
2016年12月登場　パズル＆ドラゴンズフィギュアコレクションＶｏｌ．１９（覚醒バステト）　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　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

ＳＤエンターテイメント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

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

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

万代書店　札幌藤野店 北海道札幌市南区藤野二条３－３－１

帯広スズランボウル 北海道帯広市稲田町８線西１２－１スズランボール内

ギャラクシーゲート　函館店 北海道函館市昭和３－３１－１２

ファミリーランド弘前店 青森県弘前市駅前３－２－１イトーヨーカドー弘前店内４Ｆ　

ファンタジーワールドシーマーク下田店 青森県上北郡おいらせ町中野平４０―１イオンモール下田　１Ｆ

ラウンドワン　青森店 青森県青森市浜田３丁目１－１

ラウンドワン　秋田店 秋田県秋田市卸町一丁目１番２号

ＳＯＹＵ　Ｇａｍｅ　Ｆｉｅｌｄ　御所野店 秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１イオンモール秋田２Ｆ

万ＳＡＩ堂　秋田店 秋田県秋田市飯島字堀川１０

万ＳＡＩ堂　大曲店 秋田県大仙市戸蒔字錨１７－１

ラウンドワン　盛岡店 岩手県盛岡市盛岡駅西通２－１０－３５

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

プラザカプコン石巻店 宮城県石巻市蛇田字金沼１７０イオンモール石巻　２Ｆ

ゲームメイト　仙台店 宮城県仙台市青葉区中央４－１－１イービーンズ　４Ｆ

万代書店　仙台泉店 宮城県仙台市泉区松森斎兵衛５８－９

ＧＡＭＥＢＡＮＫ 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

プライズハンターウホウホオンライン 宮城県名取市高館熊野堂字余方上２６―２

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

アロー・レジャー 福島県郡山市横塚２－５２－８

ホワイトベース　郡山店 福島県郡山市向河原町４－４０ドンキホーテ内ホワイトベース

ラウンドワン　郡山店 福島県郡山市向河原町４番５５号

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

アーリーバード郡山 福島県郡山市八山田４－１０５
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スーパーノバ　福島店 福島県福島市黒岩字中島７－２

万ＳＡＩ堂　福島店 福島県福島市黒岩字浜井場５－１

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

お宝市場鶴岡店 山形県鶴岡市文下字広野１

宝中古市場　天童店 山形県天童市山元１０１９－１

ＳｕｐｅｒＮＯＶＡ　Ｔｅｎｄｏ 山形県天童市南町１丁目５－２６

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

アピナ　上越インター店 新潟県上越市下門前１６６１

上越レジャーランボウル
新潟県上越市下門前薬島８２７－２

タイトーＦステーション上越店 新潟県上越市富岡３５２４Ｊ－ｍａｘシアター内

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２Ｆ

シルクドゥガリバー店 新潟県新潟市中央区南笹口１－１－１ひもろぎビル　２Ｆ

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

お宝中古市場　赤道店 新潟県新潟市東区中木戸５６

夢大陸　長岡店 新潟県長岡市喜多町３９２－１

アピナ　長岡店 新潟県長岡市堺東町２２

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

アピナ上田店 長野県上田市秋和３５９－１

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　飯田店 長野県飯田市座光寺３７２８－１

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

アピナ富山新庄店 富山県富山市荒川３－２－１２

マンガ倉庫　富山店 富山県富山市黒崎６６

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

ゲームゾーン　福井店 福井県福井市下馬３－１０１

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

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

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

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

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
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浪漫遊　金沢本店 石川県野々市市御経塚４－１

