
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四日市泊 510-0883 三重県 四日市市泊小柳町4-5

カヨーアミューズパーク 510-0885 三重県 四日市市日永4-2-41

モーリーファンタジー四日市北 510-8016 三重県 四日市市富州原町２－４０

楽市楽座　イオンモール東員店 511-0255 三重県 員弁郡東員町大字長深字築田５１０-１　イオンモール東員店３階

モーリーファンタジー東員 511-0255 三重県 員弁郡東員町長深字築田５１０番地１

モーリーファンタジー桑名 511-0863 三重県 桑名市新西方１丁目２２番地

ＰＡＬＯ桑名 511-0863 三重県 桑名市新西方１丁目２２番地

モーリーファンタジー四日市尾平 512-0921 三重県 四日市市尾平町字天王川原１８０５

モーリーファンタジーハンター鈴鹿 513-0806 三重県 鈴鹿市算所２－５－１

モーリーファンタジーイオン鈴鹿 513-0834 三重県 鈴鹿市庄野羽山４－１－２

namcoイオンモール鈴鹿 513-0834 三重県 鈴鹿市庄野羽山4-1-2　イオンモール鈴鹿2F

モーリーファンタジー津南 514-0817 三重県 津市高茶屋小森町145番地

ＰＡＬＯ津南 514-0817 三重県 津市高茶屋小森町145番地

モーリーファンタジー津城山 514-1112 三重県 津市久居小野辺町１１３０－７

タイトーステーション イオンモール明和店 515-0348 三重県 多気郡明和町中村1223

モーリーファンタジー明和 515-0348 三重県 多気郡明和町中村長波賀１２２３番地

モーリーファンタジー松阪 515-0812 三重県 松阪市船江町１３９２－２７

モーリーファンタジー伊勢ララパーク 516-0007 三重県 伊勢市小木町曽祢５３８

モーリーファンタジー阿児 517-0501 三重県 志摩市阿児町鵜方３２１５

モーリーファンタジー伊賀上野 518-0838 三重県 伊賀市上野茅町２５１９

モーリーファンタジー大津京 520-0025 滋賀県 大津市皇子が丘３－１１－１

エースレーン堅田 520-0241 滋賀県 大津市今堅田2丁目40－10　

滋賀レジャーランド大津店 520-0801 滋賀県 大津市におの浜3-1-43イオンタウンアヤハプラザ内

モーリーファンタジー大津一里山 520-2153 滋賀県 大津市一里山７－１－１

namcoビバシティ彦根 522-0044 滋賀県 彦根市竹ケ鼻町43-1　ビバシティ彦根2F

モーリーファンタジーベイシア彦根 522-0069 滋賀県 彦根市馬場２－１－１

モーリーファンタジーイオン近江八幡 523-0898 滋賀県 近江八幡市鷹飼町南３丁目７番

ゲームフィールド 守山店 524-0101 滋賀県 守山市今浜町2620-5　ピエリ守山店1F

セガエイスクエア草津 525-0025 滋賀県 草津市西渋川1-23-23 ?A/SQUARE ?SARA南館2F



エースレーン草津 525-0059 滋賀県 草津市野路3丁目1-5

ゲームランド草津店 525-0067 滋賀県 草津市新浜町300番地イオンモール草津店　３Ｆ

モーリーファンタジー草津 525-0067 滋賀県 草津市新浜町３００

モーリーファンタジー長浜 526-0847 滋賀県 長浜市山階町２７１－１

namcoアルプラザ水口 528-0035 滋賀県 甲賀市水口町名坂419-1　アル・プラザ水口別館2F

モーリーファンタジー京都桂川 601-8211 京都府 京都市南区久世高田町３７６番１

モーリーファンタジー桂南 601-8212 京都府 京都市南区久世上久世町４８５

モーリーファンタジー洛南 601-8327 京都府 京都市南区吉祥院御池町３１

namcoイオンモールKYOTO 601-8417 京都府 京都府京都市南区西九条鳥居口町1　イオンモールKYOTO　Sakura館4F

楽市楽座　イオンモール京都桂川店 601-8601 京都府 京都府京都市南区久世高田町３７６番１　イオンモール京都桂川店３階

モーリーファンタジー洛北阪急スクエア 606-8103 京都府 京都市左京区高野西開町36番地

namcoアルプラザ城陽 610-0111 京都府 京都府城陽市富野荒見田112　アル・プラザ城陽4F

namcoアルプラザ宇治東 611-0013 京都府 京都府宇治市莵道平町28-1　アル・プラザ宇治東3F

モーリーファンタジー久御山 613-0024 京都府 久世郡久御山町森南大内１５６－１

プラサカプコン京都店 615-0035 京都府 京都市右京区西院追分町２５－１イオンモール京都五条３Ｆ

モーリーファンタジー京都五条 615-0035 京都府 京都市右京区西院追分町２５－１

モーリーファンタジー高の原 619-0223 京都府 木津川市相楽台１－１－１

モーリーファンタジー福知山 620-0922 京都府 福知山市岩井７９－８

