
「うたの☆プリンスさまっ♪MUSIC2」うた☆プリ ぱたぱたチラシ配布店舗一覧

店舗名 都道府県 住所

TSUTAYAWonderGOO登別店 北海道 登別市富岸町２－１３－１
WonderGOO苫小牧店 北海道 苫小牧市若草町１－７－１４
アニメイト  旭川 北海道 北海道旭川市２条通７丁目２２７－１　マルカツデパート４Ｆ
アニメイト  札幌 北海道 北海道札幌市中央区南二条西１丁目５番地　丸大ビル２F
アニメイト  函館 北海道 北海道函館市若松町２０－１　和光ビル７F
アニメイト イオン釧路 北海道 北海道釧路郡釧路町桂木１－１－７　イオン釧路２Ｆ
アニメイト 新千歳空港 北海道 北海道千歳市美々　新千歳空港国内線ターミナルビル４Ｆ
アニメガ　札幌西岡店 北海道 札幌市豊平区西岡３条５－５－２　レッドゾーンプライス文教堂西岡店内
アニメガ　札幌大通駅店 北海道 札幌市中央区南１条西４　日之出ビルＢ１
アニメガ　函館昭和店 北海道 函館市昭和１－２９－３　函館昭和タウンプラザ内
ゲーマーズ札幌店 北海道 北海道札幌市中央区南１条西2丁目4番地 第５藤井ビル2Ｆ
ゲームステーションＦ新琴似店 北海道 札幌市北区新琴似七条１７－１
ゲームステーション新琴似店 北海道 札幌市北区新琴似七条１７－１
ゲームステーション豊平店 北海道 札幌市豊平区豊平四条９－３－１札幌フードセンター内
ビックカメラ札幌店 北海道 札幌市中央区北５条西２－１
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５－１－１２
TSUTAYAWonderGOOむつ店 青森県 むつ市中央２－１１－３
TSUTAYAWonderGOO弘前店 青森県 弘前市高田２－１－１
WonderGOOつがる柏店 青森県 西津軽郡柏村大字上古川字幾山３６０－１
WonderGOO十和田店 青森県 十和田市元町東１－６－２３
アニメイト  青森 青森県 青森県青森市古川１－１４－５　フクシスポーツビル４F
アニメイト  八戸 青森県 青森県八戸市十三日町１６番地　チーノはちのへ４Ｆ
アニメイト 弘前 青森県 青森県弘前市駅前町９－２０　ＨＩＲＯＲＯ ４Ｆ
WonderGOO奥州水沢店 岩手県 奥州市水沢区水沢区佐倉河字羽黒田６２－１
アニメイト  盛岡 岩手県 岩手県盛岡市盛岡駅前通７－１２　はちや盛岡駅前ビル２F
ＴＳＵＴＡＹＡ愛子店 宮城県 仙台市青葉区栗生７－４－６
WonderGOO大崎古川店 宮城県 古川市稲葉字亀ノ子６２
アニメイト  仙台 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央３－８－５　新仙台駅前ビル２F
ゲーマーズ仙台店 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央3丁目1-14　中央古久根ビル3F
シーガル気仙沼店 宮城県 気仙沼市田中前３－７－１０
シーガル西多賀店 宮城県 仙台市太白区西多賀１－１－６０
シーガル石巻店 宮城県 石巻市蛇田字下谷地５３－１５
シーガル泉バイパス店 宮城県 仙台市泉区市名坂御釜田１４２－２
シーガル大和町店 宮城県 仙台市若林区志波町１８－２３
シーガル長町店 宮城県 仙台市太白区長町１－４－２　齋藤ビル１階
シーガル長命ヶ丘店 宮城県 仙台市泉区長命ヶ丘２－２１－２
シーガル名取店 宮城県 名取市増田５－１６－４９
シーガル柳生店 宮城県 仙台市太白区柳生１－６－１
ヨドバシカメラ マルチメディア 仙台宮城県 宮城県仙台市宮城野区榴岡１－２－１３
TSUTAYAWonderGOO大仙店 秋田県 大仙市戸蒔字東８９
WonderGOOTSUTAYA由利本荘店秋田県 由利本荘市中梵天１２４
アニメイト  秋田 秋田県 秋田県秋田市中通２－７－６ 　緑屋駅前ビル６F
アニメイト  山形 山形県 山形県山形市香澄町３－２－１　山交ビル２Ｆ
シーガル山形桜田店 山形県 山形市桜田西１－２－８
シーガル十日町店 山形県 山形市十日町２－１－１１
シーガル南陽店 山形県 南陽市郡山５７８ 南陽ショッピングセンター内
シーガル米沢店 山形県 米沢市金池６－５－３３
ジョーシン山形嶋店 山形県 山形市嶋北2-4-15
WonderGOOいわき鹿島店 福島県 いわき市鹿島町走熊字西反町２
WonderGOO小名浜店 福島県 いわき市小名浜字東田７０－１
アニメイト  いわき 福島県 福島県いわき市平字三町目３０番１　梅原ビル１F
アニメイト  郡山 福島県 福島県郡山市駅前１－１６－７　ＡＴｉ郡山店８Ｆ
アニメイト  福島 福島県 福島県福島市栄町１－１　エスパル福島４F
ヨドバシカメラ マルチメディア 郡山福島県 郡山市駅前1-16-7
WonderGOOＲＥ阿見店 茨城県 稲敷郡阿見町阿見２３２６－６
WonderGOOTSUTAYAつくば桜店茨城県 つくば市桜1-12-2
WonderGOOつくば店 茨城県 つくば市研究学園Ａ６５街区１
WonderGOOひたちなか店 茨城県 ひたちなか市中根３３２５－１０
WonderGOOひたち野うしく店 茨城県 牛久市ひたち野東４３－１
WonderGOO下館店 茨城県 下館市菅谷字石堀１５１３
WonderGOO岩瀬店 茨城県 桜川市明日香１－７
WonderGOO境FiSS店 茨城県 猿島郡境町大字下小橋１１５６－１
WonderGOO玉造店 茨城県 行方市玉造甲１７８５－１
WonderGOO古河店 茨城県 古河市小堤字新割１９００－１
WonderGOO江戸崎店 茨城県 稲敷郡江戸崎町佐倉３３２６－１
WonderGOO高萩店 茨城県 高萩市安良川１８７－１
WonderGOO鹿島店 茨城県 鹿島郡神栖町鰐川１－２２
WonderGOO取手東店 茨城県 取手市青柳４４４－１
WonderGOO守谷店 茨城県 守谷市松ヶ丘６－６
WonderGOO常陸大宮店 茨城県 那珂郡大宮町石沢梶内１８４４－４
WonderGOO水戸笠原店 茨城県 水戸市笠原町４７７－２



WonderGOO水戸南店 茨城県 東茨城郡茨城町大字長岡字中丸原３４８１－９７
WonderGOO石岡店 茨城県 石岡市東石岡１－３１９２－１
WonderGOO石下店 茨城県 常総市新石下１６４１
WonderGOO千代田店 茨城県 新治郡千代田町大字下稲吉字逆西２６３３－１６
WonderGOO大穂店 茨城県 つくば市宿西９街区２３
WonderGOO土浦店 茨城県 土浦市蓮河原新町４１８１
WonderGOO東海店 茨城県 那珂郡東海村舟石川５１１
WonderGOO東店 茨城県 稲敷市西台２８６８－１
WonderGOO那珂店 茨城県 那珂郡那珂町２４３１－１
WonderGOO那珂湊店 茨城県 ひたちなか市田中後７５１５
WonderGOO日立中央店 茨城県 日立市鮎川町１－３－３
WonderGOO日立田尻店 茨城県 日立市田尻町５－１４－２
WonderGOO波崎店 茨城県 鹿島郡波崎町字本郷新田８２８３
WonderGOO鉾田店 茨城県 鹿島郡鉾田町大字鉾田字中根５７２－１
WonderGOO北茨城店 茨城県 北茨城市中里町上桜井２２６８
WonderGOO友部店 茨城県 西茨城郡友部町大字旭町字旭平３９４－３
WonderGOO竜ヶ崎店 茨城県 龍ヶ崎市小柴１－７
アニメイト  水戸 茨城県 茨城県水戸市宮町１－２－４　マイムビルＢ１Ｆ
アニメイト イオンモール土浦 茨城県 茨城県土浦市上高津３６７　イオンモール土浦３Ｆ
アニメガ　水戸店 茨城県 水戸市宮町１－２－４　丸井水戸店９Ｆ