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

ガラクタ鑑定団　白沢店 栃木県宇都宮市下川俣町２０８－１０

宇都宮鑑定団　江曽島店 栃木県宇都宮市江曽島町１４１７－１

ラウンドワン　宇都宮店 栃木県宇都宮市江曽島町欠下２０７２番地１

テクモピア宇都宮店 栃木県宇都宮市今泉町２３７福田屋ショッピングプラザ宇都宮店２Ｆ

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                         

タイトーステーションイオンモール佐野新都市店
栃木県佐野市高萩町1324-1                         

ピンクパンサーつくばみらい店 茨城県つくばみらい市小帳３０９５

ピンクパンサー下妻店 茨城県下妻市小島８８４－１０

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けやき台店 茨城県水戸市酒門町３２７６－１

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

楽市楽座イオンモール土浦店 茨城県土浦市上高津３６７番地イオン土浦ショッピングセンター３階

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

夢大陸　日立南店 茨城県日立市森山町４丁目１０－３２

ｎａｍｃｏ伊勢崎店 群馬県伊勢崎市宮子町３４０２－６

群馬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

万代書店　高崎店 群馬県高崎市上中居町２３９―２

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

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１００　３Ｆ

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

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

ＧＩＧＡ与野本町店
埼玉県さいたま市中央区本町東１－３－１８

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ＫＡＺＥ　３ＦＡ３４２

キャッツアイ狭山店 埼玉県狭山市入間川３１４１

ＧＩＧＡＳＴＡＴＩＯＮ戸田
埼玉県戸田市大字美女木943-7
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アミューズメントスペース　ＢＯＯ－ＢＯＳＳ　ＢＯＳＳ　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

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

ＧＩＧＡ新所沢店
埼玉県所沢市花園2－2351－1　パット新所沢

万代書店　川越店 埼玉県川越市城下町１１－１

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

マグマックス川越 埼玉県川越市脇田町７－２山ニビルＢ１Ｆ

スクウェアワン草加店 埼玉県草加市西町６３２－１

ゲームファクトリーマグマ草加店 埼玉県草加市氷川町２１２５－１

千葉鑑定団　酒々井店別館 千葉県印旛郡酒々井町上本佐倉１３０―１

千葉鑑定団　東金店 千葉県山武市成東町７４５－１

千葉レジャーランド成東店 千葉県山武市姫島１１１－１

イスカンダル　五井金杉店 千葉県市原市五井金杉１－４７

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

大慶園 千葉県市川市大町３５９パート１

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

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　浜野店 千葉県千葉市中央区浜野町１０２５－５９

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

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

ゴジラ　柏店 千葉県柏市柏１－１－１１ファミリかしわ　地下

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（有）サンコー

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

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２－１－２８　１Ｆ

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

ドラマ　港北インター店ＡＭ 神奈川県横浜市都筑区東方町３２１－６

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
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タイトーステーション海老名ビナウォーク店
神奈川県海老名市中央1ー18-1    ビナウォーク六番館 2F        

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

アミューズメントパーク　ネバーランド２座間店 神奈川県座間市ひばりが丘４－１１－４８

タイトーステーション小田原　　　　　　　
神奈川県小田原市栄町1-3-12                        

ＡＭ　ＰＩＡ　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

アミューズメントスクエアテクモピア向ケ丘遊園店神奈川県川崎市多摩区登戸２７５５ミノワホームズ１Ｆ

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

ＧＩＧＡ箱根ヶ崎店
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原11-5

Ｈｅｙ　　　　　　　　　　　　　　　　　
東京都千代田区外神田1-10-5    広瀬本社ビル2F            

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

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

ＧＡＭＥピーアーク　青井店 東京都足立区一ツ家３－８－１２

アミューズパーク足立 東京都足立区千住関屋町１９－１

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２Ｆ・３Ｆ

フェドラＢＩＧＦＵＮ　平和島 東京都大田区平和島１―１―１ＢＩＧＦＵＮ平和島３Ｆ

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              

ＧＩＧＡ上板橋店 東京都板橋区上板橋2-31-13

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

立川ゲームオスロー第５店 東京都立川市柴崎町２－２－２７

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

万代書店　山梨本店 山梨県甲斐市西八幡４４１５

プラザカプコン甲府店 山梨県中巨摩郡昭和町西条字北河原３７１７

ゲームゾーン一宮店 愛知県一宮市羽衣２－５－１

ポート２４幸田店 愛知県額田郡幸田町高力字沖原１５カメリアガーデン内

お宝市番館　尾張小牧店 愛知県小牧市堀の内３丁目２４

ラウンドワン　ラウンドワンスタジアム半田店 愛知県半田市瑞穂町６丁目７－８

ラウンドワン　豊橋店 愛知県豊橋市大岩町岩田２７－２

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

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                       

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

ファンタジープラザ名古屋北店 愛知県名古屋市北区玄馬町２３４－１ドン・キホーテ名古屋北クロスタウン　２Ｆ

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

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ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

静岡鑑定団 静岡県静岡市駿河区八幡５－８－３
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店舗 住所