モーリーファンタジー綾部 623-0013 京都府 綾部市綾中町花ノ木３０

namcoらぽーる 625-0057 京都府 京都府舞鶴市南浜町27-5　らぽーる3F

namcoミップル 626-0012 京都府 京都府宮津市浜町3012　宮津シーサイドマートMipple5F

モーリーファンタジーLINKS UMEDA 530-0011 大阪府 大阪市北区大深町１－１

かみしんプラザアミューズパーク 533-0015 大阪府 大阪府大阪市東淀川区大隅1-6-12　かみしんプラザ2F

モーリーファンタジー鶴見緑地 538-0053 大阪府 大阪市鶴見区鶴見４丁目１７－１

namcoイオンモール鶴見緑地 538-0053 大阪府 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1　イオンモール鶴見緑地4F

モーリーファンタジー長吉 547-0015 大阪府 大阪市平野区長吉長原西１－１－１０

モーリーファンタジー喜連瓜破駅前 547-0024 大阪府 大阪市平野区瓜破２－１－１３

楽市楽座　イオンモール大阪ドーム店 550-0023 大阪府 大阪府大阪市西区千代崎３丁目１３番１　イオンモール大阪ドームシティ店４階

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

モーリーファンタジー野田阪神 553-0001 大阪府 大阪市福島区海老江１－１－２３

namcoなんばパークス 556-0011 大阪府 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70　なんばパークス6F



namcoマグスミノエ 559-0023 大阪府 大阪府大阪市住之江区泉1-1-82　マグスミノエ1F

モーリーファンタジー吹田 564-0027 大阪府 吹田市朝日町２－１０１

ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　ＦＩＥＬＤ　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店565-0826 大阪府 吹田市千里万博公園2-1　3Ｆ　30060

モーリーファンタジー茨木 567-0033 大阪府 茨木市松ヶ本町８－３０－５

モーリーファンタジー・ｆ茨木 567-0033 大阪府 茨木市松ヶ本町８－３０－５

モーリーファンタジー高槻 569-0093 大阪府 高槻市萩之庄３－４７－２

タイトーステーション 摂津富田店 569-1144 大阪府 高槻市大畑町13-1

モーリーファンタジー大日 570-0016 大阪府 守口市大日東町１番１８号

namcoイオンモール大日 570-0016 大阪府 大阪府守口市大日東町1-18　イオンモール大日4F

YAZ寝屋川店 572-0026 大阪府 大阪府寝屋川市石津中町25-26

セガビバモール寝屋川 572-0855 大阪府 大阪府寝屋川市寝屋南2-22-2 ビバモール寝屋川 モール棟2F

namcoくずはモール 573-1121 大阪府 大阪府枚方市楠葉花園町10-85　KUZUHA MALL南館2F

楽市楽座　イオンモール四條畷店 575-0001 大阪府 大阪府四條畷市砂四丁目３番２号　イオンモール四條畷店３階　3028

モーリーファンタジー四條畷 575-0001 大阪府 四條畷市砂四丁目３番２号

セガ東大阪 577-0004 大阪府 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64

ふぇすたらんど東大阪 578-0947 大阪府 東大阪市西岩田3-2-3　マルナカ東大阪店 2Ｆ　

タイトーステーション アリオ八尾店 581-0803 大阪府 八尾市光町2-3

プラサカプコン藤井寺店 583-0027 大阪府 藤井寺市岡2丁目10番11号イオン藤井寺ショッピングセンター　2Ｆ

モーリーファンタジー金剛東 584-0082 大阪府 富田林市向陽台３－１－１

モーリーファンタジー金剛 589-0011 大阪府 大阪狭山市半田１－３５－１

モーリーファンタジーりんくう泉南 590-0535 大阪府 泉南市りんくう南浜３－１

ゲームパニック堺 590-0901 大阪府 大阪府堺市堺区築港八幡町1番地堺浜シーサイドステージ内堺浜エンタメ

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

モーリーファンタジー堺鉄砲町 590-0905 大阪府 堺市堺区鉄砲町１－１

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

ナムコランド鳳 593-8325 大阪府 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12　アリオ鳳3F　3280

