
店舗名 郵便番号 住所 店舗URL

SOYU GameField苗穂店 007-0802 北海道札幌市東区東苗穂二条3丁目1-1　ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌苗穂2F https://soyu-am.jp/shop/asahikawanishi/

SOYU Game Field 旭川駅前店 070-0030 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4階 https://soyu-am.jp/shop/hassamu/

BIGBANG 室蘭店 050-0075 北海道室蘭市中島本町2丁目8-1

ｷｯｽﾞ･ﾊﾟｰｸｲｵﾝ千歳店 066-0061 北海道千歳市栄町6丁目51

BIGBANG 釧路店 088-0622 北海道釧路郡釧路町木場2丁目1

BIGBANG 北見店 090-0837 北海道北見市中央三輪7丁目446-1

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｼﾃｨ東武端野店 099-2103 北海道北見市端野町三区572-1 東武ｲｰｽﾄﾓｰﾙ端野店

ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ新さっぽろ店 004-8577 北海道札幌市厚別区中央2条5丁目７番 ｲｵﾝｶﾃﾌﾟﾘ新さっぽろ3Ｆ　ｶﾃﾌﾟﾘ新さっぽろｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ソユーゲームフィールド旭川西店 070-0823 北海道旭川市緑町二十三丁目2161番地3　イオンモール旭川西3F

ソユーゲームフィールド 発寒店 063-0828 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旭川西店 070-0823 北海道旭川市緑町23-2161-3　イオン旭川西店2階

モーリーファンタジー三笠店 068-2165 北海道 三笠市岡山１０５９－１　イオンスーパーセンター三笠店1階

ＰＡＬＯ滝川店 073-0024 北海道滝川市東町２丁目２９－１　イオン滝川店1階

モーリーファンタジー札幌発寒店 063-0828 北海道札幌市西区発寒８条１２丁目１－１　イオン札幌発寒店3階

ＰＡＬＯ江別店 069-0812 北海道江別市幸町３５　イオン江別店3階

モーリーファンタジー札幌平岡店 004-0873 北海道札幌市清田区平岡３条５丁目３－１　イオン札幌平岡店2階

モーリーファンタジー札幌苗穂店 007-0802 北海道札幌市東区東苗穂２条３丁目１番１号　イオン札幌苗穂店2階

モーリーファンタジー苫小牧店 053-0053 北海道苫小牧市柳町3-1-20　イオン苫小牧店2階

モーリーファンタジー上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜４－４４－１　イオン上磯店1階

ＰＡＬＯ釧路店 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木１－１－７　イオン釧路2階

モーリーファンタジー中標津店 086-1146 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

ＰＡＬＯ網走店 093-0033 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

ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ下田店 039-2112 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 ﾕｰｽﾞ㈱第7事業部

セガ 弘前 036-8085 青森県弘前市大字末広1-3-3 https://tempo.sega.jp/am/hirosaki/

セガ八戸 031-0072 青森県八戸市城下4-25-14 https://tempo.sega.jp/am/hachinoheR45

スペースファンタジーインフィニ 036-8092 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 https://soyu-am.jp/shop/infini/

モーリーファンタジー十和田店 034-0041 青森県十和田市大字相坂字六日町山１６６番１　イオンスーパーセンター十和田店1階

ｿﾕｰｹﾞｰﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ盛岡南店 020-0866 岩手県盛岡市本宮7-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡南店1階 https://soyu-am.jp/shop/moriokaminami/

セガ 水沢 023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字鎧田4-1 https://tempo.sega.jp/am/mizusawa/

モーリーファンタジーイオン盛岡南店 020-0866 岩手県盛岡市本宮7-1-1　イオン盛岡南店3階

SOYU Game Field 御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1　ｲｵﾝ秋田SC2F https://soyu-am.jp/shop/gosyono/

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ大曲店 014-0033 秋田県大仙市和合字坪立177 ｲｵﾝ大曲ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

セガ 秋田 010-0065 秋田県秋田市茨島1-1-16 https://tempo.sega.jp/am/akita/

モーリーファンタジー大館店 017-0041 秋田県大館市大田面２３８　イオンスーパーセンター大館店1階

セガ 米沢 992-0021 山形県米沢市大字花沢字タナコ原177 https://tempo.sega.jp/am/yonezawa/

ソユーゲームフィールド 天童店 994-0082 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2F https://soyu-am.jp/shop/tendou/

モーリーファンタジー東根店 999-3720 山形県東根市さくらんぼ駅前３丁目７番１５号　イオン東根店2階

SOYU GAME FIELD いわき小名浜店 971-8101 福島県いわき市小名浜字辰巳町79番地 ｲｵﾝﾓｰﾙいわき小名浜店3階 https://soyu-am.jp/shop/iwakionahama/

セガ 勿来 979-0145 福島県いわき市勿来町四沢字鍵田13 https://tempo.sega.jp/am/nakoso

セガワールド 白河 961-0853 福島県白河市新高山1-1メガステージ白河内 https://tempo.sega.jp/am/shirakawa

ソユーエンターテイメントスタジオ 須賀川店 962-0803 福島県須賀川市古河105番地　イオンタウン須賀川B棟内 https://soyu-am.jp/shop/sukagawa/