ビックカメラ水戸駅店 茨城県 水戸市宮町1-7-31 エクセルみなみ4F・5F
フタバ図書TERA守谷店 茨城県 茨城県守谷市百合ヶ丘３丁目２４９－１　２F
WonderGOO宇都宮店 栃木県 宇都宮市今泉町三ッ塚２９９６－１
WonderGOO下野店 栃木県 下野市下古山２８８４－４
WonderGOO鹿沼店 栃木県 鹿沼市西茂呂４－１６－１６
WonderGOO小山店 栃木県 小山市東城南４－７
WonderGOO真岡店 栃木県 真岡市大谷新町１８－６
WonderGOO足利店 栃木県 足利市朝倉町２５５－２
WonderGOO大田原店 栃木県 大田原市若松町１６５０－１０
アニメイト  宇都宮 栃木県 栃木県宇都宮市曲師町２－８　宇都宮フェスタ ５Ｆ
アニメイト　ロブレ小山 栃木県 栃木県小山市中央町３－７－１　ロブレイズミヤ小山店２Ｆ
ヨドバシカメラ マルチメディア 宇都宮栃木県 宇都宮市駅前通り１－４－６
ＴＳＵＴＡＹＡ安中店 群馬県 安中市原市４０９
ＴＳＵＴＡＹＡ江木店 群馬県 高崎市江木町２８番地
ＴＳＵＴＡＹＡ前橋荒牧店 群馬県 前橋市荒牧町６１７－３
ＴＳＵＴＡＹＡ大泉店 群馬県 邑楽郡大泉町住吉５７－３
WonderGOO伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市韮塚町１１８５－１
WonderGOO館林店 群馬県 館林市朝日町１２－８
WonderGOO高崎店 群馬県 高崎市緑町４－９－１
WonderGOO渋川店 群馬県 渋川市有馬１３９－１
WonderGOO藤岡店 群馬県 藤岡市上栗須７５－１
WonderGOO富岡店 群馬県 富岡市七日市１７１２－１
アニメイト  高崎 群馬県 群馬県高崎市八島町４６－１　高崎ビブレ５Ｆ
ビックカメラ高崎東口店 群馬県 高崎市栄町１０－１０
DB大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区大成町３－５２２
DB東川口店 埼玉県 さいたま市緑区東大門３－１５－９
DB北浦和店 埼玉県 さいたま市浦和区常盤９－３０－１６
SSB本店(武蔵浦和店) 埼玉県 さいたま市南区沼影３－５－１５
SSB与野本町店 埼玉県 さいたま市中央区本町東１－３－１８
WonderGOO越谷店 埼玉県 越谷市七左町２－１４４
WonderGOO加須店 埼玉県 加須市高柳１－２９ビバモール１
WonderGOO鴻巣店 埼玉県 鴻巣市神明１－１－２５
WonderGOO三郷店 埼玉県 三郷市彦川戸２－４６
WonderGOO春日部店 埼玉県 春日部市谷原３－１４－４，５，６
WonderGOO川越店 埼玉県 川越市小室385-1　マミーマート2階
WonderGOO東川口店 埼玉県 さいたま市緑区東大門２－９－３
WonderGOO入間店 埼玉県 入間市上藤沢３８７－２
WonderGOO本庄店 埼玉県 本庄市寿３－４－２２
アニメイト  イオンレイクタウン 埼玉県 埼玉県越谷市東町２－８　イオンレイクタウンｍｏｒｉ３Ｆ  ３４２３－１
アニメイト  所沢 埼玉県 埼玉県所沢市東町５－２２　ダイエー所沢店３F
アニメイト  川越 埼玉県 埼玉県川越市連雀町４－１４
アニメイト  川口 埼玉県 埼玉県川口市栄町３－５－９　アンドウビル１Ｆ
アニメイト  大宮 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１３２　第２髙井ビル１F
アニメイト  大宮コミック館 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－３－６　髙井ビル１F
アニメイト  南越谷 埼玉県 埼玉県越谷市南越谷１－１５－１　楽園タウン２Ｆ
アニメイト ステラタウン 埼玉県 埼玉県さいたま市北区宮原町１－８５４－１　ステラタウン２Ｆ
アニメイト　モラージュ菖蒲 埼玉県 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1　モラージュ菖蒲３Ｆ
アニメイト 熊谷（7/13オープ 埼玉県 埼玉県熊谷市筑波３－１０５
アニメガ　熊谷ニットーモール店埼玉県 熊谷市銀座２－２４５　ニットーモール４Ｆ
ゲーマーズ大宮店 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-3-6　高井ビル3F
ゲームステーション戸田店 埼玉県 戸田市下戸田１－６－６エソール戸田２２
ゲームステーション幸手店 埼玉県 幸手市東５－３－２
ゲームステーション志木店 埼玉県 志木市柏町５－１２－１８
ゲームステーション上尾店 埼玉県 上尾市向山１－５５－１
ゲームステーション深谷店 埼玉県 深谷市上柴町東５－１４－３
ゲームステーション川口伊刈店 埼玉県 川口市大字伊刈４１１－１



ゲームステーション草加店 埼玉県 草加市栄町３－９－４１
ゲームステーション大宮三橋店 埼玉県 さいたま市大宮区三橋１－１１８８－１
ゲームステーション谷塚店 埼玉県 草加市瀬崎町２１０４　メルヘンシャトーソウカ１０３号
ゲームステーション朝霞店 埼玉県 朝霞市幸町３－６－１２
ゲームステーション入間店 埼玉県 入間市東藤沢町２－１８－２０
ゲームステーション八潮店 埼玉県 八潮市大曽根６８０
ゲームステーション与野本町店 埼玉県 さいたま市中央区下落合６－１１－８
ゲームステーション蓮田店 埼玉県 蓮田市関山１－５－８
シータショップ志木 埼玉県 志木市本町５－２４－９
ジョーシンこしがや店 埼玉県 越谷市神明町2-87-1
ジョーシン羽生店 埼玉県 羽生市川崎2-281-3（イオンモール羽生　１F）
ジョーシン浦和美園店 埼玉県 さいたま市緑区大字大門3710（ｲｵﾝ浦和ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ１Ｆ）
ジョーシン鴻巣店 埼玉県 鴻巣市袋763-2
ジョーシン草加まつばら店 埼玉県 草加市草加3-9-13
ソフマップ川越店 埼玉県 川越市新富町２－１１－１
ソフマップ大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町２－１
ドラマ新所沢店 埼玉県 所沢市花園２－２３５１－１
ドラマ蕨店 埼玉県 蕨市中央２－１－７
ビックカメラ大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町１－８－４
フタバ図書GIGA大宮店 埼玉県 さいたま市　大宮区　上小町　６３９番
ふる１川越クレアモール店 埼玉県 川越市脇田町１２－４
メディアワールド越谷店 埼玉県 越谷市赤山町３－１４９－１
メディアワールド蒲生店 埼玉県 越谷市蒲生寿町４－１８　関根ビル１Ｆ
メディアワールド八潮店 埼玉県 八潮市中央４－７－６
古本市場　三芳店 埼玉県 入間郡三芳町竹間沢３５３－１
古本市場桶川店 埼玉県 桶川市西２－８－４４
古本市場春日部緑町店 埼玉県 春日部市緑町５－７－２５
桃太郎ふじみ野店 埼玉県 ふじみ野市苗間１－１３－１９
桃太郎越谷花田店 埼玉県 越谷市花田２－２６－５
桃太郎熊谷店 埼玉県 熊谷市箱田６－１７－２２
桃太郎坂戸店 埼玉県 坂戸市緑町４－２
桃太郎鶴ヶ島店 埼玉県 鶴ヶ島市五味ヶ谷４０－１
桃太郎東浦和店 埼玉県 さいたま市緑区東浦和４－３３－１１
WonderGOOＲＥ増尾店 千葉県 柏市南増尾５１－２１
WonderGOO旭店 千葉県 旭市ニ字五郎作５８８８－１
WonderGOO鎌ヶ谷店 千葉県 鎌ヶ谷市東鎌ヶ谷１－６
