
北海道

GEO旭川⼀条通店 旭川市⼀条通23丁⽬111番地の25

GEO旭川永⼭3条店 旭川市永⼭三条8丁⽬1番15号

GEO旭川神楽店 旭川市神楽四条9丁⽬3番34号

GEO旭川⼤町店 旭川市⼤町⼆条8-77-2

GEO伊達インター店 伊達市松ヶ枝町9-98

GEO⾳更⽊野⼤通店 河東郡⾳更町⽊野⼤通⻄14丁⽬1-3

GEO岩⾒沢店 岩⾒沢市⼤和1条9丁⽬2番地2

GEO岩⾒沢⽇の出店 岩⾒沢市⽇の出町13

GEO岩内店 岩内郡岩内町字栄172

GEO釧路睦店 釧路郡釧路町睦1-1-1

GEO釧路⾙塚店 釧路市⾙塚3-2-28

GEO釧路星が浦店 釧路市星が浦⼤通2丁⽬5番32号

GEO釧路⿃取店 釧路市⿃取⼤通3丁⽬13番10号

GEO恵庭恵み野店 恵庭市恵み野⻄3-1-19

GEO江別⼤⿇店 江別市⼤⿇栄町8-3

GEO根室店 根室市⼤正町2-5

GEO砂川店 砂川市東⼀条南11

GEO札幌厚別店 札幌市厚別区厚別東五条2-1-45

GEO上野幌店 札幌市厚別区上野幌三条2-1-10

ｽｰﾊﾟｰｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ⼤⾕地店 札幌市厚別区⼤⾕地東2丁⽬4番30号

GEO札幌⼿稲店 札幌市⼿稲区前⽥六条13-1-15

GEO札幌美しが丘店 札幌市清⽥区美しが丘４条5-3-8

GEO札幌⻄町店 札幌市⻄区⻄町南8-3-3

GEO札幌発寒店 札幌市⻄区発寒⼗三条2-1-30

GEO札幌狸⼩路2丁⽬店 札幌市中央区南2条⻄2丁⽬1番1号 ⾦市館ﾋﾞﾙ B1F

イエローサブマリン 札幌GAMESHOP 札幌市中央区南3条⻄4丁⽬12アルシュ 4F

MEGAドン・キホーテ 札幌狸⼩路本店 札幌市中央区南三条⻄四丁⽬12番地1

GEO札幌南１１条店 札幌市中央区南⼗⼀条⻄8-540-2

アニメイト  札幌 札幌市中央区南⼆条⻄1丁⽬5番地 丸⼤ビル2F

GEO札幌東苗穂店 札幌市東区東苗穂⼋条3-1-3

GEO札幌光星店 札幌市東区北１０条東5丁⽬1番10号

GEO札幌北４９条店 札幌市東区北４９条東8丁⽬3-5

GEO札幌環状通東店 札幌市東区北⼗四条東15-3-10

GEOﾗｿﾗ札幌店 札幌市⽩⽯区東札幌三条1丁⽬1番1号 ﾗｿﾗ札幌Aﾀｳﾝ1F

GEO札幌南郷通店 札幌市⽩⽯区南郷通20丁⽬南3-23

GEO札幌⽉寒店 札幌市豊平区⽉寒中央通10丁⽬1番1号

GEO札幌⻄岡店 札幌市豊平区⻄岡四条3-6-36

GEO札幌平岸アーバンサイト店 札幌市豊平区平岸⼀条22-2-20

GEO札幌南平岸店 札幌市豊平区平岸三条13丁⽬1-33 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ平岸通り1F

GEO札幌豊平店 札幌市豊平区豊平七条8-2-14

GEO札幌篠路店 札幌市北区篠路⼀条4-6-36

GEO札幌新琴似四番通店 札幌市北区新琴似⼋条8-2-10

MEGAドン・キホーテ 新川店 札幌市北区新川2条7-3-20

GEO札幌⿇⽣店 札幌市北区北36条⻄10-1-16

GEO札幌北33条店 札幌市北区北三⼗三条⻄5-120-1

GEO札幌北２４条駅前店 札幌市北区北⼆⼗三条⻄4丁⽬2番39号スガイ24 1階

GEO室蘭東町店 室蘭市東町1-13

GEO⼩樽店 ⼩樽市住吉町2番1号

GEOｲｵﾝ⽯狩緑苑台店 ⽯狩市緑苑台中央1丁⽬2番

GEO千歳信濃店 千歳市信濃3-5-21

GEO千歳駅前店 千歳市千代⽥町6-12

MEGAドン・キホーテ ⻄帯広店 帯広市⻄21条南4丁⽬１番

GEO⻄帯広店 帯広市⻄24条南2丁⽬22番地5

GEO帯広ドリームタウン店 帯広市⽩樺⼗六条⻄2-45-1

GEO滝川東町店 滝川市東町7-7-14

GEO稚内店 稚内市朝⽇2-1-18

GEO登別店 登別市新⽣町1-18-11

GEO苫⼩牧桜⽊店 苫⼩牧市桜⽊町3-16-18

GEO苫⼩牧新⽣台店 苫⼩牧市双葉町1-22

GEO⼋雲店 ⼆海郡⼋雲町富⼠⾒町127

GEO静内店 ⽇⾼郡新ひだか町静内⽊場町2丁⽬1番28号

GEO函館⼾倉店 函館市⼾倉町268番地2 ﾌﾚｽﾎﾟ函館⼾倉ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

GEO函館昭和店 函館市昭和3-24-18

GEO函館鍛治店 函館市鍛治2丁⽬7番10号

GEO中標津店 標津郡中標津町東26条北1丁⽬1番地

GEO富良野店 富良野市新富町1-80

GEO北⾒南⼤通店 北⾒市とん⽥⻄町248-2

GEO北⾒⼣陽ヶ丘店 北⾒市寿町5丁⽬1番1号

GEO北広島店 北広島市美沢1-2-3

GEO北⽃久根別店 北⽃市久根別1-26-2

GEO名寄店 名寄市⻄四条北1丁⽬

GEO美幌店 網⾛郡美幌町⻘⼭南17-4

GEO網⾛店 網⾛市駒場南6丁⽬1番1号

GEO遠軽店 紋別郡遠軽町⼤通北10-2-28

GEO紋別店 紋別市落⽯町2丁⽬30番3号

Ｇ－ｇｅｔ栗⼭店 ⼣張郡栗⼭町中央2丁⽬115番地

GEO留萌店 留萌市花園町4-8-5

⻘森県

GEO⻘森荒川店 ⻘森市⼤字⼤野字前⽥64-5

GEOｲｵﾝﾀｳﾝ⻘森浜⽥店 ⻘森市⼤字浜⽥字⽟川196番地11 ｲｵﾝﾀｳﾝ⻘森浜⽥

GEO⻘森浜館店 ⻘森市浜館3-3-18

ドン・キホーテ ⻘森観光通り店 ⻘森市浜⽥3-1-1

GEO⻘森柳川店 ⻘森市柳川2丁⽬4番22号

GEO五所川原店 五所川原市中央3丁⽬196番地

GEO弘前安原店 弘前市泉野1丁⽬8-4



GEO弘前新町店 弘前市⼤字新町165-2

GEO⿊⽯バイパス店 ⿊⽯市追⼦野⽊3-273-1

GEO⿊⽯東町店 ⿊⽯市東町24番

GEO三沢店 三沢市栄町2丁⽬31

GEO⼗和⽥千歳森店 ⼗和⽥市三本⽊字千歳森167-12

GEO野辺地駅前店 上北郡野辺地町上⼩中野6-12

GEOむつ苫⽣町店 むつ市苫⽣町1-1-7

GEO⼋⼾下⻑店 ⼋⼾市下⻑4-10-11

GEO⼋⼾根城店 ⼋⼾市根城2丁⽬26番7号

GEO⼋⼾⼩中野店 ⼋⼾市⼩中野4丁⽬1-47

GEO⼋⼾湊⾼台店 ⼋⼾市湊⾼台2-1-4

岩⼿県

GEO⼀関インター店 ⼀関市⼭⽬字泥⽥34-4

GEO遠野店 遠野市松崎町⽩岩15地割43-1

WonderGOO 奥州⽔沢店 奥州市⽔沢区佐倉河字⽻⿊⽥62-1

GEO奥州⽔沢佐倉河店 奥州市⽔沢佐倉河字五反町65-1

GEO奥州⽔沢⽇⾼店 奥州市⽔沢⻫の神7-1

GEO花巻店 花巻市下似内第17地割105-1

GEO釜⽯店 釜⽯市上中島町2-2-33

GEO久慈店 久慈市新井⽥第4地割28-1

GEO宮古⻑町店 宮古市⻑町2丁⽬2番4号

GEO盛岡⽉が丘店 盛岡市⽉が丘3-39-50

GEO盛岡⾼松店 盛岡市⾼松2-13-3

GEO盛岡三本柳店 盛岡市三本柳12-20-2

GEO盛岡本宮店 盛岡市本宮1丁⽬20-5

GEO⼤船渡店 ⼤船渡市⽴根町字桑原28番地2

GEO滝沢巣⼦店 滝沢市巣⼦110番地1

GEO⼆⼾堀野店 ⼆⼾市堀野字⾺場70-1

GEO北上常盤台店 北上市常盤台1-1-22

宮城県

GEO⽯巻蛇⽥店 ⽯巻市恵み野2丁⽬1－1

GEO⽯巻中⾥店 ⽯巻市南中⾥2丁⽬6-30

GEO涌⾕店 遠⽥郡涌⾕町字⽥町裏32番地1

GEOsail塩釜店 塩竈市藤倉2-16-37

GEO⾓⽥店 ⾓⽥市⾓⽥字扇町9番地14

GEO岩沼桑原店 岩沼市桑原4-2-22

GEO気仙沼南郷店 気仙沼市南郷1-4

GEO利府店 宮城郡利府町利府字堀切前7番地1

GEO⼤河原店 柴⽥郡⼤河原町新東25番地20

GEO仙台幸町店 仙台市宮城野区幸町5丁⽬4番1号 渡幸ﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝ幸町1F