モーリーファンタジー郡山フェスタ店 963-0534 福島県郡山市日和田町字小原1　イオン郡山フェスタ店1階

モーリーファンタジー白河西郷店 961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字岩下１１－１　イオン白河西郷店2階

モーリーファンタジーいわき店 970-8026 福島県いわき市平字三倉６８－１　イオンいわき店3階

モーリーファンタジー福島店 960-0112 福島県福島市南矢野目字西荒田５０番地の１７　イオン福島店3階

GAME FIELD仙台長町店 982-0011 宮城県仙台市太白区長町7丁目20番3号 ｻﾞ・ﾓｰﾙ仙台長町店3階 https://soyu-am.jp/shop/sendainagamachi/

ソユーゲームフィールド古川店 989-6232 宮城県大崎市古川沢田字筒場浦15番地　イオンタウン古川内 https://soyu-am.jp/shop/furukawa/

モーリーファンタジー古川店 989-6117 宮城県大崎市古川旭二丁目２－１　イオン古川店2階

モーリーファンタジー気仙沼店 988-0101 宮城県気仙沼市赤岩舘下６－１外　イオン気仙沼店2階

モーリーファンタジー石巻店 986-0866 宮城県石巻市茜平４－１０４番地　イオン石巻店2階

モーリーファンタジー新名取店 981-1294 宮城県名取市杜せきのした　５丁目３番地の１　イオン新名取店3階

ｱﾋﾟﾅ太田店 373-0813 群馬県太田市内ケ島町907-1

ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ太田店 373-0808 群馬県太田市石原町81番地　ｲｵﾝﾓｰﾙ太田２F ﾕｰｽﾞ㈱第3事業部

ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ高崎店 370-3521 群馬県高崎市棟高町1400番地　ｲｵﾝﾓｰﾙｲｵﾝ高崎SC2F　ﾕｰｽﾞ㈱第3事業部

ﾀｲﾄｰFｽﾃｰｼｮﾝ高崎ｵｰﾊﾟ店 370-0849 群馬県高崎市八島町46-1

セガワールド 太田 373-0823 群馬県太田市西矢島575-1 https://tempo.sega.jp/am/ohta

セガスマーク伊勢崎 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方町368　スマーク伊勢崎　セガスマーク伊勢崎3F 302区画 https://tempo.sega.jp/am/isesaki

モーリーファンタジー太田店 373-0808 群馬県太田市石原町８１番地　イオン太田店2階

モーリーファンタジー高崎店 370-3521 群馬県高崎市棟高町1400　イオン高崎店3階

セガ 西那須野 329-2705 栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27 https://tempo.sega.jp/am/kronos

セガ小山 323-0825 栃木県小山市東城南1-1-18 https://tempo.sega.jp/am/oyama

モーリーファンタジー小山店 323-0806 栃木県小山市中久喜１４６７－１　イオン小山店2階

モーリーファンタジー真岡店 321-4306 栃木県真岡市台町２６６８　ザ・ビッグ真岡店1階

モーリーファンタジーさくら店 329-1312 栃木県さくら市桜野１５５１　ザ・ビッグさくら店1階

モーリーファンタジー那須塩原店 329-3152 栃木県那須塩原市島方４５５　イオンタウン那須塩原1階

ｿﾕｰ ﾄｲｽﾞﾆｭｰﾖｰｸ守谷店 302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘3町目字向原249-1　ｲｵﾝﾀｳﾝ守谷店2階 https://soyu-am.jp/shop/moriya/

ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ水戸内原店 319-0317 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 ﾕｰｽﾞ㈱第3事業部

ﾀｲﾄｰFｽﾃｰｼｮﾝｲｵﾝﾓｰﾙ下妻 304-0033 茨城県下妻市堀篭972-1

楽市楽座 ｲｵﾝﾓｰﾙ土浦店 300-0811 茨城県土浦市上高津367番地　ｲｵﾝﾓｰﾙ土浦ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3階

セガ龍ヶ崎 301-0855 茨城県龍ヶ崎市藤ヶ丘4-2-8 https://tempo.sega.jp/am/ryugasaki

セガ 石岡 315-0031 茨城県石岡市東大橋中峯1976-1 https://tempo.sega.jp/am/ishioka/

セガ 水戸南 310-0851 茨城県水戸市千波町2017-1フェドラP&D水戸１F https://tempo.sega.jp/am/mitominami/

FESTA古河店 306-0021 茨城県古河市松並2-18-10　マーケットシティ古河内

モーリーファンタジー下妻店 304-0033 茨城県下妻市堀籠972-1　イオン下妻店2階

モーリーファンタジー水戸内原店 319-0317 茨城県水戸市内原2-1　イオンスタイル水戸内原3階

モーリーファンタジー土浦店 300-0811 茨城県土浦市上高津367　イオン土浦店3階

ｿﾕｰGame Field川口店 332-0033 埼玉県川口市並木元町1-79 ｱﾘｵ川口3F https://soyu-am.jp/shop/kawaguchi/

SOYUGameField菖蒲店 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1　ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲3F https://soyu-am.jp/shop/syoubu/

ｳｴｱﾊｳｽ岩槻店 339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉3-3-63 https://www.warehousenet.jp/store/storeinfo.php?id=208