WonderGOO江戸川台店 千葉県 流山市美原２－１３１－１
WonderGOO成東店 千葉県 山武市成東４８６－１
WonderGOO千葉NT店 千葉県 印西市草深１４９４－７
WonderGOO天王台店 千葉県 我孫子市柴崎台５－１－２０
WonderGOO東金店 千葉県 東金市田間２２２
WonderGOO八街店 千葉県 八街市文違字文違野３０１－１１５
WonderGOO八千代店 千葉県 八千代市大和田新田４４６－４７
WonderGOO富里店 千葉県 富里市七栄５３５
WonderGOO茂原店 千葉県 茂原市木崎２２７４－１
アニメイト  松戸 千葉県 千葉県松戸市松戸１２３０－１　ピアザ松戸ビル地下１Ｆ
アニメイト  千葉 千葉県 千葉県千葉市中央区富士見２－２２－２　千葉中央駅前ビルＢ１Ｆ
アニメイト  津田沼 千葉県 千葉県習志野市谷津１－１６－１　モリシアビル レストラン５F
アニメイト  柏 千葉県 千葉県柏市柏１－３－１　ドン・キホーテ４Ｆ
アニメイト イオンモール船橋 千葉県 千葉県船橋市山手１－１－８　イオンモール船橋２Ｆ
ゲーマーズ津田沼店 千葉県 千葉県習志野市谷津1-16-1　モリシアビルレストラン5F 
ゲームステーション市川鬼高店 千葉県 市川市鬼高３－３２－１２
ゲームステーション松戸店 千葉県 松戸市八ヶ崎１－３１－２
ジョーシン市川大野店 千葉県 市川市大野町１－１９－１
ジョーシン新習志野店 千葉県 習志野市茜浜1-1-2　スーパービバホーム新習志野店２F
ジョーシン八千代イズミヤ店 千葉県 八千代市村上1245 イズミヤ八千代店３Ｆ
ビックカメラ船橋店 千葉県 船橋市本町１－３－１
ビックカメラ柏店 千葉県 柏市柏１－１－２０
ヨドバシカメラ 千葉店 千葉県 千葉市中央区富士見２－３－１
古本市場柏豊四季店 千葉県 柏市豊四季２８２－７
AKIHABARAゲーマーズ本店 東京都 東京都千代田区外神田1-14-7 宝田ビル
GAMES マーヤ 東京都 江戸川区中葛西３－１８－１７
ＰＡＯ青梅店 東京都 青梅市新町５－４－６
PAO立川店 東京都 立川市錦町２－１－２３　佐藤ビル１Ｆ
ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 東京都 渋谷区宇田川町２１－６
WonderGOO瑞江店 東京都 江戸川区西瑞江２－１４
WonderGOO鶴川駅前店 東京都 町田市能ケ谷町203パレスリッツ1F
アニメイト  蒲田 東京都 東京都大田区西蒲田８－４－１２　３Ｆ
アニメイト  吉祥寺 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－１－８　AZUMAビル４F
アニメイト  錦糸町 東京都 東京都墨田区錦糸２－１３－６　S・ハルヤマビル１F
アニメイト  秋葉原 東京都 東京都千代田区外神田４－３－２
アニメイト  渋谷 東京都 東京都渋谷区宇田川町３１－２　ＢＥＡＭ３Ｆ
アニメイト  聖蹟桜ヶ丘 東京都 東京都多摩市関戸４－７２　聖蹟桜ヶ丘ＯＰＡ３Ｆ
アニメイト  多摩センター 東京都 東京都多摩市落合２－３３　クロスガーデン多摩３Ｆ
アニメイト  池袋本店 東京都 東京都豊島区東池袋１－２０－７
アニメイト  町田 東京都 東京都町田市原町田４－１１－１４　コロンブスビル８Ｆ



アニメイト  八王子 東京都 東京都八王子市旭町６－６　PIOSビル３F
アニメイト  立川 東京都 東京都立川市曙町２－１１－２　フロム中武４F
アニメイト 新宿 東京都 東京都新宿区新宿３－１７－１７
アニメガ　三軒茶屋店 東京都 世田谷区三軒茶屋１－３９－７
アニメガ　渋谷店 東京都 渋谷区渋谷1-24-10 2F
アニメガ　新宿マルイワン店 東京都 新宿区新宿３－１－２０　新宿マルイワン４Ｆ
アニメガ　南大沢店 東京都 八王子市南大沢２－２８－１　ガレリア・ユギ５Ｆ
アニメガ　武蔵境駅前店 東京都 武蔵野市境南町２－１－６　ライザ武蔵境　１Ｆ
ゲーマーズ新宿店 東京都 東京都渋谷区代々木2丁目10番1号　新宿サンセイビル 4階
ゲーマーズ池袋店 東京都 東京都豊島区東池袋1-23-9 近代グループBLD.10号館 B1F
ゲーマーズ町田店 東京都 東京都町田市原町田4-5-8 町田レガロビル 2F
ゲーマーズ立川店 東京都 東京都立川市錦町1-4-20　TSCビル　4F
ゲームステーション綾瀬店 東京都 足立区綾瀬２－４０－６　宮田ビル１Ｆ
ゲームステーション光が丘店 東京都 練馬区田柄３－３０－８
ゲームステーション小金井店 東京都 小金井市関野町１－４－５
ゲームステーション西新井店 東京都 足立区栗原３－１４－５　芳泉ビル１Ｆ
ゲームステーション竹の塚店 東京都 足立区東伊興１－１６－９
ゲームステーション保木間店 東京都 足立区保木間２－３２－１３
シータショップ小金井 東京都 小金井市本町１－８－１
ステラワース 東京都 東京都豊島区東池袋1-23-9　近代ビル10号館　3Ｆ
ソフマップ秋葉原アミューズメント館東京都 千代田区外神田１－１０－８
ソフマップ秋葉原本館 東京都 千代田区外神田４－１－１
ソフマップ新宿2号店 東京都 新宿区西新宿１－１９－６
ソフマップ池袋アウトレット 東京都 豊島区東池袋1-11-7
ソフマップ町田店 東京都 町田市森野１－１４－１７
ドラマめじろ台店 東京都 八王子市椚田町５５３－１７
ドラマ羽村店 東京都 羽村市栄町１－１３－１
ドラマ下北沢ＰＡＲＴ９店 東京都 世田谷区北沢２－１５－１７
ドラマ吉祥寺サンロード店 東京都 武蔵野市吉祥寺本町１－１２－１
ドラマ高円寺駅前店 東京都 杉並区高円寺北３－２３－２
ドラマ高倉店 東京都 八王子市高倉町３６－１
ドラマ高島平店 東京都 板橋区高島平８－１３－６
ドラマ豪徳寺店 東京都 世田谷区豪徳寺１－２３－１５
ドラマ笹塚十号通り店 東京都 渋谷区笹塚２－４１－２２
ドラマ笹塚店 東京都 渋谷区笹塚１－２４－３
ドラマ上板橋店 東京都 板橋区上板橋２－３１－１３
ドラマ西台店 東京都 板橋区高島平１－７９－３
ドラマ祖師谷店ＰＡＲＴ２ 東京都 世田谷区祖師谷３－３７－２２
ドラマ大南店 東京都 武蔵村山市大南１－１４８
ドラマ東大和店 東京都 東大和市向原１－３－５
ドラマ楢原店 東京都 八王子市楢原町３１７－１
ドラマ南大沢店 東京都 八王子市下柚木２１７９
ドラマ日野南平店 東京都 日野市南平３－１９－２１
ドラマ箱根ヶ崎店 東京都 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎
ドラマ武蔵村山店 東京都 武蔵村山市残堀５－１２９－２
ドラマ野方店 東京都 中野区野方５－１９－１３
ドラマ立川店 東京都 立川市錦町５－１９－１３
ビックカメラJR八王子駅店 東京都 八王子市旭町１－１７
ビックカメラ渋谷ハチ公口店 東京都 渋谷区道玄坂２－５－９
ビックカメラ渋谷東口店 東京都 渋谷区渋谷１－２４－１２
ビックカメラ新宿西口店 東京都 新宿区西新宿１－５－１
ビックカメラ新宿東口駅前店 東京都 新宿区新宿３－２６－１０
ビックカメラ新宿東口店 東京都 新宿区新宿３－１７－８
ビックカメラ聖蹟桜ヶ丘店 東京都 多摩市関戸１－１１－１　京王聖蹟
ビックカメラ赤坂見附駅店 東京都 港区赤坂3-1-6
ビックカメラ池袋西口店 東京都 豊島区西池袋１－１６－３
ビックカメラ池袋本店 東京都 豊島区東池袋１－４１－５
ビックカメラ有楽町店 東京都 千代田区有楽町１－１１－１
ビックカメラ立川店 東京都 立川市曙町２－１２－２