GEO仙台中野店 仙台市宮城野区中野字⼤⾙沼21

GEO仙台古城店 仙台市若林区古城3丁⽬7番3号

MEGAドン・キホーテ 仙台台原店 仙台市⻘葉区台原1-7-40

JUMP SHOP 仙台店 仙台市⻘葉区中央1-2-3 仙台パルコ本館 8F

アニメイト  仙台 仙台市⻘葉区中央4-1-1 イービーンズ7F

GEO仙台松森店 仙台市泉区松森字後沢25番地の1

GEO仙台南中⼭店 仙台市泉区南中⼭1-27-25

GEO仙台⼋⼄⼥店 仙台市泉区⼋⼄⼥中央1-6-15

Tecc LIFE SELECT 仙台あすと⻑町店 仙台市太⽩区あすと⻑町三丁⽬1番29号

GEO仙台⻑町南店 仙台市太⽩区⻑町南1丁⽬1-1

GEO⼤崎古川駅前店 ⼤崎市古川駅前⼤通2-2-17

GEO⼤崎古川ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 ⼤崎市古川福浦字道の上188番地

GEO佐沼店 登⽶市迫町佐沼字内町51

GEO⽮本店 東松島市⽮本字作⽥浦189番地

GEO⽩⽯店 ⽩⽯市城南１丁⽬２番２３号

GEO富⾕店 富⾕市⼤清⽔1丁⽬33番地1

MEGAドン・キホーテ 仙台富⾕店 富⾕市富ケ丘1丁⽬27番地1号

GEO仙台南店 名取市上余⽥字千刈⽥817

GEO亘理店 亘理郡亘理町逢隈⾼屋字柴北100 G棟

秋⽥県

GEO秋⽥旭南店 秋⽥市旭南3丁⽬1-32

GEO秋⽥⽜島店 秋⽥市⽜島⻄2-3-13

GEO秋⽥⼟崎店 秋⽥市⼟崎港南3-12-30

GEO秋⽥東通店 秋⽥市東通8-1-27

GEO秋⽥飯島店 秋⽥市飯島道東三丁⽬7-13

GEO秋⽥保⼾野店 秋⽥市保⼾野鉄砲町11番9号

ドン・キホーテ 潟上店 潟上市飯⽥川飯塚上堤敷69-13

GEO⿅⾓店 ⿅⾓市花輪字上花輪134

GEO⾓館店 仙北市⾓館町下菅沢171番地1

GEO⼤館店 ⼤館市清⽔3-2-3

GEOイオンタウン⼤曲店 ⼤仙市福⽥町18番31号

GEO男⿅店 男⿅市船越字内⼦95番地-1

GEO湯沢店 湯沢市古舘町1番3号

GEO能代店 能代市寺向90

GEO由利本荘桜⼩路店 由利本荘市桜⼩路43-18

GEOフレスポ由利本荘店 由利本荘市⽯脇字⽥中8

GEO横⼿店 横⼿市婦気⼤堤字⻄野13-3

⼭形県

GEO寒河江店 寒河江市新⼭1丁⽬33番地

GEO⼭形花楯店 ⼭形市花楯2-14-57

GEO⼭形⾼堂店 ⼭形市⾼堂2-7-22

GEO酒⽥駅前店 酒⽥市幸町2-9-36

GEO酒⽥バイパス店 酒⽥市⼤町19番7号

GEO上⼭店 上⼭市⽮来4-267-1

GEO新庄店 新庄市五⽇町字清⽔川1389-23

GEO村⼭駅前店 村⼭市楯岡新町2丁⽬12番1号



GEO⻑井店 ⻑井市⼩出字台の前3737-1

GEO鶴岡城南店 鶴岡市城南町22-23

GEO鶴岡美咲町店 鶴岡市美咲町1-3

GEO鶴岡宝⽥店 鶴岡市⽂下字広野18番地1

GEO天童店 天童市糠塚1丁⽬6-36

GEO東根中央店 東根市中央3丁⽬1番2号

GEO南陽店 南陽市椚塚字420

GEO⽶沢⾦池店 ⽶沢市⾦池8-1-2

福島県

GEO会津若松インター店 会津若松市⼀箕町⼤字⻲賀字川⻄126-1

GEO会津若松古川町店 会津若松市古川町1-18

MEGAドン・キホーテUNY 会津若松店 会津若松市幕内南町9番10号

WonderGOO いわき⿅島店 いわき市⿅島町⾛熊字⻄反町2

GEOいわき⼩名浜店 いわき市⼩名浜字松の中65番地の1

GEOいわき湯本店 いわき市常磐関船町ほうの⽊作68番地の2

GEOいわき平上荒川店 いわき市平上荒川字⻑尾59-1

GEO伊達保原店 伊達市保原町東野崎21番地の1

GEO喜多⽅店 喜多⽅市屋敷免4007

アニメイト  郡⼭ 郡⼭市駅前1-16-7 ATi郡⼭店8F

GEO郡⼭城清⽔店 郡⼭市城清⽔18

GEO郡⼭⼩⼭⽥店 郡⼭市⼤槻町字⼩割林4-4

GEO郡⼭うねめ通り店 郡⼭市朝⽇3-7-30

GEO須賀川店 須賀川市稲荷町115-3

GEO福島⽯川店 ⽯川郡⽯川町⼤字双⾥字⾚沼12-1

GEO相⾺店 相⾺市中村字砂⼦⽥134-1

GEO棚倉店 東⽩川郡棚倉町⼤字棚倉字新町10番地1

GEO南相⾺原町店 南相⾺市原町区北原字境堀183

GEO⼆本松店 ⼆本松市⼤壇34-1

GEO⽩河旭町店 ⽩河市明⼾168番地

GEO福島鎌⽥店 福島市鎌⽥字古舘45番地の2

GEO福島⿃⾕野店 福島市⿃⾕野字扇⽥15-1

GEOﾖｰｸﾀｳﾝ福島野⽥店 福島市野⽥町4丁⽬1番3号

茨城県

GEO阿⾒店 稲敷郡阿⾒町岡崎1-23-1

MEGAドン・キホーテUNY 佐原東店 稲敷市⻄代1480

富⼠書店千代⽥店 かすみがうら市下稲吉２６５４-１

WonderGOO 友部店 笠間市旭町394-3

GEOｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ笠間店 笠間市寺崎1番地1

WonderGOO ひたち野うしく店 ⽜久市ひたち野東5-5-1

GEO⽜久中央店 ⽜久市中央1丁⽬15番地2

GEO古河下辺⾒店 古河市下辺⾒2466

テイクオンGEO古河店 古河市鴻巣898-11

GEO三和店 古河市諸川1224番地

WonderGOO 古河店 古河市⼩堤字新割1900-1

WonderGOO つくば店 つくば市研究学園7-54-1

GEOつくば学園店 つくば市東新井31番地13

GEO⾼萩店 ⾼萩市⼤字安良川字川久保600番地の1

GEO守⾕久保ヶ丘店 守⾕市久保ヶ丘4-23

WonderGOO 守⾕店 守⾕市松ヶ丘6-6-4

GEO常陸太⽥店 常陸太⽥市⾦井町2918

GEOｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ神栖店 神栖市居切1456番地12 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ神栖内