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ津久野店 593-8329 大阪府 堺市西区下田町20-1　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ津久野店2F 

モーリーファンタジー和泉府中 594-0076 大阪府 和泉市肥子町２－２－１

モーリーファンタジー貝塚 597-0053 大阪府 貝塚市地蔵堂７４－２

宝島　日根野店 598-0021 大阪府 泉佐野市日根野2496-1イオンモール日根野2Ｆ

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町1-7-2



モーリーファンタジー藤原台 651-1302 兵庫県 神戸市北区藤原台中町１－２－２

楽市楽座　イオンモール神戸北店 651-1515 兵庫県 神戸市北区上津台８－１－１　イオンモール神戸北店３階

モーリーファンタジー神戸北 651-1515 兵庫県 神戸市北区上津台８－１－１

モーリーファンタジー西神中央 651-2273 兵庫県 神戸市西区糀台５－３－４

namcoイオンモール神戸南 652-0844 兵庫県 神戸市兵庫区中之島2-1-1　イオンモール神戸南3F

モーリーファンタジー長田南 653-0023 兵庫県 神戸市長田区東尻池新町１番２０号

モーリーファンタジー板宿 654-0011 兵庫県 神戸市須磨区前池町３－4－１

モーリーファンタジー名谷 654-0154 兵庫県 神戸市須磨区中落合２－２－２

モーリーファンタジー舞子 655-0046 兵庫県 神戸市垂水区舞子台６－２０－１７

モーリーファンタジージェームス山 655-0873 兵庫県 神戸市垂水区青山台７－７－１

モーリーファンタジー洲本 656-0021 兵庫県 洲本市塩屋１－１－８

モーリーファンタジー南淡路 656-0511 兵庫県 南あわじ市賀集八幡北　字東内３７８－１

アル・クリオ ゲームコーナー 656-2131 兵庫県 淡路市志筑新島10番地の3

セガフェニックスプラザ摩耶 657-0851 兵庫県 神戸市灘区味泥町6-1

タイトーステーション 尼崎つかしん店 661-0001 兵庫県 尼崎市塚口本町4-8-1

セガつかしん 661-0001 兵庫県 尼崎市塚口本町4-8-1 つかしん内

モーリーファンタジー尼崎 661-0965 兵庫県 尼崎市次屋３－１３－１８

モーリーファンタジー西宮 663-8014 兵庫県 西宮市林田町２－２４

モーリーファンタジー伊丹昆陽 664-0027 兵庫県 伊丹市池尻４－１－１

モーリーファンタジー伊丹 664-0847 兵庫県 伊丹市藤ノ木１－１－１

モーリーファンタジー宝塚中山 665-0867 兵庫県 宝塚市売布東の町２１－２２

モーリーファンタジー猪名川 666-0257 兵庫県 川辺郡猪名川町白金２－１

namco豊岡 668-0013 兵庫県 豊岡市中陰字大工617　3F

モーリーファンタジー和田山 669-5215 兵庫県 朝来市和田山町枚田岡７７４

アピナ姫路店 670-0821 兵庫県 姫路市東郷町1454-3　姫路リオス２F

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ広畑店 671-1122 兵庫県 姫路市広畑区夢前町1-1-1　MEGAﾞﾄﾞﾝ・ｷﾎｰﾃ1F

モーリーファンタジー姫路大津 671-1146 兵庫県 姫路市大津区大津町２丁目５番

ふぇすたらんど広畑 671-1154 兵庫県 姫路市広畑区吾妻町3丁目29-2　山陽マルナカ広畑店 2F

モーリーファンタジー山崎 671-2545 兵庫県 宍粟市山崎町中井字城下１０

モーリーファンタジー姫路リバーシティ 672-8064 兵庫県 姫路市飾磨区細江２５６０番地

namcoイオンモール姫路リバーシティー 672-8064 兵庫県 姫路市飾磨区細江2560　イオンモール姫路リバーシティー2F



モーリーファンタジー三木 673-0404 兵庫県 三木市大村字砂１６３

モーリーファンタジー三木青山 673-0521 兵庫県 三木市志染町青山３－９

モーリーファンタジー社 673-1431 兵庫県 加東市社１１２６－１

モーリーファンタジー明石 674-0068 兵庫県 明石市大久保町ゆりのき通り３－３－１

きゃらんどスーパーシティ 明石店 674-0095 兵庫県 明石市 二見町 西二見駅前1-18 イトーヨーカドー明石店 3階

namcoニッケパークタウン加古川 675-0066 兵庫県 加古川市加古川町寺家町173-1　ニッケパークタウン加古川店2F

ﾊﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ加古川店 675-0124 兵庫県 加古川市別府町緑町2　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ加古川店3F