ファミコンワールドぱお　羽村店 東京都 羽村市神明台１－３３－９
ファミコンワールドぱお　昭島店 東京都 昭島市玉川町４－９－２７
ファミコンワールドぱお八王子店東京都 八王子市東町１３－１２　ＣＲビル１Ｆ
ファミコンワールドぱお堀之内店東京都 八王子市別所１－１－１０　シャインコート１Ｆ
フタバ図書GIGA椎名町店 東京都 豊島区南長崎１－２５－４　２F
フタバ図書TERA南砂町店 東京都 江東区新砂３丁目４－３１ 南砂町ショッピングセンター SUNAMO（スナモ）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１－１１
ヨドバシカメラ マルチメディア 錦糸町東京都 東京都墨田区江東橋3-14-5
ヨドバシカメラ マルチメディア 上野東京都 台東区上野４－１０－１０
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
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１－１－１１
ヨドバシカメラ 八王子店 東京都 八王子市東町７－４
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
ヨドバシカメラ新宿西口本店 ゲーム・ホビー館東京都 東京都新宿区西新宿1-11-1
古本市場GS東大和店 東京都 東大和市立野三丁目1344番1 ザ・マーケットプレイス東大和内

古本市場小平店 東京都 小平市小川町１－９１１
古本市場新小岩店 東京都 葛飾区新小岩２－１２－１



古本市場西大島駅前店 東京都 江東区大島３－１－６
古本市場梅島駅前店 東京都 足立区梅島３－３－３３
桃太郎高島平店 東京都 板橋区高島平８－１９－１５
３Ｂｅｅ湘南台店 神奈川県 藤沢市湘南台６－１－１
３Ｂｅｅ村岡店（ＴＳＵＴＡＹＡ村岡 神奈川県 藤沢市村岡東１－５－７
３Ｂｅｅ立場店 神奈川県 横浜市泉区和泉町４０２６－９
ＴＳＵＴＡＹＡ川崎駅前店 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町８ダイスビル１Ｆ
WonderGOO下瀬谷店 神奈川県 横浜市瀬谷区下瀬谷2-18-13
WonderGOO鎌倉手広店 神奈川県 鎌倉市笛田1-3-7 
WonderGOO三ツ境店 神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境5-14　２F
WonderGOO相模原店 神奈川県 相模原市中央区相模原８－４－２６
アニメイト  横浜 神奈川県 神奈川県横浜市西区高島２－１２－１２　ヨコハマプラザホテル１F/２F/３F
アニメイト  小田原 神奈川県 神奈川県小田原市栄町２－９－３３　アプリ小田原４F
アニメイト  新百合ヶ丘 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－１－１　新百合丘OPA５Ｆ
アニメイト  川崎 神奈川県 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０　ミューザ川崎２Ｆ
アニメイト  藤沢 神奈川県 神奈川県藤沢市鵠沼東１－２　藤沢プラザＢ１Ｆ
アニメイト  本厚木 神奈川県 神奈川県厚木市中町２－７－５　wamiles hikari BLD ２Ｆ
アニメイト　横須賀 神奈川県 神奈川県横須賀市若松町２－５－３　矢島ビル６Ｆ
アニメガ　新横浜駅店 神奈川県 横浜市港北区新横浜３－６－４ ２Ｆ
ゲーマーズ横浜店 神奈川県 神奈川県横浜市西区南幸2-16-20 オーチュー横浜　2F・3F
シータショップ戸塚 神奈川県 横浜市戸塚区矢部町３
シータショップ厚木 神奈川県 厚木市中町３－４－１６
シータショップ溝ノ口 神奈川県 川崎市高津区溝ノ口３５３
シータショップ藤沢 神奈川県 藤沢市藤沢４６２
ジョーシン厚木下荻野店 神奈川県 厚木市下荻野1200-1
ジョーシン港北インター店 神奈川県 横浜市都筑区折本町191
ジョーシン相模原小山店 神奈川県 相模原市中央区小山3-37-1（ｺｰﾅﾝ相模原ﾓｰﾙ2Ｆ）
ソフマップ横浜ビブレ店 神奈川県 横浜市西区南幸２－１５－１３
ドラマ星ケ丘店 神奈川県 相模原市中央区星ケ丘３－７－７
ドラマ二本松店 神奈川県 相模原市緑区二本松３－２１－１８
ドラマ淵野辺店 神奈川県 相模原市中央区共和４－２－１６
ビックカメララゾーナ川崎店 神奈川県 川崎市幸区堀川町７２－１
ビックカメラ横浜西口店 神奈川県 横浜市西区南幸２－１－２９
ビックカメラ新横浜店 神奈川県 横浜市港北区篠原町３６６０－２
ビックカメラ相模大野店 神奈川県 相模原市南区相模大野３－８－１相
ビックカメラ藤沢店 神奈川県 藤沢市藤沢５５９
ヨドバシカメラ マルチメディア 横浜神奈川県 神奈川県横浜市西区北幸1-2-7
ヨドバシカメラ マルチメディア 京急上大岡神奈川県 横浜市港南区上大岡西１－６－１
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１－１１
ＧＳＦ竹尾インター店 新潟県 新潟市はなみずき３－１－１４
ＧステーションＦ横越バイパス店新潟県 新潟市横越上町５－１－６
アニメイト  新潟 新潟県 新潟県新潟市中央区東大通１－８－５　アニメ・コミック館２Ｆ
ジョーシンイオン新潟西店 新潟県 新潟市西区小新南2-1-10 新潟サティ3F
ジョーシン燕三条店 新潟県 燕市井土巻4-175
ジョーシン佐渡店 新潟県 佐渡市市野沢９９
ジョーシン上越店 新潟県 上越市藤野新田1176-2
ジョーシン新潟南店 新潟県 新潟市姥ケ山字大日南田45-1
ジョーシン新発田店 新潟県 新発田市舟入町3-8-26
ジョーシン長岡古正寺店 新潟県 長岡市古正寺町２１７
ジョーシン長岡川崎店 新潟県 長岡市川崎町1436-5
ジョーシン柏崎店 新潟県 柏崎市幸町１－２８
ビックカメラ新潟店 新潟県 新潟市中央区花園１－１－２１
ヨドバシカメラ新潟店 新潟県 新潟市花園１－１－１
アニメイト  富山 富山県 富山県富山市桜橋通り５－１３　富山興銀ビルＢ１Ｆ
ジョーシンとやま本店 富山県 富山市田中町4-14-83
ジョーシン高岡店 富山県 高岡市新成町1-12
ジョーシン黒部アピタ店 富山県 黒部市前沢1017-4　アピタ黒部店２F
ジョーシン砺波店 富山県 砺波市太郎丸2-5
ジョーシン富山南店 富山県 富山市堀川町355-3 マイプラザ内
アニメイト  金沢 石川県 石川県金沢市竪町２４番地　BELSEL３Ｆ
ジョーシン金沢本店 石川県 金沢市示野町８１街区１
ジョーシン鹿島店 石川県 鹿島郡中能登町と部１－１（ｱﾙ・ﾌﾟﾗｻﾞ別棟）
ジョーシン野々市店 石川県 石川郡野々市町三納７９街区１
アニメイト  福井 福井県 福井県福井市中央１－８－１７　テアトルビル１Ｆ
ジョーシン敦賀店 福井県 敦賀市古田刈28-1-1　アクロスプラザ敦賀内
ジョーシン福井本店 福井県 福井市高柳町38-28
アニメイト  甲府 山梨県 山梨県甲府市丸の内１－１６－２０　ココリ２Ｆ
ゲームステーションＦ甲府貢川店山梨県 甲府市上石田３－２０－２０
アニメイト  松本 長野県 長野県松本市深志１－２－２　野田ビル３Ｆ
アニメイト  長野 長野県 長野県長野市南千歳町８２６　長野シーワンビル４Ｆ
ゲームステーションＦ佐久小諸店長野県 小諸市御影新田２２９１－１
ジョーシン長野インター店 長野県 長野市篠ノ井杵淵４８０－１