WonderGOO ⿅島店 神栖市堀割3-3-20

GEO河和⽥店 ⽔⼾市河和⽥2丁⽬1775番地の4

WonderGOO ⽔⼾笠原店 ⽔⼾市笠原町477-2

GEO⽔⼾吉沢店 ⽔⼾市吉沢町744番地の2

GEO⽯岡店 ⽯岡市旭台2丁⽬17番1号

WonderGOO ⽯岡店 ⽯岡市東⽯岡1-8-5

GEO下館店 筑⻄市下中⼭321-5

WonderGOO 下館店 筑⻄市菅⾕字⽯堀1513

GEO⼟浦店 ⼟浦市千束町1番10号

GEO⽊⽥余店 ⼟浦市⽊⽥余4557番地2

WonderGOO 那珂店 那珂市菅⾕2431-1

WonderGOO ⽇⽴中央店 ⽇⽴市鮎川町1-3-3

GEO⽇⽴⾦沢店 ⽇⽴市⾦沢町2丁⽬1番1号

GEO⽇⽴本宮店 ⽇⽴市本宮町4-11-3

GEOひたちなか⾼場店 ひたちなか市⼤字⾼場1140-1

WonderGOO ひたちなか店 ひたちなか市中根3325-10

WonderGOO 鉾⽥店 鉾⽥市鉾⽥572-1

GEO⻯ヶ崎松ヶ丘店 ⿓ヶ崎市松ヶ丘1-21-7

栃⽊県

アニメイト  宇都宮 宇都宮市曲師町2-8 宇都宮フェスタ5F

GEO宇都宮今泉店 宇都宮市中今泉3丁⽬28番16号

GEO宇都宮鶴⽥店 宇都宮市鶴⽥2丁⽬39番46号

GEO東峰町店 宇都宮市東峰町3030番地

WonderGOO 下野店 下野市下古⼭2888-4

GEO佐野⾼萩店 佐野市⾼萩町411番地

WonderGOO ⿅沼店 ⿅沼市⻄茂呂4-16-16

GEO⿅沼店 ⿅沼市東町3-1-12

GEO⽻川店 ⼩⼭市⽻川503番地3

GEO城東店 ⼩⼭市城北6丁⽬4番地13

GEO間々⽥店 ⼩⼭市⼤字間々⽥807番地

WonderGOO ⼩⼭店 ⼩⼭市東城南4-7

WonderGOO 真岡店 真岡市⼤⾕新町18-6

GEO並⽊店 真岡市並⽊町4丁⽬6番地23

GEO⾜利⿅島店 ⾜利市⿅島町47番地

WonderGOO ⾜利店 ⾜利市朝倉町255-1



きんこん館 ⾜利市通1-2710

GEO⾜利店 ⾜利市堀込町2481番地3

WonderGOO ⼤⽥原店 ⼤⽥原市若松町1650-10

GEO⼤平店 栃⽊市⼤平町⻄野⽥157番地

GEOからす⼭店 那須烏⼭市城東1853番地

GEO⻄那須野店 那須塩原市南郷屋2-146-39

GEO⿊磯店 那須塩原市末広町77番地5

群⾺県

WonderGOO 伊勢崎店 伊勢崎市韮塚町1185-1

GEO伊勢崎南店 伊勢崎市富塚町249番地3

GEO⾚堀店 伊勢崎市堀下町1478番地

GEO連取店 伊勢崎市連取町3281番地8

GEO内ヶ島店 太⽥市内ｹ島町801番地1

GEO太⽥宝町店 太⽥市宝町884

WonderGOO 館林店 館林市朝⽇町12-38

GEO館林店 館林市富⼠⾒町12番60号

GEO桐⽣店 桐⽣市錦町3丁⽬1322番地1

GEO新⾥店 桐⽣市新⾥町新川1163番地1

アニメイト  ⾼崎 ⾼崎市旭町34-5 旭町ビル2F

LABI 1 LIFE SELECT⾼崎 ⾼崎市栄町1番1号

WonderGOO ⾼崎店 ⾼崎市⾙沢町463

GEO⻄吉井店 ⾼崎市吉井町⻑根1870番地1

GEO飯塚店 ⾼崎市飯塚町1005番地1

GEO⾼崎福島店 ⾼崎市福島町794番地22

GEO渋川店 渋川市⽯原348番地1

GEO前橋⾼井店 前橋市⾼井町1丁⽬33番地3

GEO⽚⾙店 前橋市⻄⽚⾙町1丁⽬315番地5

GEO笠懸店 みどり市笠懸町阿左美143番地

GEO藤岡店 藤岡市藤岡892番地1

WonderGOO 富岡店 富岡市七⽇市1712-1

埼⽟県

GEO上尾⼩泉店 上尾市⼩泉1丁⽬3番地5

GEO上尾中妻店 上尾市中妻5丁⽬8番地1

フジテレビショップ フジさんレイクタウン店 越⾕市レイクタウン3-1-1イオンレイクタウンmori3F

アニメイト  イオンレイクタウン 越⾕市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンmori3F

WonderGOO 越⾕店 越⾕市新越⾕1-31-2

GEO北越⾕店 越⾕市神明町2丁⽬119番地

ｽﾃｯﾌﾟGEO越⾕店 越⾕市⼤⾥172番地1

GEO東越⾕店 越⾕市東越⾕4丁⽬8番地17

GEOふじみ野店 ふじみ野市鶴ｹ岡1丁⽬16番2号

GEO⽻⽣店 ⽻⽣市東6丁⽬1番地15

GEO加須店 加須市三俣2-18-9

GEO吉川店 吉川市⼤字保439番地

GEO久喜店 久喜市久喜北2丁⽬6番18号 2F

GEO新狭⼭店 狭⼭市下奥富505-1

GEO狭⼭店 狭⼭市富⼠⾒1-28-7

GEO⽯原店 熊⾕市⽯原1327番地1

GEO熊⾕店 熊⾕市中央2丁⽬260番地

GEO新⾏⽥店 ⾏⽥市⾏⽥120番1号

GEO鴻巣吹上店 鴻巣市鎌塚4丁⽬56番2号

GEO鴻巣店 鴻巣市⼈形1丁⽬4番44号

GEO岩槻店 さいたま市岩槻区太⽥2丁⽬4番20号

GEO⼤和⽥店 さいたま市⾒沼区⼤和⽥町1丁⽬1154番地1

GEO東⼤宮店 さいたま市⾒沼区東⼤宮1-71-17

GEO埼⼤通り店 さいたま市桜区栄和4丁⽬23番6号

GEO⼤宮指扇店 さいたま市⻄区指扇2262

GEO⻄⼤宮店 さいたま市⻄区⻄⼤宮1丁⽬7番地7

JUMP SHOP さいたま新都⼼店 さいたま市⼤宮区吉敷町4丁⽬コクーンシティ コクーン２ 3階

ドン・キホーテ ⼤宮東⼝店 さいたま市⼤宮区宮町1-60

GEOモバイル⼤宮駅前店 さいたま市⼤宮区宮町1丁⽬5番地4 中⻄ﾋﾞﾙ1F

アニメイト  ⼤宮 さいたま市⼤宮区桜⽊町1-132 第2髙井ビル1F

さきたま書店プラスGEO⼤宮⼤成店 さいたま市⼤宮区⼤成町3丁⽬545

GEO武蔵浦和店 さいたま市南区四⾕1丁⽬7番1号 ﾛｲﾔﾙｺｰﾄⅠ

ｽｰﾊﾟｰｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ⼤宮⽇進店 さいたま市北区⽇進町3丁⽬372番地

GEO⼤宮本郷店 さいたま市北区本郷町777-1

GEO原⼭店 さいたま市緑区原⼭2-28-1

GEO東浦和店 さいたま市緑区東浦和1丁⽬5番地8 ﾛｲﾔﾙﾋﾙｽﾞ池⽥

GEO坂⼾店 坂⼾市鎌倉町16-26

WonderGOO 三郷店 三郷市ピアラシティ2-2-5

GEO武⾥店 春⽇部市⼤場1077-1

GEO春⽇部ﾕﾘﾉｷ通り店 春⽇部市豊町4丁⽬1番地7

GEO新所沢店 所沢市花園2丁⽬2351番地1 新所沢専⾨店ﾌﾟﾗｻﾞ2F

GEO所沢駅前店 所沢市⽇吉町12番1号 ﾜﾙﾂﾋﾞﾙB1F

GEO新座⼤和⽥店 新座市⼤和⽥1丁⽬25番21号

GEO新座⽚⼭店 新座市野寺1-4-13

GEO深⾕上柴店 深⾕市上柴町東6丁⽬8番地7

GEO⼤沼店 深⾕市⻄⼤沼332番地1

GEO川越新宿店 川越市新宿町6-5-8

イエローサブマリン 川越カードショップ 川越市新富町2-11-4 マルキンビル 3Ｆ A-1

GEOﾓﾊﾞｲﾙ川越ｸﾚｱﾓｰﾙ店 川越市脇⽥町7番地4

GEO川⼝元郷店 川⼝市元郷6丁⽬20番20号

GEO川⼝芝店 川⼝市芝宮根町20番3号

GEO川⼝⾚⼭店 川⼝市⼤字新井宿603-2

GEO東川⼝店 川⼝市東川⼝2丁⽬3番6号 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞﾙA棟

GEO川⼝前川店 川⼝市南前川2丁⽬26番10号

GEO川⼝駅前店 川⼝市本町4丁⽬2番3号 友愛ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

GEO川⼝柳崎店 川⼝市柳崎1丁⽬20番4号



GEO草加新⽥店 草加市旭町1丁⽬381番地1

GEO草加花栗店 草加市花栗4丁⽬26番21号

新星堂 草加マルイ店 草加市⾼砂2-9-1 草加マルイ5F

GEO⾕塚店 草加市瀬崎４丁⽬5番37号 丸⽯ﾋﾞﾙ1Ｆ

GEO寄居店 ⼤⾥郡寄居町寄居1360-1

GEO秩⽗店 秩⽗市中宮地町24番地2

GEO若葉店 鶴ヶ島市富⼠⾒2丁⽬5番5号

GEO東松⼭店 東松⼭市松本町2-1-51

GEO⽑呂⼭店 ⼊間郡⽑呂⼭町中央2丁⽬30番8号

WonderGOO ⼊間店 ⼊間市上藤沢387-2

GEOﾌﾚｽﾎﾟ⼋潮店 ⼋潮市⼤瀬1丁⽬1番地3

GEO飯能柳町店 飯能市柳町26番4号

GEOつるせ店 富⼠⾒市関沢2-24-35

GEO北本店 北本市緑3丁⽬29番地

WonderGOO 本庄店 本庄市寿3-4-22

MEGAドン・キホーテUNY 本庄店 本庄市南⼀丁⽬2番10号

GEO新本庄店 本庄市緑2丁⽬5700番地

GEOﾓﾊﾞｲﾙMEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ蓮⽥店 蓮⽥市東4丁⽬5番13号 MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ蓮⽥店1F

GEO和光市駅南⼝店 和光市丸⼭台1丁⽬10番4号 Fｓ Box B1F

GEO蕨店 蕨市中央2丁⽬1番7号 ﾒｿﾞﾝｱｰﾃｨｰｽﾞ1F

千葉県

ドン・キホーテ 旭店 旭市鎌数4339-1

GEO旭店 旭市⼆2852番地

WonderGOO 旭店 旭市⼆字五郎作5888-1

GEOいすみ深堀店 いすみ市深堀1438

WonderGOO 千葉ニュータウン店 印⻄市牧の原1-3

GEO浦安猫実店 浦安市猫実4丁⽬6番40号

WonderGOO 鎌ヶ⾕店 鎌ヶ⾕市東鎌ヶ⾕1-6

GEO君津中野店 君津市中野3-10-16

GEO君津南⼦安店 君津市南⼦安2-18-6

GEO⾹取⼩⾒川店 ⾹取市⼩⾒川1110

GEO佐倉志津店 佐倉市井野1444

GEO九⼗九⾥店 ⼭武郡九⼗九⾥町⽥中荒⽣225番地

WonderGOO 成東店 ⼭武市成東486-1

GEO四街道⼤⽇店 四街道市⼤⽇299-1

GEO姉ヶ崎店 市原市姉崎⻄1丁⽬11番地11

GEO市原店 市原市東五所5-18

ドン・キホーテ ⾏徳駅前店 市川市⾏徳駅前2-3-1

GEO市川南店 市川市市川南1-3-5

GEO⾏徳店 市川市福栄3丁⽬10番2号 ｼﾃ･ﾗﾋﾟｰﾇ南⾏徳1階

GEO京成⼤久保店 習志野市⼤久保1-22-10

アニメイト  津⽥沼 習志野市⾕津1-16-1 モリシアビル レストラン5F

ホビーステーション 津⽥沼店 習志野市津⽥沼1-2-22 ⼩倉ビル3F

ホビーステーション 松⼾店 松⼾市根本4-2 ダイエー松⼾⻄⼝店5F

GEO⼋柱店 松⼾市⽇暮3丁⽬19番地の18

MEGAドン・キホーテ 成⽥店 成⽥市ウイング⼟屋82番

GEO千葉園⽣町店 千葉市稲⽑区園⽣町380-1

GEO稲⽑店 千葉市稲⽑区⼭王町336番地2

ドン・キホーテ稲⽑⻑沼店 千葉市稲⽑区⻑沼町330-50 1F

GEO宮野⽊店 千葉市花⾒川区朝⽇ケ丘5丁⽬28-59

ｵｰｸｽﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ仁⼾名店ﾌﾟﾗｽGEO 千葉市中央区仁⼾名町720番34号