新清水鑑定団 静岡県静岡市清水区永楽町７－８

藤枝鑑定団 静岡県藤枝市八幡３６３－４

エーツー藤枝店 静岡県藤枝市緑町１－６－５

浜松鑑定団 静岡県浜松市東区安新町１０５

タイトーＦステーション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       

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

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

夢大陸　富士本店 静岡県富士市中里２５８８－２

ラウンドワン　富士店 静岡県富士市八代町４番１５号

楽市楽座イオンモール東員店 三重県員弁郡東員町大字長深字築田５１０―１イオンモール東員３階３００８区

お宝市番館　三重本店 三重県桑名市大仲新田３８３

万代書店　四日市店 三重県四日市市東茂福町８－１２

ＹＡＺ　ＷＯＲＬＤ　四日市店 三重県四日市市泊小柳町４－３４

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          

オークランド観光開発　津店 三重県津市雲出本郷町１８０５－３３２Ｆゲームコーナー

万代書店　鈴鹿店 三重県鈴鹿市西條町５００－１

王の洞窟　岐南店 岐阜県羽島郡岐南町徳田西１－２７

ＰＵＳＨ 岐阜県羽島市正木町須賀１９８８

ゲームゾーン各務原店 岐阜県各務原市鵜沼各務原町５－２８６－１ペタルビル１Ｆ

浪漫遊　各務原店 岐阜県各務原市鵜沼川崎町２－１９６

岐阜レジャーランド穂積店 岐阜県瑞穂市稲里６３０番地

ラウンドワン　モレラ岐阜店 岐阜県本巣市三橋１１００

買取倉庫　甲西店 滋賀県湖南市夏見１６３－１

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

開放倉庫米原店 滋賀県米原市顔戸１４２９

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

ハリケーン　京都店 京都府京都市中京区新京極通り蛸薬師東側町５０１－１７

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

アーリィ　山城店倉庫 京都府木津川市山城町椿井北野６－１

キッズサーカス　木津川店 京都府木津川市州見台１丁目１ガーデンモール木津川店　２Ｆ

開放倉庫　橿原店　 奈良県橿原市十市町８８８―５

開放倉庫　桜井店 奈良県桜井市上ノ床２２－７

アミューズメントパークイオン奈良登美が丘店 奈良県生駒市鹿畑町３０２７－１イオンモール奈良登美ケ丘　専門店街３Ｆ

楽市楽座イオンモール大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町７４１－３３３イオンモール大和郡山店３Ｆ

アルカブース 大阪市中央区道頓堀１－６－９

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

ゲームパニック堺 大阪府堺市堺区築港八幡町１－１

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

楽市楽座イオンモール四條畷店 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　３Ｆ　３０２８

ＹＡＺ寝屋川店 大阪府寝屋川市石津中町２５－２６

ＦＭＯ　ふむおでポン 大阪府泉佐野市市場西３－１０－５　１ｆ

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

天王寺パスカ 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋２－４－５１

ラウンドワン　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

ゲームショップあらし 大阪府大阪市平野区喜連４－８－５３

ｎａｍｃｏ梅田店 大阪府大阪市北区小松原町３番３号ＯＳビル２Ｆ
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店舗 住所

ラウンドワン　梅田店 大阪府大阪市北区小松原町４－１６

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

ｎａｍｃｏ大阪日本橋店 大阪府大阪市浪速区難波中２－１－１７コスモビル１から３Ｆ

アテナプライズ 大阪府大阪市浪速区難波中２－４－３

タイトーステーション日本橋 大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-14

！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

アミパラ　加古川店 兵庫県加古川市尾上町今福７１－２

お宝市番館　加古川店 兵庫県加古川市尾上町今福７１－２ジョイパーク加古川内

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

楽市楽座イオンモール神戸北店 兵庫県神戸市北区上津台８－１－１イオンモール神戸北店３Ｆ

ラウンドワン　姫路飾磨店 兵庫県姫路市飾磨区中島１丁目２５４番地

楽市楽座イオンモール今治店 愛媛県今治市にぎわい広場１―１イオンモール今治新都市店２階２０２３

プラザカプコン新居浜店 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・ｆ　綾川 香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１イオンＳＣ３Ｆ