アニメイト  岐阜 岐阜県 岐阜県岐阜市加納清水町３－８－１　日本泉ビル１F
ジョーシン各務原店 岐阜県 各務原市那加萱場町3-8　ｲｵﾝ各務原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ１Ｆ
ジョーシン岐阜羽島店 岐阜県 羽島市小熊町島1-43
ジョーシン多治見店 岐阜県 多治見市上山町1-176



ジョーシン大垣店 岐阜県 大垣市外野2-51　イオン大垣南ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ１Ｆ
マジカルガーデン　大垣店 岐阜県 大垣市本今町字西ノ側１６３９－１
マジカルガーデン岐阜店 岐阜県 県岐阜市菅生８－６－１７
WonderGOO榛原店 静岡県 榛原郡榛原町細江１３４２－１
WonderGOO藤枝店 静岡県 藤枝市築地上４９０－２
アニメイト  沼津 静岡県 静岡県沼津市大手町五丁目９－２１　マルトモビル１F
アニメイト  静岡 静岡県 静岡県静岡市葵区伝馬町８－６　トップセンタービル４F
アニメイト  浜松 静岡県 静岡県浜松市中区砂山町６－１　浜松メイワン４Ｆ
アニメイト イオンモール富士宮 静岡県 静岡県富士宮市浅間町１－８　イオンモール富士宮２Ｆ
アニメイト イオン浜松市野 静岡県 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２Ｆ
ゲームステーション大須賀店 静岡県 小笠郡大須賀町西大渕３３５９ロックタウン大須賀
ジョーシン焼津インター店 静岡県 焼津市越後島385
ビックカメラ浜松店 静岡県 浜松市中区砂山町３２２－１
WonderGOOトヨタ店 愛知県 豊田市下市場町８－６１
WonderGOO碧南店 愛知県 碧南市東山町６－２４
WonderGOO名古屋大須店 愛知県 名古屋市中区大須３－１１－３４
アニメイト  東岡崎 愛知県 愛知県岡崎市明大寺本町４－１４　太田ビル２Ｆ
アニメイト  豊橋 愛知県 愛知県豊橋市花田町西宿無番地　カルミアB1F
アニメイト  名古屋 愛知県 愛知県名古屋市中村区椿町１８－４　椿太閤ビル
アニメイト　金山 愛知県 愛知県名古屋市中区金山４－６－２７　金山共同ビル２Ｆ
アニメイト 豊田 愛知県 愛知県豊田市若宮町２－７０　若宮ビル１Ｆ
いまじんウイングタウン岡崎店 愛知県 岡崎市羽根町字小豆坂３
いまじん戸田店 愛知県 名古屋市中川区戸田明正２－１１０
いまじん春日井南店 愛知県 春日井市美濃町２－３
いまじん瀬戸店 愛知県 瀬戸市西本地町２－２２１－１
ゲーマーズ名古屋店 愛知県 愛知県名古屋市中区大須3-30-40 万松寺ビル 1階
ジョーシンアクロス豊川店 愛知県 豊川市正岡町池田700
ジョーシンｷｯｽﾞﾗﾝﾄﾞ大須店 愛知県 名古屋市中区大須4-2-48
ジョーシンひとつぎ店 愛知県 刈谷市一ツ木町東小定野30-3
ジョーシン稲沢店 愛知県 稲沢市長野7-1-2
ジョーシン蟹江店 愛知県 海部郡蟹江町今3-17 ヨシヅヤＪＲ蟹江駅前店２Ｆ
ジョーシン高蔵寺店 愛知県 春日井市中央台1-2-2　サンマルシェ南館１Ｆ
ジョーシン小牧店 愛知県 小牧市郷中１－５０
ジョーシン新安城店 愛知県 安城市住吉町荒曽根43
ジョーシン大高店 愛知県 名古屋市緑区大高町奥平子1-1（ｲｵﾝ大高ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ１Ｆ）
ジョーシン日進香具山店 愛知県 日進市香久山4-201-3
ジョーシン白土店 愛知県 名古屋市緑区鳴海町白土62-3
ジョーシン半田店 愛知県 半田市浜田町3-8-1
ジョーシン鳴海店 愛知県 名古屋市緑区浦里3-232　なるぱーく２F
ソフマップ名古屋駅ナカ店 愛知県 名古屋市中村区名駅１－１－４
ディスパ東郷店 愛知県 愛知郡東郷町白鳥２－２０－２
ビックカメラ名古屋駅西店 愛知県 名古屋市中村区椿町６－９
ファミーズ　中川店 愛知県 名古屋市中川区中島新町３－１１０９
ファミ－ズ富木島店 愛知県 東海市富木島町伏見４－６－７
フタバ図書TERAワンダーシティー店愛知県 名古屋市西区二方町４０番地
マジカルガーデン岡崎インター店愛知県 岡崎市洞町字的場１５－１
マジカルガーデン岡崎北店 愛知県 岡崎市大樹寺３－１２－８
マジカルガーデン江南店 愛知県 江南市宮後町天神２８
マジカルガーデン甚目寺店 愛知県 あま市下萱津平島１０
マジカル西尾店 愛知県 西尾市寄住町若宮４４－３
WonderGOO桑名店 三重県 桑名市大字大仲新田１６４
WonderGOO志摩店 三重県 志摩郡阿児町鵜方３４５５－９
WonderGOO津南店 三重県 津市雲出本郷字西添１６８０－１
WonderGOO鈴鹿店 三重県 鈴鹿市道伯町２５１５
アニメイト  四日市 三重県 三重県四日市市安島１－２－１８　三誠ビル４Ｆ
アニメイト イオン桑名 三重県 三重県桑名市新西方１－２２　イオン桑名ＳＣ１番街３Ｆ
ゲームステーション上野店 三重県 伊賀市平野城北町１４５
ジョーシン伊勢店 三重県 伊勢市小木町字曽称538　ｲｵﾝﾗﾗﾊﾟｰｸｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F
ジョーシン桑名店 三重県 桑名市新西方1-35 イオン桑名ショッピングセンター３番街１Ｆ
ジョーシン名張店 三重県 名張市瀬古口226
ジョーシン明和店 三重県 多気郡明和町中村1223
ジョーシン鈴鹿店 三重県 鈴鹿市庄野共進2-7-9
ブックスクウェアララパーク店 三重県 伊勢市小木町３５８
ブックスクウェア菰野店 三重県 三重郡菰野町宿野３５７
ブックスクウェア松阪店 三重県 松阪市川井町上大坪７１８
マジカルガーデン鈴鹿店 三重県 鈴鹿市算所町字山之相４１７－１
アニメイト  アル・プラザ草津 滋賀県 滋賀県草津市西渋川１－２３－３０　アル・プラザ草津２Ｆ
ウイングマイカル近江八幡店 滋賀県 近江八幡市鷹飼町１７９ マイカルタウン２１　３Ｆ
ジョーシン近江今津店 滋賀県 高島郡今津町今津1688
ジョーシン近江八幡店 滋賀県 近江八幡市上田町1278-3 近江八幡ｻｳｽﾓｰﾙ2F
ジョーシン堅田店 滋賀県 大津市真野2-29-1
ジョーシン守山店 滋賀県 守山市播磨田町６８
ジョーシン水口店 滋賀県 甲賀市北泉１丁目１３１番地
ジョーシン西大津店 滋賀県 大津市際川4-11-1
ジョーシン草津イオンモール店 滋賀県 草津市新浜町300番地　ｲｵﾝﾓｰﾙ草津・ﾓｰﾙ棟１F
ジョーシン草津店 滋賀県 草津市木川町３８９



ジョーシン長浜店 滋賀県 長浜市八幡中山町55
ジョーシン東近江店 滋賀県 東近江市宮荘町６５
アニメイト  京都 京都府 京都府京都市中京区新京極蛸薬師下ル東側町５２５－１　パッサージオ（吉本ビル）２F
アニメイト アバンティ京都 京都府 京都府京都市南区東九条西山王町３１　京都アバンティ５Ｆ
アニメガ　京都店 京都府 京都市下京区四条通柳馬場東入　エイシンビル
ゲーマーズ京都店 京都府 京都府京都市中京区寺町通蛸薬師下ル円福寺前町279　COAST21ビル4F
ゲームステーション京都太秦店 京都府 京都市右京区太秦安井柳道町１９－１
ゲームステーション桂店 京都府 京都市西京区桂畑ヶ田町１９
ゲームステーション高野店 京都府 京都市左京区高野東開町１２－１
ゲームステーション西陣店 京都府 京都市上京区智恵光院五辻下ル桜井町１０４
ゲームステーション桃山店 京都府 京都市伏見区桃山町山之下４８－２７
