
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佐原東 300-0726 茨城県 稲敷市西代１４９５

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　イオンモール土浦店３階

モーリーファンタジー土浦 300-0811 茨城県 土浦市上高津３６７番

ゲームパニックつくば 300-0850 茨城県 土浦市中村東1-1-1サンタスワールド内

ソユートイズニューヨーク 守谷店 302-0110 茨城県 守谷市百合ヶ丘三丁目249番1　イオンタウン守谷2F

モーリーファンタジー下妻 304-0033 茨城県 下妻市堀籠９７２－１

モーリーファンタジーつくば 305-0071 茨城県 つくば市稲岡６６－１

namcoイオンモールつくば 305-0071 茨城県 つくば市稲岡66-1　イオンモールつくば3F

namco iiasつくば 305-0817 茨城県 つくば市研究学園5-19　iiasつくば2F　2190

モーリーファンタジー古河 306-0012 茨城県 古河市旭町１－２－１７

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

ジョイフル本田ひたちなかアミューズパーク 312-0005 茨城県 ひたちなか市新光町34-1　ジョイフル本田ニューポートひたちなか店内ゲームコーナー

宝島　勝田店 312-0057 茨城県 ひたちなか市石川町1-1ＥＭＧＡドン・キホーテ勝田店2Ｆ

宝島　鹿嶋店 314-0031 茨城県 鹿嶋市宮中290-1ショッピングセンターチュリオ1Ｆ

モーリーファンタジー高萩 318-0021 茨城県 高萩市安良川２３１

ユーズランド水戸内原店 319-0317 茨城県 水戸市内原2-1　イオンモール水戸内原２F

モーリーファンタジー水戸内原 319-0317 茨城県 水戸市内原２丁目１番地

モーリーファンタジー東海 319-1111 茨城県 那珂郡東海村舟石川駅東四丁目１番１号

インターパーク＋１宇都宮店 321-0118 栃木県 宇都宮市インターパーク6-5-1

プラボ宇都宮 321-0933 栃木県 宇都宮市簗瀬町1606-1　フェドラP＆D UTSUNOMIYA

モーリーファンタジー今市 321-2493 栃木県 日光市豊田字若林７９－１

モーリーファンタジー真岡 321-4306 栃木県 真岡市台町２６６８

タイトーステーション 宇都宮ベルモール店 321-8555 栃木県 宇都宮市陽東6丁目2-1

タイトーFステーション 小山店 323-0014 栃木県 小山市喜沢1475番地

namcoロブレ小山 323-0023 栃木県 小山市中央町3-7-1　ロブレ小山店4F

モーリーファンタジー小山 323-0806 栃木県 小山市中久喜１４６７－１

アドアーズアシコタウンあしかが 326-0005 栃木県 足利市大月町3番地2　アシコタウンあしかが1階

ドラマ足利店 326-0823 栃木県 足利市朝倉町244-1

ＰＡＬＯ足利 326-0823 栃木県 足利市朝倉町２－２１－１６

タイトーステーション イオンモール佐野新都市店 327-0821 栃木県 佐野市高萩町1324-1

モーリーファンタジー佐野新都市 327-0821 栃木県 佐野市高萩町１３２４－１

namcoフェドラP＆D佐野 327-0821 栃木県 佐野市高萩町1340　フェドラP＆D SANO



namcoイオン栃木 328-8501 栃木県 栃木市箱森町37-9　イオン栃木店2F

ＰＡＬＯ石橋 329-0502 栃木県 下野市下古山３３６２－１

モーリーファンタジーさくら 329-1312 栃木県 さくら市桜野１５５１

ベイシア矢板店ファミリーランド 329-2162 栃木県 矢板市末広町25-1

モーリーファンタジー那須塩原 329-3152 栃木県 那須塩原市島方４５５

namcoアカマル 370-0001 群馬県 高崎市中尾町44-1　アカマル2F

群馬レジャーランド高崎駅東口店 370-0046 群馬県 高崎市江木町333番地1高崎ＥＸビル2階

モーリーファンタジー倉賀野 370-1201 群馬県 高崎市倉賀野町４６９１－１

ユーズランド高崎店 370-3521 群馬県 高崎市棟高町1400番地イオンモール高崎2F

モーリーファンタジー高崎 370-3521 群馬県 高崎市棟高町１４００番地

タイトーFステーション 前橋リリカ店 371-0033 群馬県 前橋市国領町2-14-1　　　　

namcoけやきウォーク前橋 371-0801 群馬県 前橋市文京町2-1-1　けやきウォーク前橋2F

モーリーファンタジーミスターマックス伊勢崎 372-0801 群馬県 伊勢崎市宮子町３５５６番地１

namco伊勢崎 372-0801 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 372-0812 群馬県 伊勢崎市連取町3066-1