ｳｪｱﾊｳｽ三橋店 331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋6-955-1 https://www.warehousenet.jp/store/storeinfo.php?id=212

ｳｪｱﾊｳｽ草加店 340-0831 埼玉県八潮市南後谷507 https://www.warehousenet.jp/store/storeinfo.php?id=207

ｱﾋﾟﾅ川越店 350-0026 埼玉県川越市泉町1-1 ｳﾆｸｽ南古谷ｼﾈﾏ棟1階

ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ越谷店 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2　ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝKAZE3階　ﾕｰｽﾞ㈱第1事業部

ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ春日部店 344-0122 埼玉県春日部市下柳420-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ春日部2F区画番号2037

ｱﾐｭｰｽﾞﾗﾝﾄﾞﾓﾅｺ川越店 350-0043 埼玉県川越市新富町2-4-1 https://haradenka.com/?page_id=21

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ羽生店 348-0039 埼玉県羽生市川崎2-281-3 ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生2F

セガ 与野 338-0004 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 https://tempo.sega.jp/am/yono/

セガ 入間 358-0012 埼玉県入間市東藤沢2-18 https://tempo.sega.jp/am/iruma

セガ 花園 369-1245 埼玉県深谷市荒川359 https://tempo.sega.jp/am/saitama-hanazono/
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セガ ららぽーと 富士見 354-8560 埼玉県富士見市山室1-13133階35200区画 https://tempo.sega.jp/am/fujimi/

ソユーゲームフィールド 熊谷店 360-0032 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 https://soyu-am.jp/shop/kumagaya/

モーリーファンタジー北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東1-3-1　イオンスタイル北戸田2階

モーリーファンタジー上尾店 362-0034 埼玉県上尾市愛宕三丁目8番1号　イオンモール上尾2階

モーリーファンタジービバモール蕨錦町店 335-0005 埼玉県蕨市錦町1丁目12番1号　ビバモール蕨錦町2階

モーリーファンタジー浦和美園店 336-8760 埼玉県さいたま市緑区美園5-50-1　イオン浦和美園店3階

モーリーファンタジーレイクタウン店 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1　イオンレイクタウンｍｏｒｉ3階

モーリーファンタジー羽生店 348-0039 埼玉県羽生市川崎2-281-3　イオン羽生店3階

SOYUGameField木更津店 292-0835 千葉県木更津市築地1-4ｲｵﾝﾓｰﾙ木更津2F https://soyu-am.jp/shop/kisarazu/

ｱﾋﾟﾅ市原店 290-0050 千葉県市原市更級4-2-1 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ市原更級F棟1F

ﾀｲﾄｰFｽﾃｰｼｮﾝｲｵﾝ新松戸店 270-0034 千葉県松戸市新松戸3丁目2-2　ｲｵﾝ新松戸店4F

大慶園 272-0801 千葉県市川市大町359　第二事業部

ｱﾄﾞｱｰｽﾞｱｸｱﾗｲﾝ店 292-0008 千葉県木更津市中島地先　海ほたる4F

千葉ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ成東店 289-1327 千葉県山武市姫島111-1

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ成田店 286-0029 千葉県成田市ウイング土屋24 ｲｵﾝﾓｰﾙ成田2F

ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞちはら台店 290-0143 千葉県市原市ちはら台西3丁目4番　ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙunimoちはら台2F

ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ店 270-1350 千葉県印西市中央北3-2 ｲｵﾝﾓｰﾙ千葉ﾆｭｰﾀｳﾝﾓｰﾙ棟3F

セガ 千葉 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ビル https://tempo.sega.jp/am/chiba

セガ ららぽーと TOKYO-BAY 273-8530 千葉県船橋市浜町2-1-1北館1階　E122区画 https://tempo.sega.jp/am/tokyo-bay/

ソユーゲームフィールド千城台店 264-0005 千葉県千葉市若葉区千城台北3丁目21-1 イコアス千城台 3F https://soyu-am.jp/shop/chishirodai/

モーリーファンタジー銚子店 288-0815 千葉県銚子市三崎町２丁目２６６０－１　イオン銚子店2階

ＰＡＬＯ柏店 277-0854 千葉県柏市豊町２－５－２５　イオン柏店3階

モーリーファンタジー木更津店 292-0835 千葉県木更津市築地１－４　イオン木更津店2階

ＰＡＬＯ市川店 272-0015 千葉県市川市鬼高　１－１－１　ニッケコルトンプラザ2階

ｳｴｱﾊｳｽ入谷店 121-0836 東京都足立区入谷7-8-11　1F https://www.warehousenet.jp/store/storeinfo.php?id=204

ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ日の出店 190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井字三吉野桜木237-3 ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出3F ﾕｰｽﾞ㈱第5事業部

ﾘｳﾞｨﾝ光が丘店5Fｷｯｽﾞﾊﾟｰｸ 179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1

ｷｯｽﾞ・ﾊﾟｰｸ西友福生店 197-0021 東京都福生市東町5-1西友福生店内5F

ｱﾄﾞｱｰｽﾞ渋谷店 150-0042 東京都渋谷区宇田川町13-11　KN渋谷1ﾋﾞﾙ1～4階

ｱﾄﾞｱｰｽﾞ中野店 164-0001 東京都中野区中野5-52-15　ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ185

