
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徳島 770-0865 徳島県 徳島市南末広４番１号

タイトーステーション フジグラン北島店 771-0204 徳島県 板野郡北島町鯛浜字西ノ須81-1

namcoゆめタウン徳島 771-1202 徳島県 板野郡藍住町奥野東中須88-1　ゆめタウン徳島2F

ナムコランド鳴門 772-0011 徳島県 鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜4-1　パワーシティ鳴門別棟

ＰＡＬＯ小松島 773-0001 徳島県 小松島市小松島町字領田２０番地

namcoフジグラン石井 779-3222 徳島県 名西郡石井町高川原字天神544-1　フジグラン石井2F

ふぇすたらんど脇町 779-3601 徳島県 美馬市脇町字拝原1711番地1　マルナカ脇町店 2F

モーリーファンタジー高松東 760-0066 香川県 高松市福岡町３－８－５

namcoフジグラン十川 761-0433 香川県 高松市十川西町651-1　フジグラン十川別棟

モーリーファンタジー綾川 761-2304 香川県 綾歌郡綾川町萱原８２２－１

モーリーファンタジー・ｆ綾川 761-2304 香川県 綾歌郡綾川町萱原８２２－１

モーリーファンタジー高松 761-8012 香川県 高松市香西本町１－１

ゆめタウン高松店ゆめランド 761-8072 香川県 高松市三条町字中所608-1　ゆめタウン高松2F

namcoフジグラン松山 790-0065 愛媛県 松山市宮西1-2-1　フジグラン松山4F

モーリーファンタジー松山 790-0951 愛媛県 松山市天山１丁目１３番５号

モーリーファンタジー南松山 790-0952 愛媛県 松山市朝生田町５丁目１番２５号

namcoフジグラン重信 791-0216 愛媛県 東温市野田3-1-13　フジグラン重信2F

namcoパルティ・フジ砥部 791-2112 愛媛県 伊予郡砥部町重光239　フジ砥部店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