ユーズランド太田店 373-0808 群馬県 太田市石原町81イオンモール太田2F

モーリーファンタジー太田 373-0808 群馬県 太田市石原町８１番地

群馬レジャーランド太田店 373-0823 群馬県 太田市西矢島町162番地2

群馬レジャーランド藤岡店 375-0005 群馬県 藤岡市中2002-1

宝島　桐生店 376-0044 群馬県 桐生市永楽町5-10ＭＥＧＡドン・キホーテ桐生店3Ｆ

タカラ島大間々店 376-0101 群馬県 みどり市大間々町大間々40番地さくらもーる2F

群馬レジャーランド渋川店 377-0003 群馬県 渋川市八木原1364

モーリーファンタジーガーデン前橋 379-2121 群馬県 前橋市小屋原町４７２－１

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3F 302区画

あそびライブラリー川口店 180-0004 埼玉県 川口市宮町18-9ララガーデン川口2Ｆ

プレイランド イオン北浦和店　　　　　　 330-0061 埼玉県 さいたま市浦和区　　　　　　　　　

タイトーFステーション ダイエー大宮店 330-0854 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2-3

namcoステラタウン 331-0812 埼玉県 さいたま市北区宮原町1-854-1　ステラタウン3F

モーリーファンタジー大宮 331-0825 埼玉県 さいたま市北区櫛引町２－５７４－１

ソユーゲームフィールド 川口店 332-0033 埼玉県 川口市並木元町1番79号　アリオ川口3F

モーリーファンタジー川口 333-0834 埼玉県 川口市安行領根岸3180

楽市楽座　イオンモール川口前川店 333-0842 埼玉県 川口市前川１－１－１１　イオンモール川口前川店３階　

モーリーファンタジー川口前川 333-0842 埼玉県 川口市　前川１丁目１番１１号

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



ギガステーション戸田店 335-0031 埼玉県 戸田市美女木943-7

モーリーファンタジー北戸田 335-0032 埼玉県 戸田市美女木東１－３－１

namcoイオンモール北戸田 335-0032 埼玉県 戸田市美女木東1-3-1　イオンモール北戸田3F

宝島　浦和美園店 336-0967 埼玉県 さいたま市緑区美園5-50-1イオンモール浦和美園2Ｆ

モーリーファンタジー浦和美園 336-8760 埼玉県 さいたま市緑区美園五丁目５０番地１

モーリーファンタジー与野 338-0004 埼玉県 さいたま市中央区本町西５丁目２－９

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

モーリーファンタジー草加マルイ 340-0015 埼玉県 草加市高砂２丁目９番１号

ラクガキ王国 三郷店 341-0051 埼玉県 三郷市天神2丁目22番地

ゲームパニック三郷 341-0052 埼玉県 三郷市ピアラシティ1-1-200

ユーズランド越谷店 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kaze 3F

モーリーファンタジーレイクタウン 343-0828 埼玉県 越谷市レイクタウン３丁目１番地１

namcoイオンレイクタウン 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mori3F

埼玉レジャーランド春日部店 344-0041 埼玉県 春日部市大字増富字谷際163-1

ゲーセン クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶブリブリシネマスタジオ344-0064 埼玉県 春日部市 南1-1-1 ララガーデン春日部 3階

ユーズランド春日部店 344-0122 埼玉県 春日部市下柳420-1　イオンモール春日部２F

モーリーファンタジー春日部 344-0122 埼玉県 春日部市下柳４２０－１

プレイランド 菖蒲店 346-0106 埼玉県 久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1　モラージュ菖蒲3F