ｱﾄﾞｱｰｽﾞｻﾝｼｬｲﾝ店 170-0013 東京都豊島区東池袋1-14-4　ｼﾈﾏｻﾝｼｬｲﾝ1～3階

東京ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋1-29-1 ﾏﾙﾋﾞﾙ池袋2階･3階

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋1-30-3　ｷｭｰﾌﾟﾗｻﾞ池袋3階

株式会社ｶﾌﾟｺﾝ ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ府中店 183-0023 東京都府中市宮町1-41-2 ﾐｯﾃﾝ7F 7-3区画

セガ 秋葉原1号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-9 https://tempo.sega.jp/am/akiba-1/

セガ 秋葉原3号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-11-11 https://tempo.sega.jp/am/akiba-new

セガ 秋葉原4号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-9 https://tempo.sega.jp/am/akiba-eki

セガ 東京ドームシティ 112-0004 東京都文京区後楽1-3-61株式会社東京ドーム　アトラクションズ内カーニバル https://tempo.sega.jp/am/tokyo-domecity/

セガ秋葉原5号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-1 https://tempo.sega.jp/am/akiba-5/

セガワールド 府中 183-0046 東京都府中市西原町1-6-2クレッセ府中 https://tempo.sega.jp/am/fuchu

セガ イオンモール むさし村山 208-0022 東京都武蔵村山市榎1-1-3イオンモールむさし村山2F https://tempo.sega.jp/am/musashimurayama/

セガワールド 葛西 134-0084 東京都江戸川区東葛西9-3-3イトーヨーカ堂 3F https://tempo.sega.jp/am/kasai

セガ有明ガーデン 135-0063 東京都江東区有明北2-1-8有明ガーデン5F　501区画 https://tempo.gendasega.jp/am/ariake/

新宿 スポーツランド本館 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-121F http://www.spolan.com/ssl-9/

クラブセガ 新宿西口 160-0023 東京都新宿区西新宿1-12-5 https://tempo.sega.jp/am/nishiguchi

セガ 新宿歌舞伎町 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-21-1第二東亜会館1F・2F https://tempo.sega.jp/am/kabukicho/

セガ新大久保 169-0073 東京都新宿区百人町2-10-1南雲ビルB1F https://tempo.gendasega.jp/am/shinokubo/

クラブセガ 自由ヶ丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-10-9 https://tempo.sega.jp/am/jiyugaoka

セガ 町田 194-0013 東京都町田市原町田6-13-17アーバンミサワビル https://tempo.sega.jp/am/machida/

セガ南町田グランベリーパークワンダーシアター 194-0004 東京都町田市鶴間三丁目4-1ワンダーシアター1階H103区画 https://tempo.sega.jp/am/m_machida-theater/

セガ南町田グランベリーパークキッズディスカバリー 194-0004 東京都町田市鶴間三丁目4-1キッズディスカバリー2階E201区画 https://tempo.sega.jp/am/m_machida-kids/

タイトーステーション 立川北口店 190-0012 東京都立川市曙町2-4-5クリサス立川　　　　　　　　　　　　　　 https://www.taito.co.jp/store/00002149

タイトーステーション 秋葉原自由通路店 101-0025 東京都千代田区神田佐久間町１丁目６番１外 https://www.taito.co.jp/store/00002208

シルクハット蒲田西口 144-0051 東京都大田区西蒲田７－２－３ 第二醍醐ビル　地下１Ｆ～地上２階

モーリーファンタジー板橋店 175-0083 東京都板橋区徳丸２丁目６番地１　イオン板橋店3階

モーリーファンタジー東久留米店 203-0023 東京都東久留米市南沢５丁目１７　イオン東久留米店3階

モーリーファンタジー多摩平の森店 191-0062 東京都日野市多摩平２丁目４番１　イオンモール多摩平の森3階

モーリーファンタジー品川シーサイド店 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－５　イオン品川シーサイド店2階

SOYU GAME FIELD 湘南店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1　湘南ﾓｰﾙFILL2F https://soyu-am.jp/shop/syounan/

ｷｯｽﾞ･ﾊﾟｰｸ ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ能見台店内 236-0058 神奈川県横浜市金沢区能見台東3-1

セガ 海老名 243-0432 神奈川県海老名市中央1-4-31海老名プラザビル https://tempo.sega.jp/am/ebina/

タイトーステーション 横浜西口五番街店 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-12-97階 https://www.taito.co.jp/store/00001965

プレイランド 大和鶴間店 242-0001 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 https://soyu-am.jp/shop/yamato/

ソユーゲームフィールド上大岡店 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目18番3号　ミオカリスト館6F https://soyu-am.jp/shop/mioka/

シルクハット川崎ダイス 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 ダイスビル地下2F

シルクハット川崎モアーズ 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町7 岡田屋モアーズ内 1・2F

シルクハット大船 247-0056 神奈川県鎌倉市 大船1-24 大船駅前ビル1～3F

モーリーファンタジークロスガーデン川崎店 212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉５丁目１９番２３号　クロスガーデン川崎1階

