
店舗名称 店舗郵便番号 都道府県 店舗住所

namco長岡 940-2024 新潟県 長岡市堺町字浦田31　アークガレリア長岡内

アピナ長岡店 940-2026 新潟県 長岡市堺東町22

ナムコランドイオン長岡 940-2106 新潟県 長岡市古正寺1-249-1　イオン長岡店3F

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ長岡店 940-2108 新潟県 長岡市千秋2-278　ｱﾋﾟﾀ RIVERSIDE SENSHU 長岡店2F

アピナ上越店 942-0063 新潟県 上越市下門前1661

タイトーＦステーション上越店 943-0173 新潟県 上越市富岡3524Ｊ－ｍａｘシアター内１Ｆ

モーリーファンタジー上越 943-0173 新潟県 上越市富岡３４５８番地

ナムコランドMEGAドン・キホーテ柏崎 945-0033 新潟県 柏崎市東長浜町4-15　MEGAドン・キホーテ柏崎店2F

モーリーファンタジー小千谷 947-0042 新潟県 小千谷市大字平沢新田字荒田３３９

モーリーファンタジー十日町 948-0056 新潟県 十日町市字川端丑７８４－１

ＰＡＬＯ十日町 948-0082 新潟県 十日町市旭町１６１

モーリーファンタジー六日町 949-6632 新潟県 南魚沼市余川３１００

モーリーファンタジー新潟南 950-0150 新潟県 新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号

モーリーファンタジー・ｆ新潟南 950-0150 新潟県 新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号

ｎａｍｃｏ新潟店 950-0912 新潟県 新潟市中央区南笹口１－１－１　ひもろぎビル２Ｆ

DEKKY401 ファミリーパーク 950-0973 新潟県 新潟市中央区上近江4-12-20 Dekky401 2階

モーリーファンタジー新潟青山 950-2002 新潟県 新潟市西区青山２－５－１

ﾌｧﾐﾘｰｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ新潟西店 950-2023 新潟県 新潟市西区小新5-7-21　ｱﾋﾟﾀ新潟西店2F