プラサカプコン羽生店 348-0039 埼玉県 羽生市川崎２－２８１－３イオンモール羽生２Ｆ

モーリーファンタジー羽生 348-0039 埼玉県 羽生市川崎２丁目２８１番地３

アピナ川越店 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

モーリーファンタジー狭山 350-1333 埼玉県 狭山市上奥富１１２６－１

コロコロBASE～コロコロひみつ基地～ 354-8560 埼玉県 富士見市 山室1-1313 ららぽーと富士見 2階

モーリーファンタジービバモール東松山 355-0021 埼玉県 東松山市神明町2丁目11番6号

モーリーファンタジーふじみ野 356-0011 埼玉県 ふじみ野市福岡二丁目１番６号

namcoイオンタウンふじみ野 356-0011 埼玉県 ふじみ野市福岡2-1-6　イオンタウンふじみ野3F

ＰＡＬＯ埼玉大井 356-0044 埼玉県 ふじみ野市西鶴ケ岡１丁目３番１５号

モーリーファンタジー大井 356-0050 埼玉県 ふじみ野市ふじみ野１－２－１

モーリーファンタジー入間 358-0013 埼玉県 入間市上藤沢４６２－１

ＰＡＬＯ熊谷 360-0815 埼玉県 熊谷市本石２－１３５

ＦＥＳＴＡ古河 362-0034 埼玉県 上尾市愛宕3丁目1-40　バリュープラザ上尾愛宕店 2F

モーリーファンタジー上尾 362-0034 埼玉県 上尾市愛宕三丁目8番1号

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ深谷店 366-0052 埼玉県 深谷市上柴町西4-2-14　ｱﾘｵ深谷店2F

モーリーファンタジービバモール本庄中央 367-0053 埼玉県 本庄市中央２丁目４番６０号



ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ吹上店 369-0131 埼玉県 鴻巣市袋字道上90-1　FUJI MALL 吹上店2F

モーリーファンタジー上里 369-0301 埼玉県 児玉郡上里町大字金久保字蓮山３５９番１

キッズプラザきゃらんど 上里店 369-0306 埼玉県 児玉郡 上里町 大字七本木2272-1 UNICUS上里 2階

スポーツウェーブ鉄腕２４ 260-0824 千葉県 千葉市中央区浜野町1025-59

タイトーステーション アリオ蘇我店 260-0835 千葉県 千葉市中央区川崎町52-7

セガアリーナ蘇我 260-0835 千葉県 千葉市中央区川崎町51-1 ハーバーシティ蘇我 フェスティバルウォーク アミューズメント棟1F

ゲームファンタジア美浜 261-0002 千葉県 千葉市美浜区新港32-6-1　ﾐﾊﾏ･ﾆｭｰﾎﾟｰﾄ･ﾘｿﾞｰﾄ 1号棟-2

モーリーファンタジー幕張新都心 261-0024 千葉県 千葉市美浜区豊砂１－５

SPACE ATHLETIC TONDEMI トンデミ幕張新都心 261-8535 千葉県 千葉市美浜区豊砂1-1他　イオンモール幕張新都心　ファミリーモール3F

namcoイオンモール幕張新都心 261-8535 千葉県 千葉市美浜区豊砂1-1　イオンモール幕張新都心　グランドモール3F

千葉レジャーランド稲毛店 263-0043 千葉県 千葉市稲毛区小仲台2-5-7海宝ビル２Ｆ

モーリーファンタジー鎌取 266-0031 千葉県 千葉市緑区おゆみ野３丁目１６－１

モーリーファンタジーおゆみ野 266-0033 千葉県 千葉市緑区おゆみ野南５丁目３７－１

モーリーファンタジーあすみが丘 267-0066 千葉県 千葉市緑区あすみが丘７丁目１番

namcoテラスモール松戸 270-0023 千葉県 松戸市八ケ崎2-8-1　テラスモール松戸内3F

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3-2-21

namco流山おおたかの森S・C 270-0121 千葉県 流山市西初石6-185-2　おおたかの森S・C3F

ゲームランド千葉ニュータウン店 270-1350 千葉県 印西市中央北３丁目２番イオンモール千葉ニュータウン　モール棟3棟

モーリーファンタジー千葉ニュータウン 270-1350 千葉県 印西市中央北３丁目１番１

namco松戸 271-0092 千葉県 松戸市松戸1230-1　ピアザ松戸1F

ＰＡＬＯ市川 272-0015 千葉県 市川市鬼高　１－１－１

タイトーＦステーション市川妙典店 272-0111 千葉県 市川市妙典4-1-1イオン市川妙典店２番街２Ｆ

モーリーファンタジー市川妙典 272-0111 千葉県 市川市妙典５－３－１

モーリーファンタジー船橋 273-0045 千葉県 船橋市山手１丁目１番地８号

namcoイオンモール船橋 273-0045 千葉県 船橋市山手1-1-8　イオンモール船橋3F

モーリーファンタジー鎌ヶ谷 273-0107 千葉県 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷２丁目７番１号

