大和高田店 奈良県大和高田市東中2-11-16

アミューズメントCUE奈良三条店 奈良県奈良市三条町478-1

紀の川ボウル 和歌山県岩出市西国分656-1

プレイランドサーカス太田店 和歌山県和歌山市太田1-5-28

ゲームセンターピタゴラス 和歌山県和歌山市土入73-1

スーパーヒーロー倉吉店 鳥取県倉吉市見日町633

アミパラがいな店 鳥取県米子市日ノ出町1丁目8-13

アーリィ米子店 鳥取県米子市夜見町2921-8

ビバーチ松江店 島根県松江市東朝日町203-1

スターダスト 岡山県岡山市北区駅前町1-7

岡山ジョイポリス 岡山県岡山市北区下石井2-10-1

アミパラテクノランド 岡山県岡山市北区大和町1-7-12

ユーズランド倉敷店 岡山県倉敷市水江一番地イオンモール倉敷2F

セガ海田 広島県安芸郡海田町南大正町3-35

シネパーク広 広島県呉市広中町1-9

アミパラ広島 広島県広島市西区西観音町3-17

アルティランド 広島県広島市西区草津南4-7-1アルパーク北棟2階

タイトーステーション広島紙屋町店 広島県広島市中区紙屋町2-2-21

ラウンドワン広島店 広島県広島市中区立町3-11

GIAZONE広島駅前店 広島県広島市南区松原町2-22

アミパラここじゃ店 広島県東広島市西条町下見6―10―19

スペースV1廿日市店 広島県廿日市市本町4-23

GAMEパフェ下関店 山口県下関市竹崎町4-4-8シーモール5F

GIGAZONE岩国 山口県岩国市室の木町1-5-5



マンガ倉庫山口店 山口県山口市吉敷3316-1

THE3RDPLANET山口店 山口県山口市湯田温泉6丁目8番3号

PALO小松島 徳島県小松島市小松島町字領田20番地

アポロゲームセンター南沖洲店 徳島県徳島市南沖洲1丁目93-1

アミューズメントパフェパレパレ 徳島県徳島市南田宮2-2-46

お宝市番館瀬戸大橋店 香川県綾歌郡宇多津町東分295-1

アミパラ丸亀店 香川県丸亀市飯野町西分宇川緑甲584―1ハローズ棟内

マックスプラザ善通寺店 香川県善通寺市中村町1798-2マックスボウル内

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

アミパラ高知店 高知県南国市篠原194-1

遊道楽新合川店 福岡県久留米市新合川1-6-7

ユーズボウル久留米店 福岡県久留米市東櫛原町1110

バナナパーティー宗像店 福岡県宗像市王丸字徳丸772宗像シティーボウル内1Fバナナパーティー

マンガ倉庫大川店 福岡県大川市向島1373-1

セガアリーナ中間 福岡県中間市上蓮花寺3-1-1

G-STAGE七隈 福岡県福岡市城南区七隈8-4-8

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

ラウンドワン福岡天神店 福岡県福岡市中央区天神町2-6-12

namco博多バスターミナル店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1博多バスターミナル7F

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

ラウンドワン博多半道橋店 福岡県福岡市博多区半道橋2丁目2番8号

TAC北方店 福岡県北九州市小倉南区北方4丁目1-11ロイヤルイュテリジェンスビル1

ラウンドワン小倉店 福岡県北九州市小倉北区西港町15-65

G-STAGE小倉店 福岡県北九州市小倉北区浅野2―14―5あるあるCity2F

楽市楽座黒崎店 福岡県北九州市八幡西区桜ケ丘町1番3号

ユーズボウル北九州店 福岡県北九州市八幡西区則松5-7-25

フエゴワールド佐賀 佐賀県佐賀市巨勢町牛島730モラージュ佐賀店2F

ソニックワールド諫早店 長崎県諌早市永昌町17-62

らんらんらんど長崎 長崎県長崎市新地町3-17

スポラ菊陽 熊本県菊池郡菊陽町津久礼駄飼代2617-2

スポラ九品寺 熊本県熊本市中央区九品寺5-10-15

アムズ下通り店 熊本県熊本市中央区手取本町4-12-B1

フリッパーズクラブ 大分県大分市片島上川原148-1

トライセン中津店 大分県中津市下池永67-3

マンガ倉庫鹿児島店 鹿児島県鹿児島市小松原1-6-7店内ゲームコーナー

ゲームランドジョイジャングルやいま 沖縄県石垣市真栄里291-3イオンタウンやいま店内

ジョイジャングルinカデナ 沖縄県中頭郡嘉手納町兼久372ネーブルカデナ2F

西原シティアミューズメントコーナー 沖縄県中頭郡西原町字嘉手苅130サンエー西原店内

ゲームランドジョイジャングル美浜店 沖縄県中頭郡北谷町美浜15-68ドラゴンパレス2F

アミューズパーク郡山 郡山市安積町日出山2-80