namcoエミフルMASAKI 791-3120 愛媛県 伊予郡松前町筒井850

プラサカプコン新居浜店 792-0007 愛媛県 新居浜市前田町８－８イオンモール新居浜２Ｆ

モーリーファンタジー新居浜 792-0007 愛媛県 新居浜市前田町８番８号

フジグラン新居浜店子供の国 792-0802 愛媛県 新居浜市新須賀町2-10-7　フジグラン新居浜3F

ふぇすたらんど新居浜 792-0824 愛媛県 新居浜市上泉町12番1号　マルナカ新居浜本店2F

namcoパルティ・フジ西条玉津 793-0001 愛媛県 西条市玉津564-1　フジ西条玉津店2F

モーリーファンタジー今治新都市 794-0000 愛媛県 今治市にぎわい広場１番地１

namcoフジグラン今治 794-0033 愛媛県 今治市東門町5-13-1　フジグラン今治2F

ふぇすたらんど今治 794-0062 愛媛県 今治市馬越町4-8-1　イオン今治店 3F

楽市楽座　イオンモール今治店 794-0068 愛媛県 今治市にぎわい広場１ー１　イオンモール今治新都市店２階　2023

namcoアクトピア大洲 795-0054 愛媛県 大洲市中村246-1　アクトピア大洲内



namcoフジグラン北浜 796-0048 愛媛県 八幡浜市北浜1-4-33　フジグラン北浜2F

namcoフジグラン北宇和島 798-0022 愛媛県 宇和島市伊吹町甲912-2　フジグラン北宇和島別棟

ナムコランド川之江 799-0113 愛媛県 四国中央市妻鳥町1136-1　フジグラン川之江別館2F

タイトーFステーション 今治ワールドプラザ店 799-1506 愛媛県 今治市東村1-14-2

プラサカプコン高知店 780-0026 高知県 高知市秦南町１－４－８イオンモール高知東館３Ｆ

モーリーファンタジー高知 780-0026 高知県 高知市秦南町１丁目４－８

namcoフジグラン葛島 780-0801 高知県 高知市小倉町3-30　フジグラン葛島2F

チッキッズイオン高知旭町店 780-0935 高知県 高知市旭町3-94　ｲｵﾝ高知旭町店２F

チッキッズサニーアクシスいの店 781-2110 高知県 吾川郡いの町205　サニーアクシスいの店２F

サニーアクシス南国店アクシスキッズ 783-0005 高知県 南国市大そね乙1009　サニーアクシス南国店内

namcoフジグラン四万十 787-0019 高知県 四万十市具同2222　フジグラン四万十2F

楽市楽座　サンリブシティ小倉店 800-0255 福岡県 北九州市小倉南区上葛原２丁目１４番１　サンリブシティ小倉店２階

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店Ｂ棟３階

小倉メトロポリス 803-0801 福岡県 北九州市小倉北区西港町27番地5

スマイルステーション 804-0067 福岡県 北九州市戸畑区汐井町2-2

楽市楽座　イオンモール八幡東店 805-0071 福岡県 北九州市八幡東区東田３丁目２－１０２　イオンモール八幡東店３階

モーリーファンタジー八幡東 805-0071 福岡県 北九州市八幡東区東田３丁目２－１０２

楽市楽座　黒崎店 806-0042 福岡県 北九州市八幡西区桜ヶ丘町１番３号

ふぇすたらんど三ヶ森 807-0843 福岡県 北九州市八幡西区三ヶ森3-9-1　サンリブ三ヶ森店 2F

モーリーファンタジー若松 808-0103 福岡県 北九州市若松区二島１－３－１

ふぇすたらんど高須 808-0145 福岡県 北九州市若松区高須南2-2-1 サンリブ高須2F

モーリーファンタジーなかま 809-0013 福岡県 中間市上蓮花寺１丁目１番１号

モーリーファンタジー笹丘 810-0034 福岡県 福岡市中央区笹丘１－２８－７４

namcoマークイズ福岡ももち 810-0065 福岡県 福岡市中央区地行浜2-2-1　マークイズ福岡ももち4F

モーリーファンタジー福岡空港 811-2205 福岡県 糟屋郡志免町別府２－１７－２０

タイトーFステーション イオン福岡東ショッピングセンター店 811-2233 福岡県 糟屋郡志免町別府北2-14-1

楽市楽座　イオンモール福岡店 811-2303 福岡県 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２番地１　イオンモール福岡店２階

モーリーファンタジー福岡 811-2303 福岡県 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２－１