モーリーファンタジー東習志野 275-0001 千葉県 習志野市東習志野６丁目７－８

モーリーファンタジー津田沼 275-0016 千葉県 習志野市津田沼１丁目２３番１号

スーパービバホーム新習志野店    ２階ゲームコーナー 275-0024 千葉県 習志野市茜浜1-1-2    ２Ｆ

MORISIA AMUSE PARK 275-0026 千葉県 習志野市谷津1-16-1　モリシア津田沼2F

モーリーファンタジー八千代緑が丘 276-0049 千葉県 八千代市緑が丘２丁目１－３

namcoイオンモール八千代緑が丘 276-0049 千葉県 八千代市緑が丘2-1-3　イオンモール八千代緑が丘4F

モーリーファンタジー柏 277-0854 千葉県 柏市豊町２丁目５番２５号

宝島　柏の葉店 277-0871 千葉県 柏市若柴175ららぽーと柏の葉店3Ｆ



モーリーファンタジーノア 278-0031 千葉県 野田市中根３６－１

宝島　新浦安店 279-0012 千葉県 浦安市入船1-4-1イオン新浦安店4Ｆ

namcoシェラトントーキョーベイ 279-0031 千葉県 浦安市舞浜1-9　シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル　オアシス2F

ポニー四街道店 284-0009 千葉県 四街道市中央５番地　イトーヨーカドー四街道店2階

モーリーファンタジーユーカリが丘 285-0850 千葉県 佐倉市西ユーカリが丘６－１２－３

イオンタウンユーカリが丘店ゲームコーナー 285-0850 千葉県 佐倉市西ユーカリが丘6-12　イオンタウンユーカリが丘3F　西街区

プラサカプコン成田店 286-0021 千葉県 成田市ウイング土屋２４イオンモール成田２Ｆ

モーリーファンタジー成田 286-0029 千葉県 成田市ウイング土屋２４番地

タイトーFステーション ボンベルタ成田店 286-8521 千葉県 成田市赤坂2-1-10

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

モーリーファンタジー八街 289-1104 千葉県 八街市文違３０１

千葉レジャーランド成東店 289-1327 千葉県 山武市姫島111-1

ゲームランドちはら台店 290-0194 千葉県 市原市ちはら台西3丁目4番(2058)unimoちはら台ショッピングセンター2F

ソユーゲームフィールド 木更津店 292-0835 千葉県 木更津市築地1番4　イオンモール木更津２Ｆ

モーリーファンタジー木更津 292-0835 千葉県 木更津市築地１－４

モーリーファンタジー館山 294-0047 千葉県 館山市八幡５４５－１

GS茂原店 297-0012 千葉県 茂原市六ツ野2785-1ライフガーデン茂原内

モーリーファンタジー長浦 299-0246 千葉県 袖ヶ浦市長浦駅前１－７

セガ東京ドームシティ 112-0004 東京都 文京区後楽1-3-61

namco王子サンスクエア 114-0002 東京都 北区王子1-4-1　サンスクエアビル2F

あそんじゃ王国 123-0843 東京都 足立区西新井栄町1-20-1　アリオ西新井店3階

アドアーズ新小岩 124-0024 東京都 葛飾区新小岩1-44-4　VORT新小岩ビル B1～3階

こち亀ゲームぱ～く 125-0061 東京都 葛飾区 亀有3-49-3 アリオ亀有 3階

東京レジャーランド亀有店 125-0061 東京都 葛飾区亀有3-21-2

タイトーＦステーションオリナス錦糸町店 130-0012 東京都 墨田区太平4-1-2オリナスモール地下1F

キッズプラザきゃらんど 曳舟店 131-0046 東京都 墨田区 京島1-2-1 イトーヨーカドー曳舟店 4階

宝島　瑞江店 132-0011 東京都 江戸川区瑞江2-1-2 ドン・キホーテ ラパーク瑞江店4Ｆ

モーリーファンタジー島忠ホームズ葛西 134-0084 東京都 江戸川区東葛西９－３－６

ＮＯＳＩＣＡＮＯＳＩＣＡ葛西 134-0088 東京都 江戸川区西葛西３－９－１９

namcoイトーヨーカドー木場 135-0042 東京都 江東区木場1-5-30　イトーヨーカドー木場店2・3F

ｎａｍｃｏヴィーナスフォート店 135-0064 東京都 江東区青海１－３－１５　ヴィーナスフォート２Ｆ

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ北砂店 136-0073 東京都 江東区北砂2-17-1　ｱﾘｵ北砂店ｱﾘｵﾓｰﾙ3F　