モーリーファンタジー秦野店 257-0041 神奈川県秦野市入船町１２－１　イオン秦野店2階

モーリーファンタジー久里浜店 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜５丁目１３－１　イオン久里浜店2階

モーリーファンタジー大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間一丁目２番１号　イオン大和鶴間店3階

AMUSEMENT PARK静岡店 420-0012 静岡県静岡市葵区柚木1026 MARK IS静岡3F

セガサントムーン柿田川 411-0902 静岡県駿東郡清水町玉川61-2サントムーン柿田川2Ｆ https://tempo.sega.jp/am/suntomoon

セガ 掛川 436-0048 静岡県掛川市細田248 https://tempo.sega.jp/am/kakegawa/

モーリーファンタジー富士宮店 418-0032 静岡県富士宮市浅間町１－８　イオン富士宮店2階

モーリーファンタジーｆ富士南店 416-0934 静岡県富士市鮫島１１８－１０　イオンタウン富士南2階

モーリーファンタジー浜松志都呂店 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂町2-37-1　イオン浜松志都呂店3階

モーリーファンタジー浜松市野店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3　イオン浜松市野店2階

ｱﾋﾟﾅ上越ｲﾝﾀｰ店 942-0063 新潟県上越市下門前1661

ｱﾋﾟﾅ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

ｶﾌﾟｺｻｰｶｽ新潟東店 950-0813 新潟県新潟市東区大形本町3-1-2 ｲｵﾝ新潟東内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

モーリーファンタジー新潟南店 950-0150 新潟県新潟市江南区下早通柳田1-11-1　イオン新潟南店3階

モーリーファンタジーｆ新潟南店 950-0150 新潟県新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号　イオンモール新潟南2階

ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ高岡店 933-0813 富山県高岡市下伏間江383  ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡2F　ﾕｰｽﾞ㈱第5事業部

ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞとなみ店 939-1344 富山県砺波市中神1丁目174 ｲｵﾝﾓｰﾙとなみ2F

セガイオンモール高岡 933-0813 富山県高岡市下伏間383イオンモール高岡西館2F(2001A区画) https://tempo.sega.jp/am/takaoka/

石川県 MIRAINO ｲｵﾝﾓｰﾙ白山店 924-8777 石川県白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区 ｲｵﾝﾓｰﾙ白山店 3F

福井県 セガワールド 武生 915-0883 福井県越前市新町3字13-4 https://tempo.sega.jp/am/takefu

山梨県 モーリーファンタジー甲府昭和店 409-3852 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1　イオン甲府昭和店3階

ｱﾋﾟﾅ長野村山店 381-0011 長野県長野市村山502-1
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ｱﾋﾟﾅ飯田店 395-0001 長野県飯田市座光寺3728-1

ｱﾋﾟﾅ長野川中島店 381-2221 長野県長野市川中島町御厨967-1

ＰＡＬＯ諏訪店 392-0013 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

ﾌｧﾐﾘｰﾌｧｰﾑ赤池店 470-0126 愛知県日進市赤池町箕ノ手1番 ﾌﾟﾗｲﾑﾂﾘｰ赤池3階 https://soyu-am.jp/shop/akaike/

ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町緒川字旭13-2 ｲｵﾝﾓｰﾙ東浦2F　ﾕｰｽﾞ㈱第5事業部

ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ岡崎店 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5　ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎ｼﾈｺﾝ棟3F

ｱﾐｭｰｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ常滑店 479-0882 愛知県常滑市りんくう町2丁目20-3　ｲｵﾝﾓｰﾙ常滑店2階

セガ 金山 456-0001 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2 https://tempo.sega.jp/am/kanayama

セガマーケットスクエアささしま 453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-14マーケットスクエアささしま https://tempo.gendasega.jp/am/sasashima/

セガ 安城 446-0044 愛知県安城市百石町2-35-13 https://tempo.sega.jp/am/anjo

セガワールド 知立 472-0045 愛知県知立市長篠町大山18-1ギャラリエアピタ1Ｆ https://tempo.sega.jp/am/chiryu

セガ mozoワンダーシティ 上小田井 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40mozoワンダーシティ4F https://tempo.sega.jp/am/kamiotai

セガ プライムツリー 赤池 470-0125 愛知県日進市赤池町箕ノ手1（311区画） https://tempo.sega.jp/am/akaike/

セガ 飯村 440-0833 愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121 https://tempo.sega.jp/am/imure/

セガ イオンモール 木曽川 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田南字八ツヶ池25-1ダイヤモンドシティ・キリオ3階 https://tempo.sega.jp/am/kisogawa

タイトーステーション 大須店 460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-20-7 https://www.taito.co.jp/store/00002035

タイトーステーションフェドラ大須店 460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-30-31萬松寺駐車場ビル1階・2階 https://www.taito.co.jp/store/00002180

モーリーファンタジー豊橋南店 441-8124 愛知県豊橋市野依町字落合１－１２　イオン豊橋南店2階

モーリーファンタジー豊川店 442-0048 愛知県豊川市開運通り２－３１　イオン豊川店2階

モーリーファンタジー三好店 470-0224 愛知県みよし市三好町青木９１番地　イオン三好店2階

モーリーファンタジー豊田店 471-0864 愛知県豊田市広路町１－１　イオンスタイル豊田3階

モーリーファンタジー木曽川店 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池２５－１　イオン木曽川店2階