お宝市番館　瀬戸大橋店 香川県綾歌郡宇多津町東分２９５－１

ラウンドワン　ラウンドワンスタジアム高松店 香川県高松市松島町２丁目７番４３号

お宝買取団　高松店 香川県高松市上福岡町２０２１－５

プラザカプコン高知店 高知県高知市秦南町１－４－８イオンモール高知　２Ｆ

マンガ倉庫　倉吉店 鳥取県倉吉市山根６４６－１

Ｔ－ＢＩＲＤＳ鳥取店 鳥取県鳥取市安長２２３開放倉庫ゲームコーナー

アーリィ米子店 鳥取県米子市夜見町２９２１－８

ｎａｍｃｏイオンモール広島府中店 広島県安芸郡府中町大須２－１－１イオンモール広島府中　３Ｆ

シネパーク広 広島県呉市広中町1-9

ＧＩＧＡ五日市店 広島県広島市佐伯区八幡1-26-10

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

ラウンドワン　広島店 広島県広島市中区立町３－１１

ＧＩＧＡＺＯＮＥ広島駅前店 広島県広島市南区松原町2-22

ファミリーランド竹原店 広島県竹原市中央４－７－２０

お宝買取団　東広島店 広島県東広島市西条御条町６－２０４Ｆ

アーリィ　福山店 広島県福山市神辺町川南４１３－１

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

ＡＬＴＩ福山本店 広島県福山市明神町1-14-20

万代書店　新松江店 島根県松江市学園１丁目８番２１号

ＧＩＧＡＺＯＮＥ岩国 山口県岩国市室の木町1-5-5

マンガ倉庫山口店 山口県山口市吉敷下東３－３－１０

ＰＡＬＯ　防府 山口県防府市中央町１－３イオン３Ｆ

お宝発見　岡山店 岡山県岡山市南区当新田１２１－１

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

遊道楽　新合川店 福岡県久留米市新合川１－６－７

楽市楽座イオンモール福岡店 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２－１　　２Ｆ

マンガ倉庫　太宰府店 福岡県太宰府市青葉台３－２６－１３

マンガ倉庫　大川店 福岡県大川市向島１３７３－１

楽市楽座イオンモール大牟田店 福岡県大牟田市岬町３番４　イオンモール大牟田２Ｆ　２０１０区画

プラザカプコン直方店 福岡県直方市湯野原２－１－１イオンモール直方　２Ｆ

マンガ倉庫　八女店 福岡県八女市吉田原尾１２３番地

Ｇ－ＳＴＡＧＥ飯塚店 福岡県飯塚市枝国６８０－２

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
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店舗 住所

マンガ倉庫　箱崎店 福岡県福岡市東区箱崎５－１１－９

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

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

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

プラザカプコン大分店 大分県大分市公園通り西２－１パークプレイス大分２Ｆ

ＢＩＧ　ＷＡＶＥ　別府店 大分県別府市楠町３８２－７ゆめタウン別府店　３Ｆ

ソニックワールド　伊万里 佐賀県伊万里市二里町八谷搦１８９－３

ラウンドワン　ラウンドワンスタジアム佐賀店 佐賀県佐賀市兵庫北四丁目２番１号

サンゲームス串木野 鹿児島県いちき串木野市東塩田町１

サンゲームス鹿屋店 鹿児島県肝属郡肝付町富山１００８－５

楽市楽座オプシアミスミ店 鹿児島県鹿児島市宇宿２丁目３番５号　２Ｆ

マンガ倉庫　鹿児島店 鹿児島県鹿児島市小松原１－６－７

サンゲームス天文館 鹿児島県鹿児島市千日前５－６

楽市楽座諌早店 長崎県諌早市長野町１０８６－１７

ソニックワールド　大村店 長崎県大村市古賀島町３８３－１

Ｇ－ＳＴＡＧＥ浜町 長崎県長崎市浜町２－２６

マンガ倉庫　宮崎店 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂瀬原３３４０－４１

ラウンドワン　宮崎店 宮崎県宮崎市中村東３丁目４番６０号

楽市楽座イオンモール都城駅前店 宮崎県都城市栄町４６７２番５－２１７イオンモール都城駅前店　２Ｆ

マンガ倉庫　都城店 宮崎県都城市吉尾町８４０店内ゲームコーナー

マンガ倉庫　日向店 宮崎県日向市日知屋１４７９８－１

九品寺スポラ 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

ＧＲＥＥＮ　ＭＯＮＳＴＥＲ 熊本県天草市八幡町２－１２

ラウンドワン　沖縄・宜野湾店 沖縄県宜野湾市真志喜三丁目２８番８号

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
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