ホビーステーション GLOBO蘇我店 千葉市中央区川崎町1-34

GEO千葉都町店 千葉市中央区都町1丁⽬11番9号 2F

アニメイト  千葉 千葉市中央区富⼠⾒2-22-2 千葉中央駅前ビルB1F

イエローサブマリン 千葉ゲームショップ 千葉市中央区富⼠⾒2-3-1 塚本ビル 3F

GEO千葉末広店 千葉市中央区末広2-13-2

GEO幕張店 千葉市美浜区幕張⻄2丁⽬1番8号

GEOおゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央7-3-1

GEO船橋薬園台店 船橋市滝台町105-1

ドン・キホーテ船橋南⼝店 船橋市本町1-7-6

GEO匝瑳⼋⽇市場店 匝瑳市⼋⽇市場ホ字⼤鏡76-1

GEO袖ヶ浦店 袖ケ浦市福王台2丁⽬8番地5

GEO銚⼦清川町店 銚⼦市清川町4-1082

WonderGOO 東⾦店 東⾦市⽥間222

ｵｰｸｽﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ南柏店ﾌﾟﾗｽGEO 柏市南柏中央3番地2 ｷｭｱ･ﾗ2F

イエローサブマリン 柏マルイ店 柏市柏1-1-11 丸井柏店VAT B1F

アニメイト  柏 柏市柏1-3-1 ドン・キホーテ4F

GEO柏明原店 柏市明原3-2-25

WonderGOO ⼋街店 ⼋街市⽂違字⽂違野301-115

GEO⼋千代⾼津店 ⼋千代市⾼津東2-6-1

WonderGOO 富⾥店 富⾥市七栄1005-5

GEO富⾥店 富⾥市七栄575

GEO茂原店 茂原市⼩林1606番地10 茂原ｾﾝﾄﾗﾙﾓｰﾙ内

WonderGOO 茂原店 茂原市⽊崎2272

GEO⽊更津店 ⽊更津市太⽥4丁⽬2番18号

新星堂 イオンモール⽊更津店 ⽊更津市築地1-4 イオンモール⽊更津2F

ｵｰｸｽﾒﾃﾞｨｱﾊﾟｰｸ野⽥店ﾌﾟﾗｽGEO 野⽥市花井231番地の1

WonderGOO 野⽥桜の⾥店 野⽥市桜の⾥2-2-1

東京都

GEO綾瀬店 ⾜⽴区綾瀬3丁⽬14番2号 ﾙﾐｴｰﾙ･ｱﾔｾ

GEO⽵ノ塚⻄店 ⾜⽴区⻄⽵の塚2-13-15 ｱﾙﾌｧｰｽﾀｼﾞｵ11 1F

GEO⻄新井⼤師⻄店 ⾜⽴区⾕在家1丁⽬1番3号 第⼀宝ﾏﾝｼｮﾝ

GEO⿅浜店 ⾜⽴区⾕在家2丁⽬11番2号

MEGAドン・キホーテ 環七梅島店 ⾜⽴区中央本町5-5-14

GEO⻄新井店 ⾜⽴区梅島3-32-6 第8⽮野新ﾋﾞﾙ1F･2F

GEO保⽊間店 ⾜⽴区保⽊間1丁⽬37番11号



GEO船堀店 江⼾川区松江5丁⽬1番24号

WonderGOO 瑞江店 江⼾川区瑞江4-50-12

GEO⻄葛⻄店 江⼾川区⻄葛⻄3-17-6 ｼｬﾝﾌﾞﾙ⻄葛⻄ﾋﾞﾙ1F

GEO江⼾川店 江⼾川区⼤杉3-10-1

GEO葛⻄駅前店 江⼾川区東葛⻄6丁⽬5番3号 第3吉⽥ﾋﾞﾙ1F

GEO葛⻄店 江⼾川区南葛⻄1-12-16

GEO平井店 江⼾川区平井6丁⽬8番13号 ﾊｲﾂｸﾗﾏｴ

GEO新⼩岩店 葛飾区新⼩岩1丁⽬56番14号 ｷｬｯｽﾙﾏﾝｼｮﾝ新⼩岩

GEO⽴⽯店 葛飾区⽴⽯1-22-1

ドン・キホーテ ⻲⼾店 江東区⻲⼾1-40ｰ2

フジテレビショップ フジさん台場店 港区台場2丁⽬4-8フジテレビ本社ビルメディアタワー 7階

GEO町屋店 荒川区町屋6丁⽬32番21号 2F

GEO⻄国分寺店 国分寺市⽇吉町3-2-2

GEO国⽴店 国⽴市富⼠⾒台3-3-14

GEO狛江店 狛江市岩⼾南2丁⽬5番地5号

GEO三鷹駅南⼝店 三鷹市下連雀3-34-8 三鷹ﾊｲﾃﾞﾝｽ2F

JUMP SHOP 渋⾕店 渋⾕区宇⽥川15-1 渋⾕パルコ6階

アニメイト  渋⾕ 渋⾕区宇⽥川町31-2 渋⾕BEAM3F

MEGAドン・キホーテ 武蔵⼩⾦井駅前店 ⼩⾦井市本町5-11-2

GEO⼩平⼩川町店 ⼩平市⼩川町2-2062-1

GEO昭島店 昭島市松原町2丁⽬11番10号

アニメイト 新宿 新宿区新宿5-16-4 新宿マルイ メン7F

ドン・キホーテ 新宿店 新宿区⼤久保1-12-6

GEO北新宿店 新宿区北新宿3-4-1

GEO井荻駅南⼝店 杉並区下井草5-19-14

GEOひばりヶ丘店 ⻄東京市栄町2-6-12

GEO⽥無北原店 ⻄東京市⽥無町1丁⽬2番4号 ｺｰﾄ･ﾘｼﾞｪｰﾙ1F

GEO⽥無駅前店 ⻄東京市⽥無町4-28-17 ⽥無ﾏｰﾌﾞﾙﾋﾞﾙ2F

GEO⻘梅河辺店 ⻘梅市河辺町10-1-1

GEO⻘梅新町店 ⻘梅市新町5-4-3

イエローサブマリン 秋葉原RPGショップ 千代⽥区外神⽥1-11-5 秋葉原スーパービル8F

イエローサブマリン 秋葉原本店★ミント 千代⽥区外神⽥1-15-16 ラジオ会館6F

ホビーステーション 秋葉原駅前店 千代⽥区外神⽥1-15-16秋葉原ラジオ会館2F

アニメイト  秋葉原 千代⽥区外神⽥4-3-2

ドン・キホーテ 秋葉原店 千代⽥区外神⽥4-3-3

JUMP SHOP 東京駅店 千代⽥区丸の内1-9-1 東京駅⼀番街 地下1階

GEO鶯⾕店 台東区根岸1丁⽬2番21号

ヤマシロヤ 台東区上野6-14-6

エムアンドルポ浅草店 台東区浅草１丁⽬２０１１

イエローサブマリン ⽴川店 ⽴川市柴崎町3-7-17 N2ビル 3F

GEO⽻村店 ⽻村市五ノ神2丁⽬1番地10

GEO⼤森駅⻄⼝店 ⼤⽥区⼭王2丁⽬3番13号 ｼｵｶﾜﾋﾞﾙ1F

MEGAドン・キホーテ ⼤森⼭王店 ⼤⽥区⼭王3-6-3

GEOﾓﾊﾞｲﾙ蒲⽥駅⻄⼝店 ⼤⽥区⻄蒲⽥7丁⽬48番13号

GEOｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｵ蒲⽥店 ⼤⽥区⻄蒲⽥7丁⽬68番1号 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｵ蒲⽥⻄館M2F

GEO池上店 ⼤⽥区池上6-4-18 ﾌﾞﾘｯｸﾀｳﾝ⼩林2F

GEO都⽴家政店 中野区鷺宮1丁⽬28番7号 ｻｷﾞﾉﾐﾔﾌﾗｯﾂB1

ドン・キホーテ 中野駅前店 中野区中野5-68-5

GEO東中野店 中野区東中野3-16-20 ｾｻﾞｰﾙ東中野１Ｆ

ディアシュピール 中野区東中野4-9-1 第⼀元太ビル4-A

GEO町⽥⼩川店 町⽥市⾦森東4丁⽬43番18号

アニメイト  町⽥ 町⽥市原町⽥4-11-14 コロンブスビル1F/2F

ドン・キホーテ 町⽥駅前店 町⽥市原町⽥4-2-14

イエローサブマリン 町⽥GAMESHOP 町⽥市原町⽥6-18-13 サニーサイドビル2F

GEOつつじヶ丘駅前店 調布市つつじヶ丘3-31-8 つつじヶ丘ｼﾃｨﾀﾜｰ

野崎書林ﾌﾟﾗｽGEO東久留⽶駅前店 東久留⽶市本町1丁⽬3-1

GEO⻄⼋王⼦店 ⼋王⼦市散⽥町3-9-19 ⽥沢ﾋﾞﾙ1Ｆ

ドン・キホーテ ⼋王⼦駅前店 ⼋王⼦市中町1-3

GEOﾓﾊﾞｲﾙ⼋王⼦ﾕｰﾛｰﾄﾞ店 ⼋王⼦市中町5番9号 1F

ﾌﾞｯｸｽﾀﾏGEO⼋王⼦店 ⼋王⼦市中野上町4-32-8

GEO⼋王⼦堀之内店 ⼋王⼦市堀之内3丁⽬30番地3

GEOボート店 板橋区熊野町41

GEO⻄台店 板橋区⾼島平1-79-1 ﾜｲｹｲｴﾑﾋﾞﾙ1F

GEO⾼島平店 板橋区⾼島平2-1-22

フジヤ 板橋区常盤台2-27-9

プラスGEO成増店 板橋区成増1-29-15

GEOときわ台駅南⼝店 板橋区南常盤台2丁⽬5番1号

GEO板橋本町店 板橋区本町12-2

GEO⼾越公園店 品川区⼾越5-6-7

LABI LIFE SELECT品川⼤井町 品川区東⼤井5丁⽬20-1

ドン・キホーテ 吉祥寺駅前店 武蔵野市吉祥寺南町1-9-1

アニメイト  吉祥寺パルコ 武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺PARCO 7F

JUMP SHOP 東京ドームシティ店 ⽂京区後楽1-3-61 東京ドームシティ内

GEO巣鴨店 豊島区巣鴨1-20-10

GEO要町店 豊島区池袋3-3-5

イエローサブマリン 池袋RPGショップ 豊島区東池袋1-15-1 真下ビル6F

アニメイト  池袋本店 豊島区東池袋1-20-7

LABI1 LIFE SELECT池袋 豊島区東池袋1-5-7

GEO⼤塚駅南⼝店 豊島区南⼤塚2丁⽬43番7号 ｻﾝｻｰﾗ⼤塚1F

GEO板橋駅前店 北区滝野川7丁⽬2番1号

JUMP SHOP 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 墨⽥区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F