ジョーシン宇治店 京都府 宇治市宇治樋ノ尻79-1（ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ２Ｆ）
ジョーシン亀岡店 京都府 亀岡市余部町樋又80
ジョーシン京都１ばん館 京都府 京都市右京区西院巽町38
ジョーシン九条烏丸店 京都府 京都市南区東九条南烏丸町31
ジョーシン大久保バイパス店 京都府 宇治市大久保町旦椋90-11 ﾋﾞﾋﾞﾎｰﾑ川上宇治店1F
ジョーシン長岡京店 京都府 長岡京市神足四ノ坪1-2
ジョーシン伏見店 京都府 京都市伏見区下鳥羽但馬町101
ジョーシン福知山店 京都府 福知山市字岩井小字秋道８１－１
ジョーシン六地蔵店 京都府 宇治市六地蔵奈良町18-1
ソフマップイオンモールKYOTO店京都府 京都市南区西九条鳥居口町１－１３２
ビックカメラＪＲ京都駅店 京都府 京都市下京区東塩小路町９２７
ヨドバシカメラ マルチメディア 京都京都府 京都府京都市下京区京都駅前　京都タワー横
レストアストアー京都新堀川店 京都府 京都市伏見区竹田松林町８
Ａ－ｔｏｏ日本橋店 大阪府 大阪市浪速区日本橋４－１１－３ 山中ビル
ＫＯＮＧ八尾店 大阪府 八尾市光町１－５０
アニメイト  京橋 大阪府 大阪府大阪市都島区東野田町１－６－１６　ワタヤ・コスモスビル２F
アニメイト  高槻 大阪府 大阪府高槻市城北町２－３－３　城北フジビル３F
アニメイト  堺東 大阪府 大阪府堺市堺区北花田口町３－１－１５　東洋ビル１F
アニメイト  大阪日本橋 大阪府 大阪府大阪市浪速区日本橋西１－１－３　アニメイトビル１階・２階
アニメイト  天王寺 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－４－７　エコーアクロスビル３F
アニメイト  日本橋 大阪府 大阪府大阪市浪速区日本橋４－１０－６
アニメイト  布施 大阪府 大阪府東大阪市足代３－１－６　コミックランドヒバリヤ２F
アニメイト  枚方 大阪府 大阪府枚方市岡本町７－１　ビオルネ５Ｆ
アニメイト 梅田 大阪府 大阪府大阪市北区中崎西２－４－１２　梅田センタービルＢ１Ｆ
ゲーマーズなんば点 大阪府 大阪市浪速区日本橋3-8-16
ゲーマーズ梅田店 大阪府 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-B100　大阪駅前第3ビル　B1F
ゲームステーションくずは店 大阪府 門枚方市船橋本町２－５６
ゲームステーション久宝寺店 大阪府 八尾市久宝寺１－１－４
ゲームステーション京阪本通店 大阪府 守口市京阪本通１－８－８
ゲームステーション原山台店 大阪府 堺市原山台５－１７－１
ゲームステーション香里園店 大阪府 寝屋川市松屋町２０－１２
ゲームステーション松原店 大阪府 松原市田井城１－１５８－１８
ゲームステーション寝屋川店 大阪府 寝屋川市仁和寺町３２－２８
ゲームステーション深井店 大阪府 堺市深井沢町３１２０
ゲームステーション生野店 大阪府 大阪市生野区巽東１－６－２７
ゲームステーション西淀川店 大阪府 大阪市西淀川区千舟２－１５－１０
ゲームステーション千里丘店 大阪府 摂津市千里丘５－７－３
ゲームステーション泉大津店 大阪府 泉大津市北豊中町２－９８６－１
ゲームステーション大東店 大阪府 大東市新田旭町３－１０
ゲームステーション中百舌鳥店 大阪府 堺市北区長曽根町３０７９
ゲームステーション鶴見店 大阪府 大阪市鶴見５－１１－１７
ゲームステーション東住吉店 大阪府 大阪市東住吉区公園南矢田１－２８－６
ゲームステーション東大阪店 大阪府 東大阪市若江西新町４－７－２５
ゲームステーション東豊中店 大阪府 豊中市東豊中町５－３６－２４
ゲームステーション南茨木店 大阪府 茨木市高浜町１－４０
ゲームステーション菱江店 大阪府 東大阪市稲葉１－４－１６
ゲームステーション富田林店 大阪府 富田林市若松町西２－１４０２－１
ゲームステーション平野店 大阪府 大阪市平野区平野北２－１－４
ゲームステーション北加賀屋店 大阪府 大阪市西成区南津守７－４－２４
ゲームステーション箕面店 大阪府 箕面市半町４－３－４０
ゲームステーション門真店 大阪府 門真市下島町２３－１７
ジョーシンＪ＆Ｐテクノランド店 大阪府 大阪市浪速区日本橋5-6-7
ジョーシンディスクピア日本橋店大阪府 大阪市浪速区日本橋5-9-5
ジョーシンホームズ寝屋川店 大阪府 寝屋川市日新町３－１５（ホームズ寝屋川１Ｆ）
ジョーシン羽曳が丘店 大阪府 羽曳野市羽曳が丘10-17-1
ジョーシン蒲生店 大阪府 大阪市城東区今福西3-2-24(関西ｽｰﾊﾟｰ2F)
ジョーシン岸和田店 大阪府 岸和田市作才町1丁目3-12
ジョーシン久宝寺店 大阪府 八尾市春日町1-4-28
ジョーシン狭山店 大阪府 大阪狭山市池之原3-1052-1
ジョーシン光明池店 大阪府 和泉市室堂町824-36 コムボックス光明池1F
ジョーシン高井田店 大阪府 東大阪市高井田本通4-2-5
ジョーシン高石店 大阪府 高石市西取石8-4-20
ジョーシン高槻店 大阪府 高槻市大畑町24-10
ジョーシン堺インター店 大阪府 堺市小代74　ホームセンターコーナン２F
ジョーシン三国ヶ丘店 大阪府 堺市百舌鳥梅北町1-25-1



ジョーシン住吉店 大阪府 大阪市住吉区殿辻1-8-21
ジョーシン寝屋川店 大阪府 寝屋川市昭栄町18-1
ジョーシン新石切店 大阪府 東大阪市弥生町16-12（ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ２Ｆ）
ジョーシン新大阪店 大阪府 大阪市淀川区西宮原2-2-17
ジョーシン吹田上新庄店 大阪府 吹田市西御旅町６－５
ジョーシン千里丘店 大阪府 吹田市千里丘上5-5
ジョーシン泉南店 大阪府 泉南市りんくう南浜3-12
ジョーシン大東店 大阪府 大東市新田旭町2-8
ジョーシン大日店 大阪府 守口市大日東町1-18（ｲｵﾝ大日ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・ｼﾈﾏ棟2F）
ジョーシン鶴見店 大阪府 大阪市鶴見区緑1-18-11
ジョーシン東香里店 大阪府 枚方市高田1-20-5
ジョーシン東大阪店 大阪府 東大阪市若江西新町3-1-7
ジョーシン南津守店 大阪府 大阪市西成区南津守5-2-14
ジョーシン日根野店 大阪府 泉佐野市日根野2496-1
ジョーシン美原店 大阪府 堺市美原区北余部140-1
ジョーシン富田林店 大阪府 富田林市若松町西１丁目１８１６－１
ジョーシン平野うりわり店 大阪府 大阪市平野区瓜破4-2-8 ｺｰﾅﾝ平野瓜破店1F
ジョーシン平野加美店 大阪府 大阪市平野区加美北5-6-40
ジョーシン鳳店 大阪府 堺市西区鳳北町9-510
ジョーシン枚方店 大阪府 枚方市田口３－４１－７
ジョーシン門真店 大阪府 門真市大橋町27-35
ジョーシン緑地公園店 大阪府 吹田市千里山竹園1-1-1
ソフマップなんば店ザウルス１ 大阪府 大阪市浪速区日本橋３－６－１８
ソフマップ大阪・日本橋２号店 大阪府 大阪市浪速区日本橋５－１２－８
ソフマップ天王寺店 大阪府 大阪市天王寺区悲田院町１０－４８
ソフマップ梅田店 大阪府 大阪市北区梅田３－２－１３６
ビックカメラなんば店 大阪府 大阪市中央区千日前２－１０－１
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１－１
古本市場　羽曳野店 大阪府 羽曳野市野々上３－５１－１