楽市楽座　２１０トリアス店 811-2502 福岡県 糟屋郡久山町大字山田９９０

ふぇすたらんど古賀 811-3101 福岡県 古賀市天神2丁目5-1　サンリブ古賀店 2F

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丁目１６番地の１　イオンモール福津店３階

モーリーファンタジー福津 811-3209 福岡県 福津市日蒔野６－１６－１



モーリーファンタジービバモール赤間 811-4175 福岡県 宗像市田久2丁目1番1号

スペースタイム２５　サンリブ宗像店 811-4184 福岡県 宗像市くりえいと１丁目５番１号　サンリブ宗像店２階

楽市楽座　くりえいと宗像店 811-4184 福岡県 宗像市くりえいと１丁目４番４号

ハムリーズキャナルシティ博多 812-0018 福岡県 福岡市博多区住吉1-2-22　キャナルシティ博多B1F

楽市街道　箱崎店　３Ｆ 812-0053 福岡県 福岡市東区箱崎５丁目１番８号

namcoゆめタウン博多 812-0055 福岡県 福岡市東区東浜1-1-1　ゆめタウン博多2F

モーリーファンタジー香椎浜 813-0016 福岡県 福岡市東区香椎浜３－１２－１

ゲームコーナー原 814-0022 福岡県 福岡市早良区原6丁目27-52

楽市楽座　アクロスモール春日店 816-0814 福岡県 春日市春日５丁目１７番地　アクロスモール春日店２階

ゲームらんど乙金 816-0902 福岡県 大野城市乙金3丁目23番1号北街区B　イオン乙金ショッピングセンター内

モーリーファンタジー大野城 816-0935 福岡県 大野城市錦町４－１－１

プレイランド 筑紫野ベレッサ店 818-0034 福岡県 筑紫野市美しが丘南1-12-1

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　イオンモール筑紫野店３階

モーリーファンタジー筑紫野 818-0042 福岡県 筑紫野市立明寺４３４－１

ゆめタウン筑紫野ゆめキッズ 818-0081 福岡県 筑紫野市針摺東3-3-1　ゆめタウン筑紫野本館2F

タイトーステーション マリノア店 819-0001 福岡県 福岡市西区小戸2-12-30

モーリーファンタジーマリナタウン 819-0014 福岡県 福岡市西区豊浜３－１－１０

楽市楽座　福重店 819-0025 福岡県 福岡市西区石丸４丁目２６３番１

楽市楽座　イオンモール福岡伊都店 819-0375 福岡県 福岡市西区北原１丁目３番１号　イオンモール福岡伊都店　別館

モーリーファンタジー福岡伊都 819-0379 福岡県 福岡市西区北原１丁目２番１号

楽市楽座　イオン穂波店 820-0081 福岡県 飯塚市枝国長浦６６６－４８　イオン穂波ショッピングセンター２階

モーリーファンタジー直方 822-0008 福岡県 直方市湯野原２丁目１番１号

楽市楽座　行橋店 824-0038 福岡県 行橋市西泉６－１－１

モーリーファンタジー田川 825-0002 福岡県 田川市大字伊田４６１６

ふぇすたらんど田川 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大木 830-0411 福岡県 三潴郡大木町蛭池１２００番地

namcoゆめモール柳川 832-0827 福岡県 柳川市三橋町蒲船津1408-6　ゆめモール柳川2F

モーリーファンタジー筑後 833-0033 福岡県 筑後市大字上北島字井原口１２５９－１

ゆめタウン八女店ゆめキッズ 834-0064 福岡県 八女市蒲原988-28　ゆめタウン八女2F

楽市楽座　イオンモール大牟田店 836-0037 福岡県 大牟田市岬町３番４　イオンモール大牟田店２階

モーリーファンタジー大牟田 836-0037 福岡県 大牟田市岬町３－４

スペースタイム２５　イオン甘木店 838-0068 福岡県 朝倉市甘木岩入３８０番地　イオン甘木ショッピングセンター２階



楽市楽座　イオン小郡店 838-0115 福岡県 小郡市大保字弓場１１０　イオン小郡ショッピングセンター内

楽市楽座　２１０久留米店　２Ｆ 839-0809 福岡県 久留米市東合川２－２－１

ふぇすたらんど久留米 839-0862 福岡県 久留米市野中町1411-1　サンリブ久留米店 2F

楽市街道　くるめ店 839-0865 福岡県 久留米市新合川２丁目７番１０号　久留米アミューズメントビル内

プラボ久留米 839-0865 福岡県 久留米市新合川1-2-1　ゆめタウン久留米2F

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佐賀大和 840-0201 佐賀県 佐賀市大和町大字尼寺３５３５番地