モーリーファンタジーワンダーシティ店 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町４０　イオンスタイルワンダーシティ3階

モーリーファンタジー東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2　イオン東浦店1階

モーリーファンタジーｆ新瑞橋店 457-0012 愛知県名古屋市南区菊住1-7-10　イオン新瑞橋店3階

ｱﾋﾟﾅ各務原店 504-0832 岐阜県各務原市蘇原花園町2-9

セガ 多治見 507-0015 岐阜県多治見市住吉町1-1-1 https://tempo.sega.jp/am/tajimi

セガ マーゴ関 501-3936 岐阜県関市倉知516番地 https://tempo.sega.jp/am/seki/

セガワールド アクアウォーク 大垣 503-0015 岐阜県大垣市林町6-80-21アクアウォーク大垣2F https://tempo.sega.jp/am/ohgaki

モーリーファンタジーｆ岐阜店 502-0882 岐阜県岐阜市正木中１－２－１　マーサ２１　北館　イオン岐阜店3階

モーリーファンタジー関店 501-3936 岐阜県関市倉知５１６　サンサンシティ・マーゴ　イオン関店1階

モーリーファンタジー各務原店 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町3-8　イオン各務原店3階

ｱﾋﾟﾅ四日市店 510-0883 三重県四日市市泊小柳町4-34

楽市楽座 ｲｵﾝﾓｰﾙ東員店 511-0255 三重県員弁郡東員町長深字築田510番地1 3F3008区画

セガ 伊勢 516-0053 三重県伊勢市中須町666 https://tempo.sega.jp/am/ise/

クラブセガ 名張 518-0773 三重県名張市希央台3-15 https://tempo.sega.jp/am/nabari

モーリーファンタジー四日市泊店 510-0883 三重県四日市市泊小柳町4番5-1号　イオンタウン四日市泊2階

モーリーファンタジー津南店 514-0817 三重県津市高茶屋小森町145番地　イオンモール津南3階

ＰＡＬＯ津南店 514-0817 三重県津市高茶屋小森町145番地　イオンモール津南3階

モーリーファンタジー伊勢ララパーク店 516-0007 三重県伊勢市小木町曽祢５３８　イオンタウン伊勢ララパーク2階

ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町300　ｲｵﾝﾓｰﾙ草津3F

セガエイスクエア草津 525-0025 滋賀県草津市西渋川1-23-23ＡーＳＱＵＡＲＥ ＳＡＲＡ新棟2F https://tempo.sega.jp/am/kusatsu

モーリーファンタジー高の原店 619-0223 京都府木津川市相楽台1-1-1　イオン高の原店4階

モーリーファンタジー久御山店 613-0024 京都府久世郡久御山町森南大内156-1　イオン久御山店2階

モーリーファンタジー京都桂川店 601-8211 京都府京都市南区久世高田町376－1　イオン京都桂川店3階

ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄﾌｨｰﾙﾄﾞららぽーとEXPOCITY店 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1 3階 30060 https://soyu-am.jp/shop/expocity/

セガワールド 枚方 573-1164 大阪府枚方市須山町83-1サンシャインプラザ枚方内 https://tempo.sega.jp/am/hirakata

セガワールド 布施 577-0056 大阪府東大阪市長堂1-1-1ロンモール布施内 https://tempo.sega.jp/am/fuse

セガ 今福 536-0002 大阪府大阪市城東区今福東1-9-34 https://tempo.sega.jp/am/imafuku

クラブセガ 東梅田 530-0027 大阪府大阪市北区堂山町9-28 https://tempo.sega.jp/am/higashiumeda

セガ 難波アビオン 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15MMOビル 1F・2F https://tempo.sega.jp/am/avion

セガ あべのキューズモール 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1あべのﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸ　ｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ行　区画番号332　ｾｶﾞあべのｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ https://tempo.sega.jp/am/abeno

セガ 新三国アルゴ7 561-0823 大阪府豊中市神州町1-15アルゴセブンビル2階 https://tempo.sega.jp/am/shinmikuni/

セガワールド 松原 599-8101 大阪府堺市東区八下町3-10 https://tempo.sega.jp/am/matsubara

セガ ニトリモール 枚方 573-0171 大阪府枚方市北山1-2-1ニトリモール枚方2F https://tempo.sega.jp/am/hirakata_n/

ソユーゲームフィールド　堺鉄砲町店 590-0905 大阪府堺市堺区鉄砲町１番地　イオンモール堺鉄砲町3F https://soyu-am.jp/shop/sakaiteppocho/

ｼｬﾄｰEX 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町3-9-3　ｸﾞﾗﾝｼｬﾄｰﾋﾞﾙ1F

ソユーゲームフィールド 泉南店 590-0535 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2F https://soyu-am.jp/shop/sennan/

ソユーゲームフィールド箕面店 562-0034 大阪府箕面市西宿一丁目15番30号　みのおキューズモールCENTER棟2F https://soyu-am.jp/shop/minoh/

モーリーファンタジー堺北花田店 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12　イオン堺北花田店2階