タイトーFステーション イオン新潟西店 950-2028 新潟県 新潟市西区小新南2丁目1番10号

モーリーファンタジー新潟東 950-8678 新潟県 新潟市東区大形本町３－１－２

ナムコランドイオン三条 955-0082 新潟県 三条市西裏館2-12-20　イオン三条店2F

モーリーファンタジー新発田 957-0061 新潟県 新発田市住吉町５丁目１１番５号

モーリーファンタジー県央 959-1232 新潟県 燕市井土巻３－６５

トヤマレジャーランド呉羽店 930-0106 富山県 富山市高木字貝塚2054

namcoアピタ富山東 930-0835 富山県 富山市上冨居3-8-38　アピタ富山東店2F

アピナ富山豊田店 931-8313 富山県 富山市2-12-66

モーリーファンタジー高岡 933-0062 富山県 高岡市江尻３３１－１



ユーズランド高岡店 933-0813 富山県 高岡市下伏間江383イオンモールSC2F

モーリーファンタジー高岡南 933-0813 富山県 高岡市下伏間江３８３

MEGAドン・キホーテUNY魚津店ゲームコーナー 937-0851 富山県 魚津市住吉600　MEGAドン・キホーテUNY魚津店2F

富山レジャーランド射水店 939-0274 富山県 射水市小島3724-1大阪屋ショップアプリオ2F

モーリーファンタジー小杉 939-0341 富山県 射水市三ヶ２６０２

ユーズランドとなみ店 939-1344 富山県 砺波市中神一丁目174イオンモールとなみ2F区画番号205

モーリーファンタジーとなみ 939-1344 富山県 砺波市中神１丁目１７４番地

MEGAドン・キホーテUNY砺波店ゲームコーナー 939-1363 富山県 砺波市太郎丸3-69　MEGAドン・キホーテUNY砺波店2F

タイトーステーション ファボーレ婦中店 939-2716 富山県 富山市婦中町下轡田165-1

アピタ富山店ナムコランド 939-8071 富山県 富山市上袋100-68　アピタ富山店2F

アピナ富山南店 939-8072 富山県 富山市堀川町355-3

セガアルプラザ金沢 920-0014 石川県 金沢市諸江町30-1

金沢メトロポリス 920-0333 石川県 金沢市無量寺4丁目121番地1

モーリーファンタジー杜の里 920-1184 石川県 金沢市もりの里１丁目７０番地

バイパスレジャーランド加賀店 922-0303 石川県 加賀市箱宮町ヲ1-1

楽市楽座　イオンモール新小松店 923-8565 石川県 小松市清六町315番地　イオンモール新小松店2階

モーリーファンタジー新小松 923-8565 石川県 小松市清六町315番地

アピタ松任店ゲームコーナー 924-0817 石川県 白山市幸明町280　フェアモール松任　アピタ松任店2F

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

モーリーファンタジー白山 924-8777 石川県 白山市横江町土地区画整理事業施工地区内１街区

ナムコランド輪島 928-0022 石川県 輪島市宅田町45-1　パワーシティ輪島ワイプラザ内

モーリーファンタジーかほく 929-1198 石川県 かほく市内日角地内タ２５番

namcoイオンモールかほく 929-1198 石川県 かほく市内日角タ25　イオンモールかほく2F

namcoアルプラザ鹿島 929-1721 石川県 鹿島郡中能登町井田と部1-1　アル・プラザ鹿島2F

namcoフェアモール福井大和田 910-0836 福井県 福井市大和田2-1230　フェアモール福井　アピタ福井大和田店2F

フクイレジャーランドワイプラザ店 910-0838 福井県 福井市新保北1-303ヤスサキワイプラザB棟2F

モーリーファンタジー福井 910-0852 福井県 福井市松城町１２－７

namcoアピタ敦賀 914-0811 福井県 敦賀市中央町1-5-5　アピタ敦賀店2F

ＰＡＬＯ武生 915-0094 福井県 越前市横市町２８－１４－１



モーリーファンタジー鯖江 916-0038 福井県 鯖江市下河端１６字下町１６－１

namcoMEGAドン・キホーテUNY福井 918-8067 福井県 福井市飯塚町11-111　MEGAドン・キホーテUNY福井店2F

タイトーFステーション ラザウォーク甲斐双葉店 400-0107 山梨県 甲斐市志田字柿木616-1

モーリーファンタジービバモール甲斐敷島 400-0124 山梨県 甲斐市中下条２０００番地１

モーリーファンタジー石和 406-0028 山梨県 笛吹市石和町駅前１６－１

楽市楽座　イオンモール甲府店 409-3852 山梨県 中巨摩郡昭和町飯喰1505-1　ｲｵﾝﾓｰﾙ甲府昭和店2階

モーリーファンタジー甲府昭和 409-3852 山梨県 中巨摩郡昭和町飯喰１５０５－１

アピナ長野村山店 381-0011 長野県 長野市村山502-1

アピナ長野川中島店 381-2221 長野県 長野市川中島町御厨967-1

モーリーファンタジー中野 383-0012 長野県 中野市大字一本木２５２－１