モーリーファンタジー佐賀 840-2221 佐賀県 佐賀市東与賀町大字下古賀字一本杉８７番地１

ゆめタウン武雄店ゆめキッズ 843-0022 佐賀県 武雄市武雄町武雄4992　ゆめタウン武雄2F

モーリーファンタジー唐津 847-0022 佐賀県 唐津市鏡字立神４６７１

namcoゆめタウン佐賀 849-0919 佐賀県 佐賀市兵庫北5-14-1　ゆめタウン佐賀2F

namcoモラージュ佐賀 840-8551 佐賀県 佐賀市巨勢町大字牛島730　モラージュ佐賀1・2F

モーリーファンタジー壱岐 811-5463 長崎県 壱岐市芦辺町箱崎中山触字干拓２６０４－２

namcoゆめタウン夢彩都 850-0035 長崎県 長崎市元船町10-1　夢彩都4F

モーリーファンタジー長崎 850-0842 長崎県 長崎市新地町３－１７

モーリーファンタジー東長崎 851-0134 長崎県 長崎市田中町１０２７－８

モーリーファンタジー時津 851-2102 長崎県 西彼杵郡時津町浜田郷７５１－５

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

モーリーファンタジーチトセピア 852-8135 長崎県 長崎市千歳町５番１号

楽市楽座　諫早店 854-0036 長崎県 諌早市長野町１０８６番地１７

モーリーファンタジー大村 856-0836 長崎県 大村市幸町２５－２００

スペースタイム２５　イオン佐世保店 857-0806 長崎県 佐世保市島瀬町１０－９　イオン佐世保ショッピングセンター８階

モーリーファンタジー大塔 857-1161 長崎県 佐世保市大塔町１４－２

モーリーファンタジー有家 859-2202 長崎県 南島原市有家町山川１３５－１

セガアミュプラザくまもと 860-0047 熊本県 熊本市西区春日三丁目15番26号 6F 618区画

モーリーファンタジー田崎 860-0058 熊本県 熊本市西区田崎町字下寄３８０番地

namcoサクラマチクマモト 860-0805 熊本県 熊本市中央区桜町3-13-14　サクラマチクマモト3F

ＦＥＳＴＡ山鹿 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

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字長池２２３２　イオンモール熊本店２階

モーリーファンタジー熊本 861-3106 熊本県 上益城郡嘉島町上島字長池２２３２

ゆめタウンサンピアンゲームコーナー 861-8017 熊本県 熊本市東区上南部町2-2-2　ゆめタウンサンピアン3F

楽市楽座　熊本インター店 861-8046 熊本県 熊本市東区石原１丁目１番１１２号



モーリーファンタジー熊本中央 862-0971 熊本県 熊本市中央区大江４－２－１

namcoワンダーシティ南熊本 862-0976 熊本県 熊本市中央区九品寺6-9-1

モーリーファンタジー天草 863-0046 熊本県 天草市亀場町食場後山下７４０

パスカワールドグリーンランド店 864-0012 熊本県 荒尾市本井手　1574番54

モーリーファンタジー八代 866-0013 熊本県 八代市沖町六番割３９８７－３

タイトーステーション ゆめタウン八代店 866-0045 熊本県 八代市建馬町3-1

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

楽市楽座　イオン錦店 868-0303 熊本県 球磨郡錦町西字打越７１５番地１　イオン錦店内

楽市楽座　小川店 869-0606 熊本県 宇城市小川町河江１－１

namcoイオンモール宇城 869-0606 熊本県 宇城市小川町河江1-1　イオンモール宇城2F

ふぇすたらんど菊陽 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

タイトーステーション ゆめタウン光の森店 869-1108 熊本県 菊池郡菊陽町光の森7丁目33番地1

namcoゆめタウン光の森 869-1108 熊本県 菊池郡菊陽町光の森7-39-1　ゆめタウン光の森南館3F

namcoイオン大津ショッピングプラザ 869-1235 熊本県 菊池郡大津町室137　大津ショッピングプラザ2F

namco明野 870-0161 大分県 大分市明野東1-1-1　あけのアクロスタウン一番街4F

プラサカプコン大分店 870-0174 大分県 大分市公園通り西２－１パークプレイス大分２Ｆ

モーリーファンタジーパークプレイス大分 870-0174 大分県 大分市公園通り西２丁目－１

namcoアムス大在 870-0252 大分県 大分市大在浜2-1-1　アムス大在内

namcoトキハわさだタウン 870-1155 大分県 大分市玉沢755-1　トキハわさだタウン2F

ＦＥＳＴＡわさだ 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

namcoトキハ本店 870-8688 大分県 大分市府内町2-1-4　トキハ本店6F

ゆめタウン中津店ゆめキッズ 871-0065 大分県 中津市蛭子町3-99　ゆめタウン中津3F

モーリーファンタジー三光 871-0111 大分県 中津市三光佐知１０３２

にこにこらんど杵築店 873-0001 大分県 杵築市大字杵築字北浜665-618　サンリブ杵築店内