古本市場Ｆ高槻春日町店 大阪府 高槻市春日町１５－１７
古本市場庄内店 大阪府 豊中市庄内東町３－１－４１ グローバルハイツ豊中１Ｆ
古本市場長吉長原店 大阪府 大阪市平野区長吉長原東３－１－６５
古本市場柏原店 大阪府 柏原市大正３－２－３１
古本市場緑橋店 大阪府 大阪市東成区東今里２－１－４
ＴＳＵＴＡＹＡ三宮店 兵庫県 神戸市中央区三宮町１－３－２６
WonderGOO伊丹店 兵庫県 伊丹市山田４－８－３８
アニメイト  三宮 兵庫県 兵庫県神戸市中央区三宮町１－９－１－３０９　センタープラザビル３F
アニメイト  川西 兵庫県 兵庫県川西市栄町１４－１８　辻輪ビル１F
アニメイト  姫路 兵庫県 兵庫県姫路市東駅前町５４　ハリマセンタービル１F/２F
アニメイト イオン明石 兵庫県 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通３－３－１　イオン明石ショッピングセンター３番街（３Ｆ）
ゲーマーズ神戸三宮店 兵庫県 兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1　センタープラザ西館3F
ゲームステーション伊丹店 兵庫県 伊丹市野間北２－２－１７
ゲームステーション魚住店 兵庫県 明石市魚住町錦が丘１－１１－１
ゲームステーション三田店 兵庫県 三田市けやき台１－７
ゲームステーション西宮店 兵庫県 西宮市門前町５－１８
ゲームステーション西神戸店枝吉兵庫県 神戸市西区枝吉５－１６３－１
ゲームステーション川西店 兵庫県 川西市火打２－９－２１
ゲームステーション猪名寺店 兵庫県 伊丹市南町３－１－６
ゲームステーション東灘店 兵庫県 神戸市東灘区本山南町７－６－１１
ゲームステーション灘店 兵庫県 神戸市灘区友田町５－２－１
ゲームステーション尼崎店 兵庫県 尼崎市下坂部３－１－７０
ゲームステーション宝塚店 兵庫県 宝塚市安倉北２－５－３３
ゲームステーション名谷店 兵庫県 神戸市垂水区名谷町猿倉６７７－５
ゲームステーション野口店 兵庫県 加古川市野口町長砂８６０
ジョーシンイオンタウン加古川店兵庫県 加古川市東神吉町出河原862
ジョーシンつかしん店 兵庫県 尼崎市塚口本町4-8-1（つかしんﾘﾎﾞﾝ館５Ｆ）
ジョーシン伊丹店 兵庫県 伊丹市池尻4-1-1　イオン昆陽ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ１F
ジョーシン加古川店 兵庫県 加古川市別府町新野辺440-1
ジョーシン三宮1ばん館SKL 兵庫県 神戸市中央区八幡通3-2-16
ジョーシン三田店 兵庫県 三田市深田386-1(ｻﾝﾁｪｽﾀｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸｴｱ2F)
ジョーシン山崎店 兵庫県 宍粟郡山崎町中井7-4
ジョーシン篠山店 兵庫県 篠山市池上４２１番地
ジョーシン社店 兵庫県 加東市社１１０２－１
ジョーシン手柄店 兵庫県 姫路市延末２０５－１
ジョーシン神戸岩岡店 兵庫県 神戸市西区岩岡町古郷１４７４－６（コーナン２Ｆ）
ジョーシン西宮ガーデン店 兵庫県 西宮市高松町14-2 阪急西宮ガーデンズ４F
ジョーシン西宮今津店 兵庫県 西宮市今津港町1-26（ホームセンターコーナン２Ｆ）
ジョーシン西脇店 兵庫県 西脇市小坂町142
ジョーシン川西ダイエー店 兵庫県 川西市多田桜木1-1-1　ダイエー川西店３Ｆ
ジョーシン川西店 兵庫県 川西市久代6-1-5 コーナン2F
ジョーシン淡路店 兵庫県 南あわじ市広田広田117-1
ジョーシン中山寺店 兵庫県 宝塚市中筋5-10-27 グランドゲート宝塚2F
ジョーシン藤原台店 兵庫県 神戸市北区藤原台中町1-4-1
ジョーシン灘店 兵庫県 神戸市灘区新在家南町１－２－２
ジョーシン尼崎杭瀬店 兵庫県 尼崎市梶カ島19-1 コーナン杭瀬店2F
ジョーシン姫路大津店 兵庫県 姫路市大津区大津町2-5



ジョーシン姫路東店 兵庫県 姫路市楠町１４０－１
ジョーシン氷上店 兵庫県 丹波市氷上町本郷300番地（ゆめタウンひかみ1F）
ジョーシン豊岡店 兵庫県 豊岡市中陰553
ジョーシン明石大久保店 兵庫県 明石市大久保町ゆりのき通３－２
ジョーシン竜野ダイエー店 兵庫県 たつの市龍野町堂本字五反田２５０－１（ﾀﾞｲｴｰ竜野店３Ｆ）
ソフマップ神戸店 兵庫県 神戸市中央区東川崎１－７－５
ファミコンショップＮＥＴ三宮店 兵庫県 神戸市中中央区三宮町２－１１－１ ２２８センタープラザ西館２Ｆ
古本市場ＧＳ加古川別府店 兵庫県 加古川市別府町緑町１
古本市場名谷駅前店 兵庫県 神戸市須磨区中落合３－１－１０ ＬＵＣＣＡ名谷２Ｆ
アニメイト  奈良 奈良県 奈良県奈良市角振町２６番地　いせやビル３F
ジョーシン橿原店 奈良県 橿原市北妙法寺555-1
ジョーシン郡山イオンモール店 奈良県 大和郡山市下三橋741-170(ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山1F)
ジョーシン郡山店 奈良県 大和郡山市横田町693-1
ジョーシン桜井店 奈良県 桜井市上之庄206
ジョーシン上牧店 奈良県 北葛城郡上牧町大字上牧１８５３
ジョーシン新庄店 奈良県 葛城市北花内４０－１
ジョーシン大和高田店 奈良県 大和高田市大字神楽２５０－１
ジョーシン登美ヶ丘店 奈良県 生駒市鹿畑町2501-1（ｲｵﾝ奈良登美ヶ丘ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F）
ジョーシン東生駒店 奈良県 生駒市小明町745-1
ジョーシン奈良店 奈良県 奈良市三条大路4-1-58
ジョーシン斑鳩店 奈良県 生駒郡斑鳩町龍田西５－４－１４
アニメイト　和歌山 和歌山県 和歌山県和歌山市美園町５－３－１　雑村ビル１Ｆ
ジョーシン岩出店 和歌山県 岩出市西野２５
ジョーシン橋本店 和歌山県 伊都郡高野口町伏原818
ジョーシン御坊店 和歌山県 御坊市薗336-1
ジョーシン田辺店 和歌山県 田辺市新庄町1619-1
ジョーシン有田川店 和歌山県 有田郡有田川町天満291-1
ジョーシン和歌山店 和歌山県 和歌山市中島368
ジョーシン和歌山北店 和歌山県 和歌山市平井120-1
アニメイト　イオン米子 鳥取県 鳥取県米子市末広町３１１　イオン米子駅前店２Ｆ
ＧＳＦシェルピア中ノ島店 島根県 平田市平田町字中本田２９０４－１
Ｋ）テイツーＥＣ運営部 岡山県 倉敷市松江２－１－６（岡山土地倉庫株式会社　水島営業所内）
WonderGOO倉敷店 岡山県 倉敷市下庄６３１－１
アニメイト  岡山 岡山県 岡山県岡山市北区表町２－１－３７
ゲームステーション花の街店 岡山県 倉敷市宮前３５７－１
ゲームステーション京山店 岡山県 岡山市谷万成１－１０－２１
ゲームステーション高島店 岡山県 岡山市樶１３６
ゲームステーション倉敷中島店 岡山県 倉敷市中島１３７１－３
ゲームステーション倉敷堀南店 岡山県 倉敷市堀南７０３－１
ゲームステーション平井店 岡山県 岡山市平井５－６－４３
ゲームステーション豊浜店 岡山県 岡山市南区豊浜町２－２
ビックカメラ岡山店 岡山県 岡山市駅前町１－１－１
フタバ図書MEGA岡山青江店 岡山県 岡山市南区泉田２２－３　２F
古本市場中仙道店 岡山県 岡山市北区北長瀬表町２－１３－１０
アニメイト  広島 広島県 広島県広島市中区大手町２－３－１　アニメイトビル２Ｆ
アニメイト  福山 広島県 広島県福山市三之丸町２－１４　トモテツビル１Ｆ