GEO曳⾈店 墨⽥区東向島2丁⽬48番14号

アニメイト  ⽴川 ⽴川市柴崎町2-3-1 ASAMIビル3F/4F

エッセンス 関町店 練⾺区関町北2-2-1

GEO東⼤泉店 練⾺区東⼤泉2丁⽬34番1号 ｵｽﾞｽﾀｼﾞｵｼﾃｨ2F

GEO豊⽟店 練⾺区豊⽟中2-19-20

神奈川県



GEO愛川店 愛甲郡愛川町中津765番地1

Ｐａｔ綾瀬店 綾瀬市寺尾中1-4-70 PATあやせ2F

GEO伊勢原⼤住台店 伊勢原市⼤住台1丁⽬12番地の12

GEOLIVINよこすか店 横須賀市平成町3丁⽬21番4号 LIVINよこすか店1階

GEO今宿店 横浜市旭区今宿⻄町161-1

ドン・キホーテ ⼆俣川店 横浜市旭区⼆俣川1-43-28

GEO横浜栗⽊店 横浜市磯⼦区栗⽊1丁⽬31番5号

GEO横浜笠間店 横浜市栄区笠間4丁⽬2番16号

GEO横浜六浦店 横浜市⾦沢区六浦1丁⽬21番19号

ドン・キホーテ ⼾塚原宿店 横浜市⼾塚区原宿4-5-11

GEO六⾓橋店 横浜市神奈川区⻄神奈川3-6-7

WonderGOO 下瀬⾕店 横浜市瀬⾕区下瀬⾕2-18-13 2F

GEO瀬⾕店 横浜市瀬⾕区橋⼾2-38-1

JUMP SHOP 横浜店 横浜市⻄区みなとみらい2-2-1 横浜・ランドマークプラザ2F

ドン・キホーテ 横浜⻄⼝店 横浜市⻄区南幸2-15-5

GEO弥⽣台店 横浜市泉区⻄が岡1-27-2 ｸｴｽﾄ⼭⼿台1F

ドン・キホーテ 伊勢佐⽊町店 横浜市中区伊勢佐⽊町3丁⽬98番地

MEGAドン・キホーテ 鶴⾒中央店 横浜市鶴⾒区鶴⾒中央3丁⽬13番1号

GEO市ヶ尾店 横浜市都筑区荏⽥南3-35-15

GEO横浜中⼭店 横浜市緑区台村町373番地1

アニメイト マルイファミリー海⽼名 海⽼名市中央1-6-1 マルイファミリー海⽼名5F

GEO海⽼名店 海⽼名市中央2-5-41

GEO厚⽊店 厚⽊市妻⽥⻄3丁⽬1番2号

MEGAドン・キホーテ 厚⽊店 厚⽊市妻⽥南2-8-5

GEO寒川店 ⾼座郡寒川町宮⼭3586番地1

GEO野川店 川崎市宮前区⻄野川3-44-12

MEGAドン・キホーテ 東名川崎店 川崎市宮前区⾺絹2丁⽬1番1号

アニメイト  川崎 川崎市幸区⼤宮町1310 ミューザ川崎2F

アニメイト  横浜ビブレ 川崎市幸区⼤宮町1310 ミューザ川崎2F

ドン・キホーテ 溝ノ⼝駅前店 川崎市⾼津区溝⼝1-13-5

ホビーステーション 溝⼝店 川崎市⾼津区溝⼝1-4-1 マルイファミリー溝⼝ 8F

GEO川崎店 川崎市川崎区⾙塚1-3-18

GEO川崎ｾﾞﾛｹﾞｰﾄ店 川崎市川崎区⼩川町1番地1 川崎ｾﾞﾛｹﾞｰﾄ1F

イエローサブマリン 川崎店 川崎市川崎区⼩川町2番地7 アイヴィ・タワー地下1階

GEO稲⽥堤店 川崎市多摩区菅⾺場2-15-7

GEO⽊⽉店 川崎市中原区⽊⽉3丁⽬52-12

GEO相模原駅前店 相模原市中央区相模原5丁⽬1番1号

GEO相模台店 相模原市南区相模台6丁⽬17番16号

ドン・キホーテ ⼤和店 ⼤和市下鶴間2-1-13

GEO⼤和中央店 ⼤和市中央1丁⽬4番19号

GEO中央林間店 ⼤和市中央林間4-27-12 中央林間古⽊ﾋﾞﾙ1F

GEO湘南台店 藤沢市湘南台2-5-11 湘南台ｳｴｽﾄﾌﾟﾗｻﾞ1番地

ドン・キホーテ 藤沢駅南⼝店 藤沢市南藤沢19-17

ホビーステーション 湘南藤沢OPA店 藤沢市南藤沢22-3 B2F

GEO平塚四之宮店 平塚市四之宮6-14-40

プラスGEO平塚⾼村店 平塚市万⽥1-18-7

GEO平塚店 平塚市明⽯町15-12 ⽚野ﾋﾞﾙ2Ｆ

MEGAドン・キホーテ 古淵店 模原市南区⼤野台6-14-9

新潟県

GEO阿賀野店 阿賀野市岡⼭町8番9号

GEO燕吉⽥店 燕市吉⽥3681番地1

GEO加茂店 加茂市⼤郷町1-7-2

G-get⿂沼店 ⿂沼市中原165-3

GEO佐渡佐和⽥店 佐渡市中原226-1

GEO三条店 三条市東三条2丁⽬6番3号

G-get妻有店 ⼗⽇町市丑792番地

GEO直江津店 上越市五智1丁⽬13番30号

GEO上越⾼⽥店 上越市⾼⼟町1-1-7

GEO新津店 新潟市秋葉区新津4543番地1

GEO巻店 新潟市⻄蒲区巻甲4800番地

GEO寺尾店 新潟市⻄区五⼗嵐東1丁⽬7番1号

ホビーロード 新潟市⻄区⼩新南2-1-10 イオン新潟⻄店3階フロア

アニメイト  新潟 新潟市中央区東⼤通1-8-5 アニメ・コミック館2F

GEO出来島店 新潟市中央区南出来島1-3-6

GEO新潟中野⼭店 新潟市東区若葉町1丁⽬19番51号

GEO新発⽥店 新発⽥市⾈⼊町3丁⽬8番32号

ドン・キホーテ 新発⽥店 新発⽥市新栄町2-4-6

GEO村上店 村上市仲間町535番地1

GEO⻑岡宮内店 ⻑岡市宮内町3346番地1

GEO⻑岡⻄津店 ⻑岡市⻄津町3796番地1

GEO塩沢店 南⿂沼市塩沢760番地1

GEO柏崎店 柏崎市⽇吉町8番2号

GEO新井店 妙⾼市中川4-17

富⼭県

GEO滑川店 滑川市上⼩泉74-1

GEO⾼岡昭和店 ⾼岡市昭和町1丁⽬1番32号

GEO新湊店 ⾼岡市姫野517

GEO⾼岡蓮花寺店 ⾼岡市蓮花寺743

GEO⼩杉店 射⽔市三ヶ2602-1

GEO砺波ｲﾝﾀｰ店 砺波市太郎丸3丁⽬115番地

GEO富⼭上飯野店 富⼭市上飯野字⽔窪41番地4

GEO富⼭北の森店 富⼭市森3丁⽬3番63号

GEO天正寺店 富⼭市天正寺1041

GEO富⼭婦中店 富⼭市婦中町板倉455

GEO富⼭布瀬店 富⼭市布瀬町南1-5-4

MEGAドン・キホーテUNY 砺波店 礪波市太郎丸三丁⽬69番地

⽯川県



GEO⽻咋店 ⽻咋市⽯野町ホ83番地1

GEO津幡店 河北郡津幡町横浜へ24-5

GEO内灘店 河北郡内灘町千⿃台4丁⽬1番

GEO⾦沢久安店 ⾦沢市久安2-26-1

GEO⾦沢元菊店 ⾦沢市元菊町17-49

GEO⾦沢鞍⽉店 ⾦沢市⼾⽔2丁⽬85番地

GEO⾦沢桜町店 ⾦沢市桜町19-14

GEO⾦沢東⼤通店 ⾦沢市神宮寺1-8-13

ホビーステーション ⾦沢店 ⾦沢市竪町24 BELSEL3F

GEO⼩松符津店 ⼩松市符津町⼣36-1

GEO⼩松有明町店 ⼩松市有明町115

GEO能美⾠⼝店 能美市三ツ屋町3-1

GEO松任店 ⽩⼭市幸明町188番地

GEO⾦沢御経塚店 野々市市御経塚5丁⽬62番地

GEO野々市⽮作店 野々市市⽮作2丁⽬126番地1

GEO新輪島店 輪島市宅⽥町48字1番地

⼭梨県

GEO塩⼭店 甲州市塩⼭下於曽1671

GEO敷島店 甲斐市中下条1360番地1

GEO甲府昭和店 中巨摩郡昭和町押越105

GEO甲府国⺟店 中巨摩郡昭和町清⽔新居1347-1

GEO⽯和店 笛吹市⽯和町窪中島88-1

GEO南ｱﾙﾌﾟｽ店 南ｱﾙﾌﾟｽ市荊沢1303番地

福井県

ｶﾎﾞｽﾌﾟﾗｽGEO三国店 坂井市三国町三国東5丁⽬1番20号

ｶﾎﾞｽﾌﾟﾗｽGEO勝⼭店 勝⼭市荒⼟町新保5-104

GEO⼩浜店 ⼩浜市四⾕町3番25号

GEO⼤野店 ⼤野市中挟3-909

ボドゲSHOP オフライン 福井市 光陽2丁⽬2-39 ウエストプラザB号

GEO福井⼆の宮店 福井市ニの宮3-39-15

GEO福井つくし野店 福井市⽯盛町520

GEO福井⽇の出店 福井市⽇之出5-12-14

⻑野県

GEO伊那福島店 伊那市福島234番地1

GEO塩尻店（新） 塩尻市広丘⾼出字上村1616番地

GEO岡⾕店 岡⾕市神明町3丁⽬1番3号 ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ岡⾕内

GEO茅野店 茅野市ちの2617-4

ドン・キホーテ 茅野店 茅野市宮川1199-1

GEO佐久インターウェーブ店 佐久市⼩⽥井613番地1 佐久ｲﾝﾀｰｳｪｰﾌﾞ内

GEO佐久店 佐久市野沢307-1

ドン・キホーテ 南松本店 松本市双葉18-22

GEO上⽥国分店 上⽥市国分1-3-26

GEO上⽥しおだ野店 上⽥市⼤字神畑502番地1 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸしおだ野内