アドアーズ南砂町SUNAMO 136-0075 東京都 江東区新砂3-4-31　南砂町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰSUNAMO 4階

モーリーファンタジー南砂 136-0076 東京都 江東区南砂６－７－１５



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

タイトーステーション BIGFUN平和島店 143-0006 東京都 大田区平和島 1-1-1

アドアーズ中野 164-0001 東京都 中野区中野5-52-15  ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ 1階

タイトーステーション BIGBOX高田馬場店 169-0075 東京都 新宿区高田馬場1-35-3

アドアーズサンシャイン 170-0013 東京都 豊島区東池袋1-14-4   1～3階

モーリーファンタジー板橋 175-0083 東京都 板橋区徳丸２丁目６番地１

namcoイオン練馬 179-0072 東京都 練馬区光が丘5-1-1　イオン練馬店4F

ポニー武蔵境店 180-0023 東京都 武蔵野市境南町2-2-20　イトーヨーカドー武蔵境店東館3階

ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾘｰﾌ国領店 182-0022 東京都 調布市国領町8-2-64　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ国領店3F

セガワールド府中 183-0046 東京都 府中市西原町1-6-2 フレスポ府中2F

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ武蔵小金井店 184-0004 東京都 小金井市本町6-14-9　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ武蔵小金井店4F 

モーリーファンタジー小平 187-0031 東京都 小平市小川東町２－１２－１

namcoららぽーと立川立飛 190-0015 東京都 立川市泉町935-1　ららぽーと立川立飛3F

ユーズランド日の出店 190-0182 東京都 西多摩郡日の出町平井三吉野桜木237-3イオンモール日の出3F

モーリーファンタジー日の出 190-0182 東京都 西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木２３７番３

namcoザ・モールみずほ16 190-1203 東京都 西多摩郡瑞穂町高根623　ザ・モールみずほ16　1F

ドラマ瑞穂店 190-1213 東京都 西多摩郡瑞穂町武蔵382-1

モーリーファンタジー多摩平の森 191-0062 東京都 日野市多摩平２丁目４番１

ドラマ八王子高倉店 192-0033 東京都 東京都八王子市高倉町55-4

ザ・ビッグ昭島アミューズパーク 196-0024 東京都 昭島市宮沢町500-1　ザ・ビッグ昭島店3F

モーリーファンタジー東久留米 203-0023 東京都 東久留米市南沢５丁目１７

モーリーファンタジークルネ 203-0041 東京都 東久留米市野火止１丁目３－３

ＰＡＬＯ聖蹟桜ヶ丘 206-0011 東京都 多摩市関戸４－７２

キッズトレイン永山店 206-0025 東京都 東京都　多摩市　永山1-4 グリナード永山3階

タイトーステーション 多摩センター店 206-0033 東京都 多摩市落合1-45-1

モーリーファンタジーむさし村山 208-0022 東京都 武蔵村山市榎１丁目１番３号

セガイオンモールむさし村山 208-0022 東京都 東京都武蔵村山市榎1-1-3 イオンモールむさし村山2F

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番地ダイスビル地下2階

ファミリーファーム　川崎ルフロン店 210-0024 神奈川県 川崎市川崎区日進町1番地11　川崎ルフロン6階

なっつべりぃ川崎店 210-0807 神奈川県 川崎市川崎区港町12-1イトーヨーカドー2F

プレイランド 川崎店 210-0843 神奈川県 川崎市川崎区小田栄二丁目2-1　イトーヨーカドー川崎店3F

モーリーファンタジー川崎小田栄 210-0843 神奈川県 川崎市川崎区小田栄２－３－１

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

namcoラゾーナ川崎 212-8576 神奈川県 川崎市幸区堀川町72-1　LAZONA川崎プラザ4F



タイトーステーション 溝の口店　　　　　 213-0001 神奈川県 川崎市高津区溝口1-11-8　　

イオン新百合ヶ丘ファミリーパーク 215-0021 神奈川県 川崎市麻生区上麻生1-19　イオン新百合ヶ丘店4F

namcoトレッサ横浜 222-0002 神奈川県 横浜市港北区師岡町700　トレッサ横浜南棟3F

モーリーファンタジー横浜新吉田 223-0058 神奈川県 横浜市港北区新吉田東八丁目４９番１号

モーリーファンタジー港北 224-0003 神奈川県 横浜市都筑区中川中央１－３１－１－５０８３

namco港北TOKYUショッピングセンター 224-0032 神奈川県 横浜市都筑区茅ケ崎中央5-1　港北TOKYU SC6F

ドラマ港北インター店 224-0045 神奈川県 横浜市都筑区東方町321-6

ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸｼﾞｬｰﾆｰ横浜店 224-0053 神奈川県 横浜市都筑区池辺町4035-1　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰららぽーと横浜店2F 

