
店舗名 店舗郵便番号都道府県 店舗住所

モーリーファンタジー札幌麻生 001-0039 北海道 札幌市北区北３９条西４－１－５

モーリーファンタジー東札幌 003-0003 北海道 札幌市白石区東札幌３条２－１

namcoラソラ札幌 003-0003 北海道 札幌市白石区東札幌三条1-1-1　ラソラ札幌Atown 2F

ゲームコーナー新さっぽろ 004-0052 北海道 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６－２

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

モーリーファンタジー手稲山口 006-0861 北海道 札幌市手稲区明日風６丁目１番１号

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

キャッツアイ東苗穂店 007-0806 北海道 札幌市東区東苗穂6条2丁目1-25

アドアーズ札幌北42条 007-0842 北海道 札幌市東区北42条東7-1-1　嶋ﾋﾞﾙ2階

モーリーファンタジー湯川 042-0932 北海道 函館市湯川町３－１４－５

namcoウイングベイ小樽 047-0008 北海道 小樽市築港11-5　ウイングベイ小樽5番街2・3F

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

モーリーファンタジー苫小牧 053-0053 北海道 苫小牧市柳町３－１－２０

ＰＡＬＯ苫小牧 053-0814 北海道 苫小牧市糸井１３５－１　トライアルＧ棟

モーリーファンタジー登別 059-0026 北海道 登別市若山町４－３３－１

モーリーファンタジー札幌桑園 060-0008 北海道 札幌市中央区北８条西１４丁目２８番地

namcoサッポロファクトリー 060-0031 北海道 札幌市中央区北一条東4-1-1　サッポロファクトリー1条館内

モーリーファンタジー石狩緑苑台 061-3230 北海道 石狩市緑苑台中央１丁目２番

プラボ札幌西町 063-0061 北海道 札幌市西区西町北13-1　ワンダーシティ札幌

モーリーファンタジー札幌琴似 063-0812 北海道 札幌市西区琴似２条４－２－２

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札幌発寒 063-0828 北海道 札幌市西区発寒８条１２丁目１－１

モーリーファンタジー札幌元町 065-0031 北海道 札幌市東区北３１条東１５丁目１－１

namcoアリオ札幌 065-8518 北海道 札幌市東区北七条東9-2-20　アリオ札幌スパ・レジャー館2F　233区画

モーリーファンタジー三笠 068-2165 北海道 三笠市岡山１０５９－１



PALO江別 069-0812 北海道 江別市幸町３５

モーリーファンタジー旭川パルプ 070-0011 北海道 旭川市パルプ町１条２丁目５０５番地２

ソユーゲームフィールド 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4F

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

モーリーファンタジー旭川西 070-0823 北海道 旭川市緑町２３－２１６１－３

ＰＡＬＯ滝川 073-0024 北海道 滝川市東町２丁目２９－１

タイトーステーション イオンモール釧路昭和店 084-0902 北海道 釧路市昭和中央4-18-1

モーリーファンタジー釧路昭和 084-0910 北海道 釧路市昭和中央　４－１８－１

モーリーファンタジー中標津 086-1146 北海道 標津郡中標津町南町３番地１０

ＰＡＬＯ釧路 088-0621 北海道 釧路郡釧路町桂木１－１－７

ＰＡＬＯ網走 093-0033 北海道 網走市駒場北５丁目８３番地

モーリーファンタジー名寄 096-0071 北海道 名寄市字徳田８０番地１

ソユーゲームフィールド 青森店 030-0843 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

モーリーファンタジー八戸田向 031-0011 青森県 八戸市田向３丁目５－１

ソユーゲームフィールド八戸店 031-0071 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三沢 033-0037 青森県 三沢市松園町３－１０－１

モーリーファンタジー十和田 034-0041 青森県 十和田市大字相坂字六日町山１６６番１

ＰＡＬＯむつ 035-0073 青森県 むつ市中央２丁目７番８号

モーリーファンタジー平賀 036-0111 青森県 平川市小和森上松岡１９３－１

ＰＡＬＯ黒石 036-0515 青森県 黒石市富士見１０３番地３

ＰＡＬＯ五所川原 037-0004 青森県 五所川原市大字唐笠柳字藤巻６４１番１

namcoエルムの街ショッピングセンター 037-0004 青森県 五所川原市唐笠柳字藤巻517-1　エルムの街SC　C棟2F

モーリーファンタジーつがる柏 038-3107 青森県 つがる市柏稲盛幾世４１

モーリーファンタジー鶴田 038-3503 青森県 北津軽郡鶴田町大字鶴田字中泉２４５番地１

モーリーファンタジー藤崎 038-3803 青森県 南津軽郡藤崎町大字西豊田１－７－１

ユーズランド下田店 039-2112 青森県 上北郡おいらせ町中野平４０－１イオンモール内１階

モーリーファンタジー下田 039-2112 青森県 上北郡おいらせ町中野平４０－１



モーリーファンタジー盛岡 020-0148 岩手県 盛岡市前潟４－７－１

モーリーファンタジーサンサ盛岡南 020-0836 岩手県 盛岡市津志田西２丁目１７－５０

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

モーリーファンタジー一関 021-0055 岩手県 一関市山目字泥田８９－１

ソユーゲームフィールド 釜石店 026-0011 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 028-0041 岩手県 久慈市長内町第３０地割３２－２