GEO須坂店 須坂市墨坂2-6-1

GEO更埴店 千曲市⼤字杭瀬下51-1

GEO中野バイパス店 中野市吉⽥522 ｱｯﾌﾟﾙﾊｰﾄ内

GEO稲⾥店 ⻑野市稲⾥町中央4-5-12

GEO善光寺下店 ⻑野市三輪6-6-15

GEO⼤⾖島店 ⻑野市⼤⾖島3990-1

岐⾩県

GEO岐南店 ⽻島郡岐南町上印⾷4丁⽬184番地

GEO岐⾩⽻島店 ⽻島市⼩熊町島1-124

KIKUYAﾌﾟﾗｽGEO下呂店 下呂市⼩川1236番地1 下呂ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾋﾟｱ内

GEO可児店 可児市下恵⼟5473番地

GEO蘇原店 各務原市蘇原新栄町1-4-1

GEOせき東新町店 関市東新町1-5-11

GEO関緑ヶ丘店 関市緑ヶ丘2-7-52

MEGAドン・キホーテUNY 岐⾩店 岐⾩市加納神明町六丁⽬１番地

アニメイト  岐⾩ 岐⾩市加納清⽔町3-8-1 ⽇本泉ビル1F

GEO岐⾩河渡店 岐⾩市河渡三丁⽬37-38

GEO岐⾩市橋店 岐⾩市市橋2丁⽬7-1 三洋堂書店市橋店2F

ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ岐⾩⻑良店 岐⾩市上⼟居1-6-8

GEO岐⾩茜部店 岐⾩市⽔主町1-160

GEO岐⾩北島店 岐⾩市北島6-1-18

GEO岐⾩柳津店 岐⾩市柳津町北塚4丁⽬1番地

GEO恵那店 恵那市⻑島町正家3-2-8

MEGAドン・キホーテUNY 恵那店 恵那市⻑島町正家⼆丁⽬2番地17

GEO⾼⼭昭和店 ⾼⼭市昭和町1-123-1

GEO瑞穂岐⼤バイパス店 瑞穂市稲⾥544-1

MEGAドン・キホーテ 岐⾩瑞穂店 瑞穂市稲⾥580-1

GEO多治⾒光ヶ丘店 多治⾒市光ヶ丘3-52

GEO⼤垣バイパス店 ⼤垣市楽⽥町2-70

GEO⼤垣築捨店 ⼤垣市築捨町5丁⽬64番地1

GEO⼟岐店 ⼟岐市泉⼤島5-17

GEO美濃加茂店 美濃加茂市古井町下古井477番地

MEGAドン・キホーテUNY 美濃加茂店 美濃加茂市野笹町2-5-65

GEO不破垂井店 不破郡垂井町宮代3015番地の3

GEO岐⾩真正店 本巣市政⽥1273

GEO池⽥店 揖斐郡池⽥町池野228番地の1

静岡県

おもちゃのたかはし 下⽥市2-11-8

GEO掛川⼤池店 掛川市⼤池652番地

GEO菊川店 菊川市半済1870

GEO浜岡店 御前崎市池新⽥5771番地

GEO御殿場店 御殿場市川島⽥字⽯原坂368番地

GEO三島店 三島市萩256番地



GEO沼津原店 沼津市原1781番地の1

GEO沼津学園通り店 沼津市五⽉町17番28号

GEO⼤井川店 焼津市相川469番地1

GEO焼津店 焼津市祢宜島29-1

有限会社 キンダ―ランド 裾野市佐野760-5

ドン・キホーテ 静岡両替町店 静岡市葵区紺屋町12番1号

アニメイト  静岡パルコ 静岡市葵区紺屋町6-7 静岡パルコ6F

GEO静岡昭府店 静岡市葵区昭府1丁⽬18番1号

GEO静岡川合店 静岡市葵区川合1-10-35

GEO静岡インター店 静岡市駿河区⻄中原2-1-16

GEO静岡SBS通り店 静岡市駿河区豊⽥3丁⽬9番17号

GEO清⽔庵原店 静岡市清⽔区庵原町145番地の1

GEO袋井店 袋井市新屋2-8-14

GEO函南店 ⽥⽅郡函南町塚本151番地の1

GEO島⽥店 島⽥市中溝町2595番地の1

GEO藤枝⽔上店 藤枝市⽔上210-95

GEO熱海店 熱海市中央町3番1号

GEO磐⽥今之浦店 磐⽥市今之浦4-18-8

GEO磐⽥豊⽥店 磐⽥市⽴野2007番地5

GEO浜松⻄伊場店 浜松市⻄伊場町56-5

GEO浜松幸店 浜松市中区幸1-4-20

MEGAドン・キホーテUNY 浜松泉町店 浜松市中区泉1-6-1

GEO浜松市野店 浜松市東区市野町1634番地の1

GEO浜松さんじの店 浜松市南区参野町62番地の2

GEO浜北店 浜松市浜北区本沢合167-1

GEO浜松舞阪店 浜松市舞阪町浜⽥727

GEO浜松初⽣店 浜松市北区初⽣町805番地の2

GEO富⼠宮店 富⼠宮市富⼠⾒ヶ丘65

GEO富⼠店 富⼠市伝法3024-1

GEO富⼠⻘葉通店 富⼠市本市場町983

GEO榛原店 牧之原市静波1720-1

愛知県

GEO甚⽬寺店 あま市坂牧坂塩139番地 BOOKSえみたす2階

GEO七宝町店 あま市七宝町桂北海道2067番地

ﾌﾟﾗｽGEO東郷店 愛知郡東郷町⽩⿃2-20-1

GEO安城⼤東店 安城市⼤東町17-20

GEO⼀宮⾳⽻店 ⼀宮市⾳⽻3-11-20

GEO⼀宮名岐バイパス店 ⼀宮市⾚⾒4-13-4

MEGAドン・キホーテUNY ⼀宮⼤和店 ⼀宮市⼤和町⽑受字⼀本松19番地

GEO⼀宮インター店 ⼀宮市島崎1-7-7

MEGAドン・キホーテUNY 稲沢東店 稲沢市下津穂所1-1-1

GEO稲沢平和店 稲沢市平和町丸渕上363番地

GEO岡崎⼤樹寺店 岡崎市井ﾉ⼝町字和⽥屋3番地

BOOKOFF SUPER BAZAAR 248号⻄友岡崎店 岡崎市⼾崎町越舞2-1

GEO岡崎上地店 岡崎市上地1-36-1

GEO岡崎緑丘店 岡崎市緑丘2丁⽬2-4

GEOｸﾗｽﾎﾟ蒲郡店 蒲郡市⿅島町浅井新⽥1番地26 ｸﾗｽﾎﾟ蒲郡2F

GEO刈⾕井ヶ⾕店 刈⾕市井ケ⾕町前⽥45-1

GEO刈⾕稲場店 刈⾕市稲場町4丁⽬201番地

GEO岩倉駅前店 岩倉市栄町2丁⽬15番地

GEO⽝⼭⼩牧店 ⽝⼭市字外屋敷6

GEO⽝⼭駅東店 ⽝⼭市松本町2-24

GEO江南⾶⾼店 江南市⾶⾼町栄340

GEO⾼浜店 ⾼浜市神明町8丁⽬1番地17

MEGAドン・キホーテUNY 気噴店 春⽇井市気噴町⼆丁⽬11番地1

GEO⾼蔵寺店 春⽇井市気噴町北1-158

GEO春⽇井店 春⽇井市⾼⼭町1-19-13

GEO春⽇井インター店 春⽇井市東野町6-1-13

MEGAドン・キホーテUNY 桃花台店 ⼩牧市古雅1-1

GEO⼩牧桜井店 ⼩牧市北外⼭字桜井806-1

MEGAドン・キホーテUNY ⼩牧店 ⼩牧市堀の内三丁⽬15番地

GEO常滑⻑間店 常滑市字⻑間23番地1

GEO新城店 新城市野⽥字東町屋敷100

GEO⻄尾店 ⻄尾市⼭下町東⼋幡⼭102-2

GEO共和店 ⼤府市追分町1-56

MEGAドン・キホーテUNY ⼤⼝店 丹⽻郡⼤⼝町丸⼆丁⽬36番地

GEOアクロスプラザ扶桑店 丹⽻郡扶桑町⼤字⾼雄字下野7番地

GEO阿久⽐店 知多郡阿久⽐町⼤字阿久⽐字駅前2丁⽬5番地

MEGAドン・キホーテUNY 武豊店 知多郡武豊町字⻄⽥崎19-1

GEO知多店 知多市新知東町2丁⽬1番地5

GEO知⽴店 知⽴市⼋ﾂ⽥町川畔60番地1

BOOKOFF PLUS ⻑久⼿グリーンロード店 ⻑久⼿市城屋敷1212

GEO⽥原店 ⽥原市⾚⽯1-37

GEO東海荒尾店 東海市荒尾町脇の⽥136

MEGAドン・キホーテUNY ⾹久⼭店 ⽇進市⾹久⼭五丁⽬1801番地

GEO半⽥有楽店 半⽥市旭町5-3-4

GEO半⽥店 半⽥市岩滑中町4-152

GEO本地ヶ原店 尾張旭市南本地ヶ原町3-1

GEO碧南店 碧南市中後町1-27

GEO豊橋花⽥店 豊橋市花⽥町字荒⽊31-1

GEO豊橋⾼師店 豊橋市松井町字中新切11-1

GEO豊橋藤沢店 豊橋市藤沢町123

MEGAドン・キホーテ 豊橋店 豊橋市藤沢町141

GEO豊橋岩⽥店（新） 豊橋市豊岡町197番地1

GEOﾄﾞﾐｰ⼩坂井店 豊川市伊奈町慶応23番地194

GEO豊川店 豊川市南⼤通6-2

GEO豊⽥広路店 豊⽥市広路町2-8



MEGAドン・キホーテUNY 豊⽥元町店 豊⽥市⼟橋町2丁⽬65番地

GEO豊⽥美⾥店 豊⽥市美⾥5丁⽬12番地9

GEO豊⽥福受店 豊⽥市福受町字下ノ切110-5

GEO師勝店 北名古屋市⾼⽥寺北の川29番地1