namco都筑 224-0057 神奈川県 横浜市都筑区川和町846-1

横浜みなとみらい万葉の湯 8階 231-0001 神奈川県 横浜市中区新港2-7-1

ハムリーズ横浜ワールドポーターズ 231-0001 神奈川県 横浜市中区新港2-2-1　横浜ワールドポーターズ2F

アピナ山下公園店 231-0801 神奈川県 横浜市中区1-2-8港山下ナナイロビル2階

モーリーファンタジー本牧 231-0821 神奈川県 横浜市中区本牧原７－１

モーリーファンタジー港南台 234-0054 神奈川県 横浜市港南区港南台３－１－２

モーリーファンタジー金沢八景 236-0021 神奈川県 横浜市金沢区泥亀１－２７－１

プラサカプコン横須賀店 238-0007 神奈川県 横須賀市若松町２－３０モアーズシティ４Ｆ

namcoコースカベイサイドストアーズ 238-0041 神奈川県 横須賀市本町2-1-12　コースカベイサイドストアーズ5F

モーリーファンタジー久里浜 239-0831 神奈川県 横須賀市久里浜５丁目１３－１

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

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

モーリーファンタジー大和 242-0023 神奈川県 大和市渋谷六丁目６番地１

神奈川レジャーランド厚木店 243-0031 神奈川県 厚木市戸室5丁目31-1

タイトーステーション 海老名ビナウォーク店 243-0432 神奈川県 海老名市中央1ー18-1

プレイランド　ダイエー海老名店 243-0432 神奈川県 海老名市中央3-2-5

モーリーファンタジーサクラス戸塚 244-0003 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町４２５３－１

モーリーファンタジー東戸塚 244-0801 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町５３５－１

キッズプラザきゃらんど 立場店 245-0015 神奈川県 横浜市 泉区 中田西1-1-15 イトーヨーカドー立場店 3階

モーリーファンタジー三ツ境 246-0022 神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境７－１

キッズトレイン小田原店 250-0872 神奈川県 小田原市　中里208　ダイナシティウエストモール4F

楽市楽座　湘南藤沢店 251-0042 神奈川県 藤沢市辻堂新町４丁目３番５号　ミスターマックス湘南藤沢ＳＣ　２階

ソユーゲームフィールド 湘南店 251-0042 神奈川県 藤沢市辻堂新町四丁目1番1号　湘南モールFILL2F

ドラマ藤沢店 251-0875 神奈川県 藤沢市本藤沢5-6-8

モーリーファンタジー座間 252-0012 神奈川県 座間市広野台２丁目１０－４

namcoイオンモール座間 252-0012 神奈川県 座間市広野台2-10-4　イオンモール座間3F



アピナ橋本店 252-0131 神奈川県 相模原市緑区西橋本5-1-1　ラ・フロール駐車場棟1階

アドアーズ橋本 252-0143 神奈川県 相模原市緑区橋本3-3-1　SING橋本 2階

モーリーファンタジー相模原小山 252-0205 神奈川県 相模原市中央区小山３－３７－１

モーリーファンタジーイオン相模原 252-0344 神奈川県 相模原市南区古淵２－１０－１

namcoイオン相模原 252-0344 神奈川県 相模原市南区古淵2-10-1　イオン相模原SC内

モーリーファンタジー茅ヶ崎中央 253-0041 神奈川県 茅ヶ崎市茅ケ崎３丁目５番１６号

モーリーファンタジー湘南茅ヶ崎 253-0041 神奈川県 茅ヶ崎市茅ヶ崎２－７－７１

namcoOSC湘南シティ 254-0807 神奈川県 平塚市代官町33-1　OSC湘南シティ内

タイトーステーション 小田原シティーモール店 256-0813 神奈川県 小田原市前川120

モーリーファンタジー秦野 257-0041 神奈川県 秦野市入船町１２－１