アピナ佐久インター店 385-0023 長野県 佐久市岩村田北1-13-1

namcoイオンモール佐久平 385-0029 長野県 佐久市佐久平駅南11-10　イオンモール佐久平2F

モーリーファンタジー上田 386-0018 長野県 上田市常田２－１２－１８

namcoアリオ上田 386-0025 長野県 上田市天神3-5-1　アリオ上田1F

モーリーファンタジー松本 390-0811 長野県 松本市中央４丁目９－５１

モーリーファンタジー南松本 390-0833 長野県 松本市双葉５－２０

楽市楽座　イオンモール松本店 390-8560 長野県 松本市松本中央4丁目9番51号　イオンモール松本店　風庭2階

ＰＡＬＯ諏訪 392-0013 長野県 諏訪市沖田町５－１８

レイクウォーク岡谷店ゲームコーナー 394-0022 長野県 岡谷市銀座1-1-5　レイクウォーク岡谷2F

アピタ飯田店ゲームコーナー 395-0804 長野県 飯田市鼎名古熊2461　アピタ飯田店2F

モーリーファンタジー飯田アップルロード 395-0805 長野県 飯田市鼎一色４５６

アピナ本巣店 501-0471 岐阜県 本巣市政田字下西浦1986イオンタウン本巣内

モーリーファンタジー関 501-3936 岐阜県 関市倉知５１６　サンサンシティ・マーゴ

namcoカラフルタウン岐阜 501-6115 岐阜県 岐阜市柳津町丸野3-3-6　カラフルタウン岐阜内

モーリーファンタジー・ｆ岐阜 502-0882 岐阜県 岐阜市正木中１－２－１　マーサ２１　北館

モーリーファンタジー岐阜 502-0882 岐阜県 岐阜市正木中１－２－１　マーサ２１　南館

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

Asobi no すてぇじ輪之内店 503-0204 岐阜県 安八郡輪之内町四郷229　イオンタウン輪之内SC

モーリーファンタジー大垣 503-0933 岐阜県 大垣市外野２丁目１００番



namcoイオンモール大垣 503-0933 岐阜県 大垣市外野2-100　イオンモール大垣2F

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

namcoイオンモール各務原 504-0943 岐阜県 各務原市那加萱場町3-8　イオンモール各務原2F

モーリーファンタジー多治見 507-0051 岐阜県 多治見市西坂町５－３１－１

ﾊﾞﾛｰﾗﾝﾄﾞ中津川店 508-0034 岐阜県 中津川市淀川町3-8　ﾙﾋﾞｯﾄﾀｳﾝ2F

モーリーファンタジー裾野 410-1118 静岡県 裾野市佐野１０３９

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

モーリーファンタジー・ｆ富士南 416-0934 静岡県 富士市鮫島１１８－１０

タイトーFステーション イオン富士宮店 418-0032 静岡県 富士宮市浅間町1番8号

モーリーファンタジー富士宮 418-0032 静岡県 富士宮市浅間町１－８

カプコン マークイズ静岡 420-0821 静岡県 静岡市葵区柚木191MARK IS 静岡3階

モーリーファンタジー清水 424-0871 静岡県 静岡市清水区上原１－６－１６

モーリーファンタジー焼津 425-0045 静岡県 焼津市祢宜島５５５

タイトーステーション 新浜松ザザシティ店 430-0933 静岡県 浜松市中区鍛冶町15番地

モーリーファンタジー浜松西 432-8061 静岡県 浜松市西区入野町６２４４－１

モーリーファンタジー浜松志都呂 432-8066 静岡県 浜松市西区志都呂町二丁目３７番１号

楽市楽座　サンストリート浜北店 434-0041 静岡県 浜松市浜北区平口２８６１　サンストリート浜北店２階

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

モーリーファンタジー袋井 437-0125 静岡県 袋井市上山梨４丁目１番地の１

namcoアピタ磐田 438-0071 静岡県 磐田市今之浦3-1-11　アピタ磐田店2F

namcoららぽーと磐田 438-0801 静岡県 磐田市高見丘1200　ららぽーと磐田2F

モーリーファンタジー豊橋南 441-8124 愛知県 豊橋市野依町字落合１－１２

モーリーファンタジー豊川 442-0048 愛知県 豊川市開運通り２－３１

ゲームランド岡崎店 444-0840 愛知県 岡崎市戸崎町字外山38-5イオンモール岡崎　２Ｆ

モーリーファンタジー岡崎南 444-0840 愛知県 岡崎市戸崎町字ばら山１－１

西友岡崎店ゲームコーナー 444-0840 愛知県 岡崎市戸崎町越舞2-1　西友岡崎店2F

モーリーファンタジー岡崎 444-0859 愛知県 岡崎市上六名町字宮前１

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ安城南店 444-1154 愛知県 安城市桜井町貝戸尻60　ｱﾋﾟﾀ安城南店2F