GEO⻄春店 北名古屋市弥勒寺⻄2丁⽬28番地

MEGAドン・キホーテUNY 東海通店 名古屋市港区港明1-10-28

GEO名古屋南陽店 名古屋市港区七反野1丁⽬2306番地

GEO当知店 名古屋市港区当知3-802

GEO名古屋守⼭店 名古屋市守⼭区⼩幡太⽥16-11

GEO守⼭吉根店 名古屋市守⼭区深沢1丁⽬2603番地 2Ｆ

GEO御器所店 名古屋市昭和区御器所通3-13-1

GEO弥富通店 名古屋市瑞穂区弥富通2-23

GEO名古屋⼤野⽊店 名古屋市⻄区歌⾥町377-1

GEOﾓﾊﾞｲﾙｲｵﾝﾀｳﾝ名⻄店 名古屋市⻄区⾹呑町6丁⽬49番地1 ｲｵﾝﾀｳﾝ名⻄店2F

新星堂mozoワンダーシティ店 名古屋市⻄区⼆⽅町40番 4階

GEO千種駅南店 名古屋市千種区新栄3-20-17

MEGAドン・キホーテUNY 納屋橋店 名古屋市中区栄1-2-49

ボーイズインザバンド 名古屋市中区栄3-28-117

アニメイト 名古屋パルコ 名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ東館4F

BOOKOFF SUPER BAZAAR 栄スカイル店 名古屋市中区栄3-4-5 栄スカイル8F

GEO⾦⼭駅北⼝店 名古屋市中区⾦⼭4-6-26 ⾦⼭共同ﾋﾞﾙ1F

WonderGOO 名古屋⼤須店 名古屋市中区⼤須3-11-34

イエローサブマリン 名古屋ゲームショップ 名古屋市中区⼤須3-11-9 OAビル6F

GEO名古屋⼤須店 名古屋市中区⼤須3丁⽬31番1号

GEO名古屋⾼畑店 名古屋市中川区野⽥1-710

GEO名古屋⻲島店 名古屋市中村区井深町17-15

アニメイト  名古屋 名古屋市中村区椿町18-4 椿太閤ビル

GEOほら⾙店 名古屋市天⽩区久⽅2丁⽬61番地

GEO焼⼭店 名古屋市天⽩区焼⼭1-314

BOOKOFF PLUS 名古屋平針店（トレカ・ホビー館） 名古屋市天⽩区平針2-1515

GEO名古屋平針店 名古屋市天⽩区平針2-706

JUMP SHOP 名古屋店 名古屋市東区東桜1-11-1オアシス21内

GEO名古屋⼤曽根店 名古屋市東区⽮⽥1-3-1

GEO道徳店 名古屋市南区豊⽥5-12-45

GEO熱⽥⼤宝店 名古屋市熱⽥区⼤宝2丁⽬426番地1

MEGAドン・キホーテ 名古屋本店 名古屋市北区⽞⾺町234-1

GEO名古屋⿊川店 名古屋市北区城⾒通2-16

GEO辻本通店 名古屋市北区辻本通1-48

GEO萩野通店 名古屋市北区萩野通1-25-1

GEO⼀社店 名古屋市名東区⼀社3-8

GEO名古屋徳重店 名古屋市緑区⻲が洞1丁⽬501番地

GEO弥富店 弥富市前ヶ須町午新⽥613番地

三重県

GEO伊賀店 伊賀市上野農⼈町563番地の1

MEGAドン・キホーテ 伊勢上地店 伊勢市上地町３１１８－１

GEO伊勢店 伊勢市船江3丁⽬11番6号

GEO⻲⼭エコー店 ⻲⼭市東御幸町238-4

GEO桑名七和店 桑名市⼤仲新⽥533-1

GEO菰野店 三重郡菰野町⼤字宿野434番地

GEO朝⽇町店 三重郡朝⽇町⼤字⼩向317番地1

ドン・キホーテアピタ四⽇市店 四⽇市市安島⼀丁⽬3番31号

GEO四⽇市⽇永店 四⽇市市⽇永3-1158-1

GEO志摩店 志摩市阿児町鵜⽅4935番地

GEO松阪久保店 松阪市久保町1822番地12

GEO松阪⼤塚店 松阪市⼤塚町380-1

GEO久居インター店 津市久居北⼝町48-1

GEO三重⼤学前店 津市栗真町屋町475-1

GEO津⾼野尾店 津市⾼野尾町1178-1

GEO津南店 津市藤⽅⻄太⽥590番地1

GEO⽟城店 度会郡⽟城町世古字カリコ401-16

ｳｲｽﾞ･ﾕｰ尾鷲店ﾌﾟﾗｽGEO 尾鷲市⼩川東町30番10号

MEGAドン・キホーテUNY 名張店 名張市下⽐奈知字⿊⽥3100-1

GEO名張店 名張市桔梗が丘七番町三街区1813-3

GEO鈴⿅磯⼭店 鈴⿅市磯⼭3丁⽬5番20号

GEO鈴⿅⻄条店 鈴⿅市⻄条町423-1

MEGAドン・キホーテUNY 鈴⿅店 鈴⿅市南⽟垣町3628

滋賀県

カルチャーハウスイシオカプラスGEO⽇野店 蒲⽣郡⽇野町松尾5丁⽬47

MEGAドン・キホーテUNY 近江⼋幡店 近江⼋幡市鷹飼町字⼀本⽊223-3

GEO守⼭⼤⾨店 守⼭市⼤⾨町22番地

GEO草津店 草津市野村4丁⽬1番16号

GEO⻄⼤津店 ⼤津市松⼭町4番13号

GEO⼤津瀬⽥店 ⼤津市⼤江4丁⽬4番6号

ボードゲームスペース RESPAWN ⻑浜市元浜町723

GEO⻑浜店 ⻑浜市⼩堀町424番地 三洋堂書店⻑浜店内

GEO彦根⾼宮店 彦根市⾼宮町1517番地1

京都府

GEO⻲岡店 ⻲岡市古世町芝原40

GEO京丹後峰⼭店 京丹後市峰⼭町⻑岡1629-1

GEO京⽥辺店 京⽥辺市興⼾塚ﾉ本4番地10

GEO⼭科東野店 京都市⼭科区東野北井ノ上町1-6 ⼤翔第⼀ビル1Ｆ

GEO桂店 京都市⻄京区下津林南⼤般若町90番地の1

アニメイト  京都 京都市中京区新京極蛸薬師下ル東側町525-1 パッサージオ（吉本ビル）2F

GEO円町店 京都市中京区⻄ノ京⻄⿅垣町63

イエローサブマリン 京都店 京都市中京区蛸薬師通り新京極東 ⼊裏寺町598 河原町OKIビル4Ｆ

GEO伏⾒新堀川店 京都市伏⾒区中島北ﾉ⼝町11番地



GEO向⽇店 向⽇市向⽇町北⼭61

GEO⼋幡店 ⼋幡市⼋幡源⽒垣外1番地の4 ﾌｧﾐﾚやわた2F

GEO舞鶴店 舞鶴市字森492

⼤阪府

GEO中環茨⽊店 茨⽊市美沢町16番38号

GEO河内⻑野店 河内⻑野市寿町1番1号

GEO⾙塚店 ⾙塚市津⽥北町28番1号

GEO岸和⽥店 岸和⽥市荒⽊町2-20-15

GEO⾼槻浦堂店 ⾼槻市浦堂2-10-1

GEO⾼槻寿町店 ⾼槻市寿町1-7-14

GEO⾼槻緑町店 ⾼槻市緑町18番20号

GEO堺⼀条店 堺市堺区⼀条通14-15

GEO松原店 松原市⽥井城2丁⽬1番30号

GEO寝屋川店 寝屋川市葛原1丁⽬24番6号

GEO外環寝屋川店 寝屋川市⾼宮栄町32番3号

GEO千⾥丘駅前店 摂津市千⾥丘東2丁⽬10-1

GEO泉⼤津店 泉⼤津市東雲町11-25

GEO泉南店 泉南市樽井2丁⽬33-17

GEO⼤阪狭⼭店 ⼤阪狭⼭市池之原2丁⽬1080番地1

アニメイト  天王寺 ⼤阪市阿倍野区阿倍野筋1-4-7 Gビル阿倍野01 3F

GEO関⽬⾼殿店 ⼤阪市旭区⾼殿4-22-26

GEOクロスシティ弁天町店 ⼤阪市港区弁天1丁⽬3番3号

GEO⼤阪住之江店 ⼤阪市住之江区新北島6丁⽬1番51号

JUMP SHOP ⼼斎橋店 ⼤阪市中央区⼼斎橋筋1-7-1⼤丸⼼斎橋店 本館9階

ボードゲームショップ＆スペースギルド ⼤阪市中央区東⼼斎橋1丁⽬13-11 クイント⼼斎橋ビル６Ｆ

GEO鶴⾒緑地公園店 ⼤阪市鶴⾒区諸⼝5丁⽬浜6-9

GEO東淀川店 ⼤阪市東淀川区豊新2-11-3

GEO福島店 ⼤阪市福島区⼤開4-1-145

GEO喜連東店 ⼤阪市平野区喜連東3-5-71

JUMP SHOP ⼤阪梅⽥店 ⼤阪市北区⾓⽥町5-15 HEP FIVE 6F

GEO天六店 ⼤阪市北区国分寺2-1-1

アニメイト 梅⽥ ⼤阪市北区中崎⻄2-4-12 梅⽥センタービルB1F

GEO⼤阪加島店 ⼤阪市淀川区加島1丁⽬53番35号

GEO三国本町店 ⼤阪市淀川区三国本町1丁⽬14番34号

LABI1 LIFE SELECTなんば ⼤阪市浪速区難波中⼆丁⽬11番35号

イエローサブマリン なんば店 ⼤阪市浪速区⽇本橋3-8-23

GEO⼤阪⽇本橋店 ⼤阪市浪速区⽇本橋4丁⽬11番1号

アニメイト  ⼤阪⽇本橋 ⼤阪市浪速区⽇本橋⻄1-1-3 アニメイトビル1階・2階

GEO⼤東店 ⼤東市⼤東町10番13号

GEO東⼤阪花園店 東⼤阪市吉⽥本町1丁⽬2番36号

GEO東⼤阪若江店 東⼤阪市若江北町3丁⽬6番10号