モーリーファンタジー遠野 028-0522 岩手県 遠野市新穀町１－１１

モーリーファンタジー盛岡渋民 028-4132 岩手県 盛岡市玉山区渋民字鶴飼２０番地－１

モーリーファンタジースーパーセンター一関 029-0131 岩手県 一関市狐禅寺字石ノ瀬１１番１

モーリーファンタジー前沢 029-4204 岩手県 奥州市前沢区向田２丁目８５

モーリーファンタジー利府 981-0114 宮城県 宮城郡利府町新中道3-1-1

namcoイオンモール新利府南館 981-0114 宮城県 宮城郡利府町新中道3-1-1　イオンモール利府南館3F

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

namcoイオンモール名取 981-1294 宮城県 名取市杜せきのした5-3-1　イオンモール名取2F

ビーカム松森店 981-3111 宮城県 仙台市泉区松森字斉兵衛58-1

namcoヨークタウン市名坂 981-3117 宮城県 仙台市泉区市名坂字中道100-9　ヨークタウン市名坂内

namcoアリオ仙台泉 981-3133 宮城県 仙台市泉区泉中央1-5-1　アリオ仙台泉5F

GAME BANK泉 981-3137 宮城県 仙台市泉区大沢2-5-4

モーリーファンタジー仙台中山 981-3213 宮城県 仙台市泉区南中山１－３５－４０

モーリーファンタジー富谷 981-3329 宮城県 富谷市大清水１ー３３－１

namcoイオンモール富谷 981-3329 宮城県 富谷市大清水1-33-1　イオンモール富谷2F

ゲームフィールド　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　ザ・モール仙台長町店3Ｆ

タイトーステーション 仙台ベガロポリス店 982-0034 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鈎取 982-0804 宮城県 仙台市太白区鈎取本町1-21-1

モーリーファンタジー仙台卸町 984-0015 宮城県 仙台市若林区卸町1-1

モーリーファンタジー塩釜 985-0002 宮城県 塩釜市海岸通１５番１００号

モーリーファンタジー多賀城 985-0845 宮城県 多賀城市町前４－１－１



プラサカプコン石巻店 986-0861 宮城県 石巻市蛇田字新金沼170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 986-0866 宮城県 石巻市茜平４－１０４番地

モーリーファンタジー石巻東 986-2103 宮城県 石巻市流留字七勺１番１

モーリーファンタジー涌谷 987-0121 宮城県 遠田郡涌谷町字洞ヶ崎５番地

モーリーファンタジー気仙沼 988-0101 宮城県 気仙沼市赤岩舘下６－１外

モーリーファンタジー栗原志波姫 989-5612 宮城県 栗原市志波姫新熊谷１１番

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

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

モーリーファンタジー秋田中央 010-0029 秋田県 秋田市楢山川口境５－１１

ソユーゲームフィールド 御所野店 010-1413 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御所野 010-1413 秋田県 秋田市御所野地蔵田１－１－１

モーリーファンタジー横手 013-0043 秋田県 横手市安田字向田１４７

プラサカプコン大曲店 014-0033 秋田県 大仙市和合字坪立177イオン大曲ショッピングセンター２Ｆ

モーリーファンタジー大曲 014-0033 秋田県 大仙市和合字坪立１７７番地

モーリーファンタジー中仙 014-0203 秋田県 大仙市北長野字袴田１８８

モーリーファンタジー能代 016-0825 秋田県 能代市柳町１１－１

モーリーファンタジー大館 017-0041 秋田県 大館市大田面２３８

namcoイオンタウン大館西 017-0864 秋田県 大館市根下戸新町18-121　イオンタウン大館西内

ゲームフィールド鷹巣店 018-3302 秋田県 北秋田市栄字前綱76　いとく鷹巣ショッピングセンター内

モーリーファンタジー山形北 990-0810 山形県 山形市馬見ケ崎２－１２－１９

ビーカム成沢店 990-2339 山形県 山形市成沢西5-3-27

モーリーファンタジー山形南 990-2453 山形県 山形市若宮３－７－８

モーリーファンタジー米沢 992-0044 山形県 米沢市春日２－１３－４

モーリーファンタジー天童 994-0067 山形県 天童市芳賀タウン北４-１－１

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2階　

アピナ鶴岡店 997-0003 山形県 鶴岡市文下字広野1-1

ナムコランドS-MALL 997-0031 山形県 鶴岡市錦町2-21　S-MALL 2F



モーリーファンタジー三川 997-1316 山形県 東田川郡三川町大字猪子字和田庫１２８－１

モーリーファンタジー酒田南 998-0828 山形県 酒田市あきほ町１２０－１

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

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

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

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

タイトーＦステーション郡山オリエントパーク店 963-0111 福島県 郡山市安積町荒井字大久保35-1

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

namco郡山西部プラザ 963-8022 福島県 郡山市西ノ内2-11-35　西部プラザ1F

namcoイオンタウン郡山 963-8812 福島県 郡山市松木町2-88　イオンタウン郡山内

ＰＡＬＯ喜多方 966-0096 福島県 喜多方市字押切南２－４２－１

モーリーファンタジー鏡石 969-0403 福島県 岩瀬郡鏡石町桜岡３７５－９

モーリーファンタジーいわき 970-8026 福島県 いわき市平字三倉６８－１

ソユーゲームフィールドいわき小名浜店 971-8555 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3階　

モーリーファンタジーいわき小名浜 971-8555 福島県 いわき市小名浜字辰巳町７９

モーリーファンタジー相馬 976-0036 福島県 相馬市馬場野字雨田５１