ﾌｧﾝﾀｼﾞｰｳｴｽﾄﾀｳﾝ西尾店 445-0064 愛知県 西尾市高畠町3-23-9　ｳﾞｪﾙｻｳｫｰｸ西尾店3F



安城メトロポリス 446-0022 愛知県 安城市浜富町6番地8

モーリーファンタジーワンダーシティ 452-0817 愛知県 名古屋市西区二方町４０

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40 mozo ワンダーシティ4F

ファンタジックランド清洲店 452-0941 愛知県 津島市津島北新開３５１ヨシヅヤ津島本店３F

中川メトロポリス 454-0954 愛知県 名古屋市中川区江松3丁目110番地

アズパークファミリータウン 454-0972 愛知県 名古屋市中川区新家1-2421　SCアズパーク2F

楽市楽座　イオンモール名古屋茶屋店 455-0858 愛知県 名古屋市港区西茶屋２丁目１１　イオンモール名古屋茶屋店３階

モーリーファンタジー名古屋茶屋 455-0858 愛知県 名古屋市港区西茶屋２丁目１１

ｎａｍｃｏららぽーと名古屋みなとアクルス店 455-8501 愛知県 名古屋市港区港明２丁目３番２号　ららぽーと名古屋みなとアクルス店３Ｆ

モーリーファンタジー熱田 456-0023 愛知県 名古屋市熱田区六野一丁目２番１１号

namcoイオンモール熱田 456-0023 愛知県 名古屋市熱田区六野1-2-11　イオンモール熱田4F

モーリーファンタジー・ｆ 新瑞橋 457-0012 愛知県 名古屋市南区菊住１丁目７－１０

プラサカプコン徳重店 458-0801 愛知県 名古屋市緑区鳴海町徳重１８−４４ヒルズウォーク徳重ガーデンズ　ガーデンズ棟2F

namcoイオンモール大高 459-8001 愛知県 名古屋市緑区大高町字奥平子1-1　イオンモール大高3F

モーリーファンタジー大高 459-8016 愛知県 名古屋市緑区南大高２丁目４５０番地

モーリーファンタジーナゴヤドーム前 461-0048 愛知県 名古屋市東区矢田南４丁目１０２番地の３

namcoイオンモールナゴヤドーム前 461-0048 愛知県 名古屋市東区矢田南4-102-3　イオンモールナゴヤドーム前3F

モーリーファンタジー守山 463-0812 愛知県 名古屋市守山区笹ヶ根３－１２２８

モーリーファンタジー名古屋東 465-0008 愛知県 名古屋市名東区猪子石原２－１７０１

namcoららぽーと愛知東郷 470-0186 愛知県 愛知郡東郷町東郷中央土地区画事業62街区1、3　ららぽーと愛知東郷3F

モーリーファンタジー三好 470-0224 愛知県 みよし市三好町青木９１番地

Asobi no すてぇじメグリア藤岡店 470-0431 愛知県 豊田市西中山町道貝101　メグリア藤岡店東側

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

Asobi no すてぇじメグリア本店 471-0833 愛知県 豊田市山之手8丁目92　メグリア本店２F

モーリーファンタジー豊田 471-0864 愛知県 豊田市広路町１－１

namcoリソラ大府 474-0053 愛知県 大府市柊山町1-98　リソラ大府ショッピングテラス2F 

モーリーファンタジー半田 475-0837 愛知県 半田市有楽町８－７

アミューズ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番３イオンモール常滑店２Ｆ

モーリーファンタジー常滑 479-0882 愛知県 常滑市りんくう町２丁目２０番３



楽市楽座　イオンモール扶桑店 480-0105 愛知県 丹羽郡扶桑町南山名字高塚５番地　イオンモール扶桑店２階

モーリーファンタジー扶桑 480-0105 愛知県 丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚５－１

namcoエアポートウォーク名古屋 480-0288 愛知県 西春日井郡豊山町大字豊場字林先1-8　エアポートウォーク名古屋3F

モーリーファンタジー長久手 480-1100 愛知県 長久手市長久手中央土地区画整理事業地５、１０、１１街区

namcoイオンモール長久手 480-1100 愛知県 長久手市長久手中央土地区画整理事業地内5・10・11街区　イオンモール長久手3F

楽市街道　名古屋店 481-0045 愛知県 北名古屋市中之郷神明４５番１

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫﾚｽﾄ江南西店 483-8342 愛知県 江南市松竹町上野205　VIA MALL ｱﾋﾟﾀ江南西店2F

パラボランド小牧店 485-0831 愛知県 小牧市東1丁目126番地イオン小牧店2F

モーリーファンタジー春日井 486-0927 愛知県 春日井市柏井町４－１７

モーリーファンタジー瀬戸みずの 489-0909 愛知県 瀬戸市みずの坂２丁目２５３番地

namcoテラスウォーク一宮 491-0022 愛知県 一宮市両郷町1-6　テラスウォーク一宮2F

モーリーファンタジーメガドンキ大和 491-0932 愛知県 一宮市大和町毛受字一本松１９番地

namcoアピタ稲沢 492-8275 愛知県 稲沢市天池五反田町1　アピタタウン稲沢店シネマ＆アミューズ館2・3F

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

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字南八ツヶ池25-1　イオンモール木曽川3F?

ジャムジャムガーデン津島店 496-0027 愛知県 清須市西市場５－５－３ヨシヅヤ清洲店３F