モーリーファンタジーりんくう泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3-12　イオンりんくう泉南店2階

モーリーファンタジーｆ茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町８－３０－５　イオンモール茨木4階

モーリーファンタジー大日店 570-0016 大阪府守口市大日東町1-18　イオン大日店2階

モーリーファンタジー鶴見緑地店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1　イオン鶴見緑地店3階

モーリーファンタジー大阪ドームシティ店 550-0023 大阪府大阪市西区千代崎３丁目１３番１　イオン大阪ドームシティ店3階

モーリーファンタジー四條畷店 575-0001 大阪府四條畷市砂四丁目３番２号　イオンスタイル四條畷3階

モーリーファンタジーLINKS UMEDA店 530-0011 大阪府大阪市北区大深町１－１　ヨドバシ梅田タワー LINKS UMEDA5階

ｱﾐﾊﾟﾗ加古川店 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福71-2

わくわくｶｰﾆﾊﾞﾙ 651-1233 兵庫県神戸市北区日の峰2丁目6ｺｱ北町3F

セガ ららぽーと 甲子園 663-8178 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100ららぽーと甲子園2050ソニックタウン https://tempo.sega.jp/am/koshien

セガ 神戸umie サウスモール 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎1-7-2A-408 https://tempo.sega.jp/am/kobe-umie/

セガ あまがさき キューズモール 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-3-1ココエあまがさき内4F https://tempo.sega.jp/am/amagasaki

セガ コロワ甲子園 663-8166 兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3コロワ甲子園 https://tempo.sega.jp/am/Corowa

モーリーファンタジー伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻4-1-1　イオン伊丹昆陽店3階

モーリーファンタジー尼崎店 661-0965 兵庫県尼崎市次屋３－１３－１８　イオン尼崎店2階

モーリーファンタジー姫路大津店 671-1146 兵庫県姫路市大津区大津町2-5　イオン姫路大津店2階

モーリーファンタジー明石店 674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り３－３－１　イオン明石ショッピングセンター3階

モーリーファンタジー三木店 673-0404 兵庫県三木市大村字砂１６３　イオン三木店3階

SOYU Game Field奈良橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町７丁目２０番１　ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F https://soyu-am.jp/shop/kashihara/

楽市楽座 ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山店 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町741-333　3階

モーリーファンタジー橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町７－２０－１　イオン橿原店2階

和歌山県 ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ和歌山店 640-8451 和歌山県和歌山市中字楠谷573番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ和歌山2F 区画番号2059 ﾕｰｽﾞ㈱第3事業部

鳥取県 モーリーファンタジー日吉津店 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１　イオン日吉津店2階

セガ 松江 690-0047 島根県松江市嫁島町12-15 https://tempo.sega.jp/am/matsue

PALO松江店 690-0001 島根県松江市東朝日町１５１　イオン松江店3階

モーリーファンタジー出雲店 693-0004 島根県出雲市渡橋町１０６６　イオンモール出雲3階

ﾕｰｽﾞﾗﾝﾄﾞ倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江1番地　ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷2F　ﾕｰｽﾞ㈱第1事業部

セガ 倉敷 710-0833 岡山県倉敷市西中新田535-2 https://tempo.sega.jp/am/kurashiki

セガ イオンモール 岡山 700-0907 岡山県岡山市北区下岩井1-2-1イオンモール岡山内6階6024-1区画 https://tempo.sega.jp/am/okayama/

モーリーファンタジーｆ岡山店 700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-2-1　イオンモール岡山4階
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モーリーファンタジー倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江1　イオン倉敷店1階

ﾌﾞﾗｯｸｼﾞｬｯｸ東広島店(BJ) 739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇6120

セガ 海田 736-0042 広島県安芸郡海田町南大正町 3-35 https://tempo.sega.jp/am/kaita

ふぇすたらんど可部店 731-0221 広島県広島市安佐北区可部7丁目4-13　山陽マルナカ可部店 2F

モーリーファンタジーｆ広島祇園点 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園３丁目２－１　イオン広島祇園ショッピングセンター3階

ﾋﾟﾉｯｷｰｽﾊﾟﾃｨｵ山口店 753-0251 山口県山口市大内千坊六丁目9-1 ゆめﾀｳﾝ山口店2F

ソユーファミリーゲームフィールド 防府店 747-0823 山口県防府市鐘紡町7番1号　イオンタウン防府1F https://soyu-am.jp/shop/hofu/

ＰＡＬＯ防府店 747-0802 山口県防府市中央町１－３　イオン防府店3階

徳島県 セガ 徳島 スエヒロボウル 770-0865 徳島県徳島市南末広町4-95-2 https://tempo.sega.jp/am/tokushima/

ｱﾐﾊﾟﾗ松山店 790-0051 愛媛県松山市生石町655-1

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ新居浜店 792-0007 愛媛県新居浜市前田町8-8　ｲｵﾝﾓｰﾙ新居浜2F

ソユーフォレストハンター 松前店 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850番地　エミフルMASAKI AM棟1F https://soyu-am.jp/shop/masaki/

高知県 ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ高知店 780-0026 高知県高知市秦南町1-4-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ高知東館2F

楽市楽座 ｲｵﾝﾓｰﾙ 筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺434-1-337 ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野店3F