namco杉乃井ホテル 874-0822 大分県 別府市観海寺1　スギノイパレスU-zone1F

トキハ別府店ゲームコーナー 874-0920 大分県 別府市北浜2-9-1　トキハ別府店4F

タイトーFステーション ゆめタウン別府店 874-0943 大分県 別府市楠町382-7　　　　　　　

にこにこらんど臼杵店 875-0023 大分県 臼杵市江無田266-5　サンリブ臼杵店２F

トキハインダストリー佐伯店ナムコランド 876-0025 大分県 佐伯市池田2064　トキハインダストリー佐伯2F

ＦＥＳＴＡ佐伯 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

モーリーファンタジー日田 877-0024 大分県 日田市南元町１４－２２

namcoミスターマックス宇佐 879-0454 大分県 宇佐市法鏡寺500　MrMax宇佐店内



モーリーファンタジー挾間 879-5518 大分県 由布市挾間町北方７７番地

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２階

モーリーファンタジー宮崎 880-0834 宮崎県 宮崎市新別府町江口８６２－１

モーリーファンタジー南宮崎 880-0902 宮崎県 宮崎市大淀４－７－３０

namco宮交シティ 880-0902 宮崎県 宮崎市大淀4-6-28　宮交シティ3F

ファミリーランドポニー小松台店 880-0951 宮崎県 宮崎市小松台南町１３－１タイヨー小松台店２階ゲームコーナー

モーリーファンタジー延岡 882-0847 宮崎県 延岡市旭町２－２－１

ナムコランド日向 883-0062 宮崎県 日向市日知屋14798-1　ハイパーモールメルクス日向1F

モーリーファンタジー日向 883-0064 宮崎県 日向市日知屋字古田町６１－１

楽市楽座　イオンモール都城駅前店 885-0023 宮崎県 都城市栄町４６７２番５　イオンモール都城駅前店２階

モーリーファンタジー都城駅前 885-0023 宮崎県 都城市栄町４６７２－５

モーリーファンタジー都城 885-0055 宮崎県 都城市早鈴町１９９０番地

キャンセランド 890-0053 鹿児島県 鹿児島市中央町10　イオン鹿児島中央店４F

タイトーステーション アミュプラザ鹿児島店 890-0053 鹿児島県 鹿児島市中央町1-1

モーリーファンタジー鹿児島鴨池 890-0063 鹿児島県 鹿児島市鴨池２－２６－３０

楽市楽座　オプシアミスミ店 890-0073 鹿児島県 鹿児島市宇宿２丁目３番５号 

モーリーファンタジー鹿児島 891-0115 鹿児島県 鹿児島市東開町７

namcoプラッセだいわ鹿屋 893-0016 鹿児島県 鹿屋市白崎町4-1　プラッセだいわ鹿屋店3F

namcoプラッセだいわ川内 895-0036 鹿児島県 薩摩川内市矢倉町4213-1　プラッセだいわ川内店2F

タイトーFステーション 出水店 899-0126 鹿児島県 出水市六月田町347

namcoプラッセだいわ出水 899-0205 鹿児島県 出水市本町4-45　プラッセだいわ出水店2F

モーリーファンタジー隼人国分 899-5117 鹿児島県 霧島市隼人町見次１２２９

楽市楽座　イオンタウン姶良店 899-5421 鹿児島県 姶良市東餅田336　イオンタウン姶良店2階　209

モーリーファンタジー姶良 899-5431 鹿児島県 姶良市西餅田２６４－１

namco那覇メインプレイス 900-0006 沖縄県 那覇市おもろまち4-4-9　サンエー那覇メインプレイス2F

モーリーファンタジー那覇 901-0155 沖縄県 那覇市金城５－１０－２

namcoイオンとよみショッピングセンター 901-0205 沖縄県 豊見城市根差部710　イオンタウンとよみ内

namcoイーアス沖縄豊崎 901-0225 沖縄県 豊見城市豊崎3-35　iias沖縄豊崎3F

モーリーファンタジー糸満 901-0303 沖縄県 糸満市字兼城４００番地

モーリーファンタジー南風原 901-1104 沖縄県 島尻郡南風原町字宮平２６４

namcoサンエー浦添西海岸パルコシティ 901-2123 沖縄県 浦添市西洲3-1-1　サンエー浦添西海岸PARCO CITY 3F

モーリーファンタジー浦添 901-2133 沖縄県 浦添市城間４－７－１



あそびパークサンエーマチナトシティ 901-2133 沖縄県 浦添市城間2008-1　サンエーマチナトシティ2F

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

楽市楽座　イオンモール沖縄ライカム店 901-2306 沖縄県 中頭郡北中城村字ライカム1番地　ｲｵﾝﾓｰﾙ沖縄ﾗｲｶﾑ店4階4032

モーリーファンタジー北谷 904-0115 沖縄県 中頭郡北谷町字美浜８－３

クラブセガ北谷 904-0115 沖縄県 中頭郡北谷町字美浜9-8

namcoイオンタウン読谷SC 904-0314 沖縄県 中頭郡読谷村古堅740　イオンタウン読谷SC内

モーリーファンタジー具志川 904-2235 沖縄県 うるま市前原幸崎原３０３番地

namcoイオン具志川 904-2235 沖縄県 うるま市前原幸崎原303　イオン具志川SC2F

モーリーファンタジー名護 905-0012 沖縄県 名護市字名護見取川原４４７２