ふぇすたらんど小野 675-1378 兵庫県 小野市王子町868-1　イオン小野店2F 

モーリーファンタジー・ｆ加西北条 675-2312 兵庫県 加西市北条町北条３０８－１

モーリーファンタジー高砂 676-0019 兵庫県 高砂市緑丘２丁目１－４０

namcoイオン赤穂 678-0232 兵庫県 赤穂市中広字別所55-3　イオン赤穂店2F

モーリーファンタジー竜野 679-4129 兵庫県 たつの市龍野町堂本字五反田２５０－１

アミューズメントパーク　イオンモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 奈良県 生駒市鹿畑町３０２７番地　イオンモール奈良登美ヶ丘店専門店街３階

モーリーファンタジー登美ヶ丘 630-0115 奈良県 生駒市鹿畑町３０２７番地

モーリーファンタジー天理 632-0074 奈良県 天理市東井戸堂町３８１

モーリーファンタジー桜井 633-0061 奈良県 桜井市上之庄２７８－１

ソユーゲームフィールド 奈良橿原店 634-0837 奈良県 橿原市曲川町七丁目20番1　イオンモール橿原3F

モーリーファンタジー橿原 634-0837 奈良県 橿原市曲川町７－２０－１

namcoトナリエ大和高田 635-0015 奈良県 大和高田市幸町3-18　トナリエ大和高田3F

ラスパ西大和店ゲームコーナー 639-0200 奈良県 北葛城郡上牧町ささゆり台1-1　ラスパ西大和2F

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　イオンモール大和郡山店３階

モーリーファンタジー大和郡山 639-1101 奈良県 大和郡山市下三橋町７４１

モーリーファンタジー和歌山 640-8451 和歌山県 和歌山市中字楠谷５７３番地

namcoパームシティ和歌山 640-8535 和歌山県 和歌山市中野31-1　パームシティ和歌山店2F

ＰＡＬＯ田辺 646-0026 和歌山県 田辺市宝来町２４番２６号

namcoオークワパビリオンシティ田辺 646-0051 和歌山県 田辺市稲成町新江原3165　パビリオンシティ田辺C館2F

モーリーファンタジー新宮 647-0052 和歌山県 新宮市橋本２丁目１４番２３号

ＰＡＬＯ橋本彩の台 648-0019 和歌山県 橋本市あやの台１－５０－２

ＰＡＬＯ鳥取 680-0847 鳥取県 鳥取市天神町１

モーリーファンタジー鳥取北 680-0904 鳥取県 鳥取市　晩稲３４８番地

モーリーファンタジー米子駅前 683-0043 鳥取県 米子市末広町３１１



モーリーファンタジーホープタウン 683-0804 鳥取県 米子市米原２－１－１

ＰＡＬＯ境港 684-0046 鳥取県 境港市竹内団地８１番地３

モーリーファンタジー日吉津 689-3553 鳥取県 西伯郡日吉津村日吉津１１６０－１

ＰＡＬＯ松江 690-0001 島根県 松江市東朝日町１５１

モーリーファンタジー松江 690-0001 島根県 松江市東朝日町151

モーリーファンタジー出雲 693-0004 島根県 出雲市渡橋町１０６６

モーリーファンタジー江津 695-0016 島根県 江津市嘉久志町２３０６番地３０

ピノッキースパティオ益田店 698-0041 島根県 益田市高津七丁目21番12号　ゆめタウン益田店2F

モーリーファンタジー・ｆ 岡山 700-0907 岡山県 岡山市北区下石井１丁目２番１号

セガイオンモール岡山 700-0907 岡山県 岡山市北区下石井1-2-1 イオンモール岡山内6F 6024-1区画

ふぇすたらんど倉敷 701-0114 岡山県 倉敷市松島1163番地2　山陽マルナカマスカット店 別館3F

ふぇすたらんど築港 702-8051 岡山県 岡山市南区築港元町14-1　山陽マルナカ築港店 1F

ふぇすたらんど高屋 703-8233 岡山県 岡山市中区高屋３６－１　山陽マルナカ高屋店 2F

モーリーファンタジー津山 708-0842 岡山県 津山市河辺１０００－１

ふぇすたらんど平島 709-0631 岡山県 岡山市東区東平島1609　山陽マルナカ平島店 1F 

ゆめタウン平島 709-0631 岡山県 岡山市東平島163　ゆめタウン平島2F

モーリーファンタジー倉敷 710-0802 岡山県 倉敷市水江１番地

ふぇすたらんど中島 710-0803 岡山県 倉敷市中島2780-1　山陽マルナカ中島店 1F

ピノッキースパティオ倉敷店 710-0834 岡山県 倉敷市笹沖1274番地1　ゆめﾀｳﾝ倉敷店3F