アニメイト フジグラン東広島 広島県 広島県東広島市西条町美薗宇４４０５　フジグラン東広島 別棟
ゲームステーション観音店 広島県 広島市西区南観音７－１６－５
ゲームステーション福山春日店 広島県 福山市春日町１－３－２０
ゲームステーション福山曙店 広島県 福山市曙町５－２３６
ソフマップ広島店 広島県 広島市中区紙屋町2-2-12
ビスコ紙屋町店 広島県 広島市中区大手町１－１－２６ 大手町一番ビル１Ｆ
フタバ図書GIGA宇品店 広島県 広島市南区宇品西３－４－３２
フタバ図書GIGA五日市店 広島県 広島市佐伯区八幡１丁目２６－１０
フタバ図書GIGA呉駅レクレ店 広島県 呉市宝町２－５０
フタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店GS広島県 広島市南区松原町２－２２　３Ｆ
フタバ図書GIGA高陽店 広島県 広島市安佐北区落合南２－２－１
フタバ図書GIGA上安店 広島県 広島市安佐南区上安２－２７－２　２F
フタバ図書GIGA祗園店 広島県 広島市安佐南区祇園３－２－１ イオンモール広島祇園２Ｆ
フタバ図書MEGA祇園中筋店 広島県 広島市安佐南区中筋４－１１－７
フタバ図書TERA広島府中店 広島県 安芸郡府中町大須 ２－１－１－３０２２　３F
フタバ図書アルティ アルパーク北棟店広島県 広島市西区草津南４丁目７－１ ２Ｆ
フタバ図書アルティ福山本店 広島県 福山市明神町１－1４－２０　２F
フタバ図書ソフトピア可部センター店広島県 広島市安佐北区亀山５－５－１８
フタバ図書ソフトピア海田店 広島県 安芸郡海田町南大正町３－３３
フタバ図書ソフトピア宮内店 広島県 廿日市市宮内字北山１０７２－１　２F
フタバ図書ソフトピア広店 広島県 呉市広中町１－９
フタバ図書ソフトピア高屋店 広島県 東広島市高屋町中島４３４－７
フタバ図書ソフトピア三次店 広島県 三次市南畑敷町５０４
フタバ図書ソフトピア大竹店 広島県 大竹市油見３－１１－１０
フタバ図書ソフトピア八本松店 広島県 東広島市八本松東３－１１－９
フタバ図書ラフォーレ店 広島県 広島市西区観音本町２－８－２２
フタバ図書リサイクル館西条店 広島県 東広島市西条町大字寺家６４７８－１　１F
フタバ図書リサイクル館八木店 広島県 広島市安佐南区八木２－６－４９
フタバ図書広大前店 広島県 東広島市西条下見６－２－３２ ゆめタウン学園店２F
フタバ図書紙屋町店 広島県 広島市中区紙屋町２－２－３４　４F



中央書店サンモール　コミコミスタジ広島県 広島市中区紙屋町２－２－１８　サンモール４Ｆ
アニメイト　イオン防府 山口県 山口県防府市中央町１－３　イオン防府店３Ｆ
ゲームステーション平生店 山口県 熊毛郡平生町大字平生町５８８－１
ビックカメラ山口店 山口県 山口市平井２４０－１
フタバ図書ＧＩＧＡフレスタモール岩国店山口県 岩国市室の木町１－２－３８
フタバ図書GIGA防府店 山口県 防府市鐘紡町7番１号　ロックシティー１F
フタバ図書ソフトピア山口店 山口県 山口市黒川８２－１
アニメイト  徳島 徳島県 徳島県徳島市東新町１－５－１　ユーフォーテーブルシネマ地下1F
アニメイト徳島店 徳島県 徳島市東新町１　守住ビルＢ１Ｆ
TSUTAYAWonderGOO宇多津店香川県 綾歌郡宇多津町浜三番丁２１－２
アニメイト  高松 香川県 香川県高松市南新町６－４　池田屋ビル２Ｆ
シータショップ高松店 香川県 高松市南新町１１－７
Ｒｅ．プライス　おもちゃｎｏ駅 愛媛県 松山市久米窪田町８７２－４
アニメイト  松山 愛媛県 愛媛県松山市湊町４－１０－８　BE-FLAT4F
カメレオンクラブ伊予店 愛媛県 伊予市下吾川１２２３－８
カメレオンクラブ鴨川店 愛媛県 松山市谷町１３８－４
カメレオンクラブ今治喜田村店 愛媛県 今治市拝志５－６
カメレオンクラブ枝松店 愛媛県 松山市枝松５－７－３２
カメレオンクラブ陣屋店 愛媛県 西条市明屋敷３３１
カメレオンクラブ大洲店 愛媛県 大洲市東大洲１５８１－２２
カメレオンクラブ朝生田店 愛媛県 松山市朝生田町３－３－１
カメレオンクラブ片山店 愛媛県 今治市片山１－２－２４
カメレオンクラブ北宇和島店 愛媛県 宇和島市伊吹町中屋１３４８
カメレオンクラブ北新町店 愛媛県 新居浜市北新町５－６
カメレオンクラブ湊町店 愛媛県 松山市湊町４－３－５
カメレオンクラブ余戸店 愛媛県 松山市余戸中６－４－３１
Ｐ－ＺＯＮＥ野市店 高知県 香美郡野市町西野２５４４－４
アニメイト  高知 高知県 高知県高知市本町３丁目１－２　アイランドワンビル２Ｆ
マジカルガーデン御座店 高知県 高知市南久保５－３８
WonderGOO行橋店 福岡県 行橋市西泉６－２３７２
アニメイト  小倉 福岡県 福岡県北九州市小倉北区浅野２－１４－５　あるあるＣｉｔｙ３Ｆ
アニメイト  福岡天神 福岡県 福岡県福岡市中央区天神１－１１－１　天神ビブレ６Ｆ
ウーハー中間店 福岡県 中間市蓮花寺３－５－１
ゲーマーズ小倉店 福岡県 福岡県北九州市小倉北区浅野2－14－5　あるあるCity 3F
ゲーマーズ博多店 福岡県 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　ナムコワンダーパーク博多内
ゲームステーション小郡店 福岡県 小郡市祇園１－３－４
ビックカメラ小倉南店 福岡県 北九州市小倉南区葛原東２－１－１
ビックカメラ天神２号館 福岡県 福岡市中央区天神２－４－５
フタバ図書ＧＩＧＡ今宿店 福岡県 福岡市西区今宿３－４－３５
フタバ図書ＧＩＧＡ福岡春日 福岡県 春日市昇町８－１－１
フタバ図書ＧＩＧＡ福大前店 福岡県 福岡市城南区片江５－５１－１６
フタバ図書TERA福岡東店 福岡県 糟屋郡粕屋町大字酒殿老ノ木１９２－１－２００１ イオンモール福岡ルクル 1Ｆ
ブックネット田川店 福岡県 田川市大字糒字棚木２－３－１
ヨドバシカメラ マルチメディア 博多福岡県 福岡市博多区博多駅中央街６－１２
アニメイト　モラージュ佐賀 佐賀県 佐賀県佐賀市巨勢町牛島７３０　モラージュ佐賀 南館２Ｆ
アニメイト  長崎 長崎県 長崎県長崎市浜町２－２５
アニメイト　佐世保 長崎県 長崎県佐世保市本島町４－２６　させぼライナービル３Ｆ
アニメイト  熊本 熊本県 熊本県熊本市中央区手取本町４－１２　ファインビル３Ｆ
蔦屋書店　熊本三年坂 熊本県 熊本市中央区安政町１－２
アニメイト  大分 大分県 大分県大分市府内町１－１－７　サンリオビル２F
ゲームステーション豊後高田店 大分県 豊後高田市大字高田２２５５－１
アニメイト  宮崎 宮崎県 宮崎県宮崎市橘通東３丁目１－１１　アゲインビル２Ｆ
WonderGOO姶良加治木店 鹿児島県 姶良郡加治木町木田１５９－２
WonderGOO鹿屋店 鹿児島県 鹿屋市王子町３９７３－３
WonderGOO鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市加治屋町１－１
WonderGOO出水店 鹿児島県 出水市向江町３４－４３
WonderGOO川内店 鹿児島県 県薩摩川内市永利町７７７
アニメイト  鹿児島 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市東千石町１３－３　ＶＩＳＩＯＮ ＢＩＬＤ３Ｆ
ビックカメラ鹿児島中央駅店 鹿児島県 鹿児島市中央町１－１
アニメイト　那覇国際通り 沖縄県 沖縄県那覇市牧志１－２－１　モルビービル４Ｆ