楽市楽座 ｲｵﾝﾓｰﾙ福津店 811-3209 福岡県福津市日蒔野6-16-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ福津店3階

楽市楽座 210ﾄﾘｱｽ店 811-2502 福岡県糟屋郡久山町山田990

楽市楽座 砂津店 802-0014 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B棟3F

ﾊﾞﾅﾅﾊﾟｰﾃｨ遠賀店 811-4305 福岡県遠賀郡遠賀町松の本1-1-1ゆめﾀｳﾝ遠賀2階

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ直方店 822-0008 福岡県直方市湯野原2-1-1　ｲｵﾝﾓｰﾙ直方2F

セガアリーナ 中間 809-0013 福岡県中間市上蓮花寺3-1-1 https://tempo.sega.jp/am/nakama

ふぇすたらんど田川店 826-0042 福岡県田川市大字川宮1693-1　サンリブ田川店 2F

モーリーファンタジー若松店 808-0103 福岡県北九州市若松区二島１－３－１　イオン若松店2階

モーリーファンタジー直方店 822-0008 福岡県直方市湯野原2-1-1　イオン直方店2階

モーリーファンタジー八幡東店 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102　イオン八幡東店3階

モーリーファンタジー香椎浜店 813-0016 福岡県福岡市東区香椎浜3-12-1　イオン香椎浜店2階

モーリーファンタジー笹丘店 810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘１－２８－７４　イオン笹丘店　B1階

モーリーファンタジー筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１　イオン筑紫野店3階

楽市楽座　303佐賀大和店 840-0201 佐賀県佐賀市大和町尼寺2965番地

モーリーファンタジー唐津店 847-0022 佐賀県唐津市鏡字立神４６７１　イオン唐津店2階

セガワールド サンスパおおむら 856-0815 長崎県大村市森園町663-3 https://tempo.sega.jp/am/sunspa-omura

セガ みらい長崎ココウォーク 852-8104 長崎県長崎市茂里町1-55みらい長崎ココウォーク　5F https://tempo.sega.jp/am/nagasaki/

モーリーファンタジー大塔店 857-1161 長崎県佐世保市大塔町１４－２　イオン大塔店3階

モーリーファンタジー時津店 851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷７５１－５　イオン時津店2階

楽市楽座 ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本店 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町大字上島長池2232 ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本店2F4007

楽市楽座ｲｵﾝ錦店 868-0303 熊本県球磨郡錦町西字打越715-1

セガアミュプラザくまもと 860-0047 熊本県熊本市西区春日3丁目15番26号アミュプラザくまもと 6F https://tempo.gendasega.jp/am/kumamoto/

FESTA山鹿店 861-0382 熊本県山鹿市方保田字鳥越3468-1　MrMax山鹿ショッピングセンター内

FESTA人吉店 868-0011 熊本県人吉市宝来町1307-1　人吉レックス内

ふぇすたらんど菊陽店 869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼字廣街道2464番　サンリー・カリーノ菊陽2F

モーリーファンタジー熊本店 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町上島字長池2232　イオン熊本店2階

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ大分店 870-0174 大分県大分市公園通り西2丁目1番 ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分2F

FESTAﾌﾘｰﾓｰﾙわさだ店 870-1161 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

FESTAｺｽﾓﾀｳﾝ佐伯店 876-0047 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

楽市楽座 ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎店 880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎店2F

モーリーファンタジー延岡店 882-0847 宮崎県延岡市旭町２－２－１　イオン延岡店2階

モーリーファンタジー宮崎店 880-0834 宮崎県宮崎県宮崎市新別府町江口862-1　イオン宮崎店2階

モーリーファンタジー姶良店 899-5421 鹿児島県姶良市西餅田２６４－１　イオンスタイル姶良3階

モーリーファンタジー鹿児島店 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町7　イオン鹿児島店3階

クラブセガ 北谷 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8 https://tempo.sega.jp/am/chatan

モーリーファンタジー名護店 905-0012 沖縄県名護市字名護見取川原４４７２　イオン名護店　1階

モーリーファンタジー具志川店 904-2235 沖縄県うるま市前原幸崎原３０３番地　イオン具志川店2階

モーリーファンタジー北谷店 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜８－３　イオン北谷店2階

モーリーファンタジーライカム店 901-2300 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地　イオンライカム店4階

モーリーファンタジー南風原店 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町字宮平264　イオン南風原店2階

モーリーファンタジー那覇店 901-0155 沖縄県那覇市金城５－１０－２　イオン那覇店3階

ぽちくれ https://ad.pochi-crane.com/access.php

ｶﾌﾟｺﾝ ﾈｯﾄｷｬｯﾁｬｰ『カプとれ』 https://capcom-netcatcher.com/

GOTON! https://segacatcher.com/

タイトーオンラインクレーン https://www.taito-olcg.com/web/top/

クレーンゲームアプリ『トレバ』 https://bit.ly/3CebF5E

オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」
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https://tempo.sega.jp/am/kaita
https://soyu-am.jp/shop/hofu/
https://tempo.sega.jp/am/tokushima/
https://soyu-am.jp/shop/masaki/
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https://tempo.sega.jp/am/chatan
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