モーリーファンタジー水島 712-8066 岡山県 倉敷市水島高砂町３番１１号

ピノッキースパティオ福山店 720-0801 広島県 福山市入船町三丁目1-60 ゆめタウン福山店2階

タイトーステーション フジグラン神辺店 720-2107 広島県 福山市神辺町大字新道上字

福山メトロポリス 721-0953 広島県 福山市一文字町24番1

namcoフジグラン尾道 722-0051 広島県 尾道市東尾道19-7　フジグラン尾道3F

モーリーファンタジー三原 723-0014 広島県 三原市城町２－１３－１

namcoフジグラン三原 723-0015 広島県 三原市円一町1-1-7　フジグラン三原2F

namcoフジグラン広島 730-0044 広島県 広島市中区宝町2-1　フジグラン広島3F

タイトーステーション フジグラン緑井店 731-0103 広島県 広島市安佐南区緑井1-5-2

モーリーファンタジー広島祇園 731-0138 広島県 広島市安佐南区祇園３丁目２－１

モーリーファンタジー・ｆ広島祇園 731-0138 広島県 広島市安佐南区祇園３丁目２－１

ふぇすたらんど可部 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



フジグラン安芸店子供の国 731-4311 広島県 安芸郡坂町北新地2-3-30　フジグラン安芸2F

ふぇすたらんど五日市 731-5116 広島県 広島市佐伯区八幡1－24-17　サンリブ五日市店 2F

プラサカプコン広島店 731-5162 広島県 広島市佐伯区石内東4丁目1番1号ジ アウトレット広島1Ｆ

楽市楽座　広島店 732-0814 広島県 広島市南区段原南１－３－５２　広島段原ショッピングセンター７階

namco広島アルパーク 733-0834 広島県 広島市西区草津新町2-26-1　アルパーク4F

アルティアルパーク北棟店 733-8626 広島県 広島市西区草津南4-7-1アルパーク北棟2階

モーリーファンタジー宇品 734-0003 広島県 広島市南区宇品東６－１－１５

namcoゆめタウン広島 734-0007 広島県 広島市南区皆実町2-8-17　ゆめタウン広島3F

タイトーFステーション ゆめタウンみゆき店 734-0014 広島県 広島市南区宇品西6丁目7番14号

モーリーファンタジー広島府中 735-0021 広島県 安芸郡府中町大須２－１－１

namcoイオンモール広島府中 735-0021 広島県 安芸郡府中町大須2-1-1　イオンモール広島府中3F

ふぇすたらんど広 737-0125 広島県 呉市広本町2-17-1　イオン広店4F

シネパーク広店 737-0131 広島県 呉市広中町1-9　2F

namcoゆめタウン廿日市 738-0023 広島県 廿日市市下平良東2-2-1　ゆめタウン廿日市3F

namcoフジグランナタリー 738-0054 広島県 廿日市市阿品3-1-1　フジグランナタリー2F

ブラックジャック東広島店 739-0024 広島県 東広島市西条町御薗宇6120番地

ナムコランド東広島 739-0024 広島県 東広島市西条町御薗宇4405　フジグラン東広島内

ピノッキースパティオ大竹店 739-0622 広島県 大竹市 晴海1丁目6-1　ゆめタウン大竹2F

namcoフジグラン高陽 739-1742 広島県 広島市安佐北区亀崎1-1-6　フジグラン高陽3F

フジグラン岩国店アミューズメントパーク 740-0018 山口県 岩国市麻里布町2-9-8　フジグラン岩国5F

ギガゾーン岩国店 740-0021 山口県 岩国市室の木町1-5-5

モーリーファンタジー光 743-0021 山口県 光市浅江字木園１７５６－１

ふぇすたらんど下松 744-0027 山口県 下松市南花岡六丁目8番1号　サンリブ下松店 2F

ゆめパーク徳山店 745-0842 山口県 周南市青山町1-18ゆめタウン徳山2F

ＰＡＬＯ防府 747-0802 山口県 防府市中央町１－３

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

モーリーファンタジー下関 750-0025 山口県 下関市竹崎町４－４－７

namcoフジグラン宇部 755-0008 山口県 宇部市明神町3-1-1　フジグラン宇部2F

namcoおのだサンパーク 756-0806 山口県 山陽小野田市中川6-4-1　おのだサンパーク2F
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