GEO藤井寺インター店 藤井寺市沢⽥1丁⽬29-13 1F

GEO⼋尾店 ⼋尾市南本町1丁⽬10番5号 

GEO豊中服部店 豊中市服部南町1丁⽬7番12号

GEOくらわんか枚⽅店 枚⽅市池之宮1-2-12

GEO箕⾯店 箕⾯市粟⽣外院1丁⽬15番2号

GEOﾍﾞｱｰｽﾞ⼤⽇店 ⾨真市向島町3番35号ﾍﾞｱｰｽﾞB棟1階

GEO古川橋店 ⾨真市速⾒町8-31

Hobby Life 浪速区恵美須⻄1-4-21-102

GEO⾼⽯店 和泉市葛の葉町3丁⽬1番65号

兵庫県

GEO伊丹店 伊丹市⾏基町2-1-3

GEO東加古川店 加古川市野⼝町野⼝183番地

GEOうかいや書店荒井店 ⾼砂市荒井町若宮町11-7

GEO三⽥ウッディタウン店 三⽥市すずかけ台3丁⽬3番2

GEO三⽊⻘⼭店 三⽊市志染町⻘⼭3丁⽬14番地の1

GEO洲本店 洲本市塩屋1丁⽬2番19号

GEO北須磨店 神⼾市須磨区多井畑字東⼭ノ上13-31

GEO神⼾板宿駅前店 神⼾市須磨区⾶松町3丁⽬6番20号

GEO伊川⾕店 神⼾市⻄区⽩⽔3丁⽬2-12

アニメイト  三宮 神⼾市中央区三宮町1-9-1-309 センタープラザビル3F

イエローサブマリン 三宮店 神⼾市中央区三宮町2-11-1 センタープラザ⻄館2F

GEO神⼾六甲道店 神⼾市灘区神前町1丁⽬1番30号

GEOフェニックスプラザ摩耶店 神⼾市灘区味泥町6番1号 ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ1F

GEO新開地店 神⼾市兵庫区⼤開通1-1-1 神鉄ﾋﾞﾙ1F･2F

GEO鈴蘭台店 神⼾市北区⼭⽥町⼩部峠⾕28-5

GEO神⼾有野店 神⼾市北区有野中町2丁⽬9番8号

GEO鳴尾店 ⻄宮市⾥中町2-1-3

GEO⻄脇店 ⻄脇市⼩坂町116番地

GEO⾚穂店 ⾚穂市中広179番地7

GEO川⻄能勢⼝駅前店 川⻄市栄町10番5号 ﾊﾟﾙﾃｨ川⻄1F･2F

GEO川⻄⼭下店 川⻄市⾒野3丁⽬17番28号

GEO丹波氷上店 丹波市氷上町稲継250-1

GEO武庫之荘店 尼崎市南武庫ノ荘1-2-25 ｱｽｶﾃﾞｨｱ武庫之荘1F

GEO姫路飾磨店 姫路市飾磨区清⽔3丁⽬31番地

GEO姫路砥堀店 姫路市砥堀726番地1

アニメイト  姫路 姫路市東駅前町54 ハリマセンタービル1F/2F

GEO姫路⾞崎店 姫路市南⾞崎1丁⽬2番43号

GEO宝塚⼩林店 宝塚市⼩林4丁⽬87番7号

GEOうかいや書店島⽥店 たつの市⿓野町島⽥801-1

GEO豊岡店 豊岡市三坂町160

GEO⻄明⽯店 明⽯市旭ヶ丘21-24

GEO明⽯⿂住店 明⽯市⿂住町住吉1丁⽬5-12

GEOうかいや書店太⼦南店 揖保郡太⼦町蓮常寺281番地2

奈良県

GEO橿原店 橿原市城殿町1-7



GEO⾹芝店 ⾹芝市⾼149番地1

GEO斑鳩店 ⽣駒郡斑鳩町⿓⽥⻄5-2-19

GEO東⽣駒駅前店 ⽣駒市東⽣駒1丁⽬61番地5 OMﾏﾝｼｮﾝ東⽣駒1F

GEO⼤和郡⼭店 ⼤和郡⼭市今国府町136番地の1

GEO奈良押熊店 奈良市押熊町404

GEO奈良四条⼤路店 奈良市四条⼤路3丁⽬4番62号

MEGAドン・キホーテUNY ⻄⼤和店 北葛城郡上牧町ささゆり台1-1-1

和歌⼭県

GEO岩出店 岩出市溝川202番地

GEO御坊店 御坊市薗70番地2

GEO新宮店 新宮市新宮3615-4

GEO南紀⽥辺店 ⽥辺市新庄町2番地の38

GEO和歌⼭紀三井寺店 和歌⼭市紀三井寺840番地の1

GEO和歌⼭⼤浦店 和歌⼭市砂⼭南4丁⽬442番地

GEO和歌⼭国体道路店 和歌⼭市新⽣町12番12号 1F

⿃取県

GEO出雲店 出雲市天神町29

GEO出雲斐川店 出雲市斐川町上庄原1129番地1

MEGAドン・キホーテ 出雲店 出雲市姫原2丁⽬7-5

GEO益⽥店 益⽥市中吉⽥町280-2

GEO境港店 境港市蓮池町90番地4

GEO松江菅⽥店 松江市菅⽥町14番地1

GEO倉吉店 倉吉市⼭根字鴨⽥583-2

GEO⿃取安⻑店 ⿃取市安⻑112-3

ドン・キホーテ ⿃取本店 ⿃取市南吉⽅2-9

GEO⿃取⽴川店 ⿃取市⽴川町5丁⽬267番地1

GEO⽶⼦⻄福原店 ⽶⼦市⻄福原9丁⽬22番47号

boardgame cafe&bar あなたは⼈狼です ⽶⼦市新開5-2-8

広島県

GEO新広店 呉市広古新開1-9-12

GEO呉焼⼭店 呉市焼⼭此原町22番11号

GEO呉中通店 呉市中通3-4-13

ドン・キホーテ 広島祗園店 広島市安佐南区⻄原9丁⽬15-23

GEO広島⻑束店 広島市安佐南区⻑束2-1-21

GEOｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ⾼陽店 広島市安佐北区深川5丁⽬30番38号

GEO広島庚午店 広島市⻄区庚午中1丁⽬6番23号

ドン・キホーテ 広島⼋丁堀店 広島市中区新天地5-3

ホビーステーション 広島2号店 広島市中区⼤⼿町 1-5-15 本通⻄ビル1F

アニメイト  広島 広島市中区⼤⼿町2-3-1 アニメイトビル2F

JUMP SHOP 広島店 広島市中区本通9-34 キショウ堂ビル1F

MEGAドン・キホーテ 宇品店 広島市南区宇品⻄5-1-1

GEO三原店 三原市宮浦3丁⽬1-22

廣⽂館 フレスタ三次店 三次市南畑敷町228-1

GEO東広島⻄条店 東広島市⻄条中央3丁⽬6番5号

GEO廿⽇市店 廿⽇市市串⼾2-23-5

GEO因島店 尾道市因島中庄町⻄浦区2108-5

GEO東尾道店 尾道市⾼須町4778番地12

GEO福⼭みどりまち店 福⼭市松浜町3丁⽬8-38

GEO福⼭蔵王店 福⼭市南蔵王町5丁⽬16番17号

ドン・キホーテ 福⼭店 福⼭市明神町1-9-28

岡⼭県

GEO井原店 井原市笹賀町26-1

GEO益野店 岡⼭市益野町246-1

GEO下中野店 岡⼭市下中野465-4

GEO⾼屋店 岡⼭市⾼屋281-1

GEO平島店 岡⼭市東区瀬⼾町沖３７番地の１

GEO妹尾店 岡⼭市南区妹尾2403番地1

GEO福浜店 岡⼭市福浜町20-8

ドン・キホーテ 岡⼭下中野店 岡⼭市北区下中野344-106

ボードウォーク岡⼭ 岡⼭市北区幸町1-7⼤⽥ビル4F

アニメイト  岡⼭ 岡⼭市北区本町6-30 第⼀セントラルビル2号館4F

ドン・キホーテ 岡⼭駅前店 岡⼭市北区本町6-30第⼀セントラルビル 2号館

GEO笠岡店 笠岡市⼀番町1-7

GEO⽟野店 ⽟野市宇野1-28-20

GEO笹沖店 倉敷市吉岡373-1

GEO⽟島店 倉敷市⽟島1338-1

GEO新倉敷店 倉敷市⽟島⽖崎924-1

GEOアクロスプラザ児島店 倉敷市児島⼩川町36741

JUMP SHOP アリオ倉敷店 倉敷市寿町12-2 アリオ倉敷2F

GEO⽔島神⽥店 倉敷市神⽥1-5-25

GEO茶屋町店 倉敷市茶屋町1621-1

GEO中庄店 倉敷市中庄2304-1

ドン・キホーテ 倉敷店 倉敷市中島2737-2

GEO⽔島店 倉敷市東塚1丁⽬8番15号

GEO総社店 総社市井⼿1081-4

GEO津⼭インター店 津⼭市河辺965-1

GEO⼩⽥中店 津⼭市⼩⽥中1300-1

⼭⼝県

GEO宇部⼯学部通店 宇部市海南町1670-1

GEO宇部⼩松原店 宇部市⼩松原町2-7-12

ドン・キホーテ 宇部店 宇部市⼤字妻崎開作841-3

HARUYAﾌﾟﾗｽGEO東岐波店 宇部市⼤字東岐波字⼤津出5609-1

ドン・キホーテ 下関⻑府店 下関市ゆめタウン2-1

GEO下関⼤坪店 下関市⼤坪本町35番7号

GEO下関⻑府店 下関市⻑府才川1丁⽬41-66

HARUYAﾌﾟﾗｽGEO⻑府店 下関市⻑府才川2丁⽬12番7号



GEO下松店 下松市桜町1丁⽬14番29号

GEO光店 光市虹ヶ浜1-5-1

GEO⼭⼝湯⽥店 ⼭⼝市葵2-9-11

HARUYAﾌﾟﾗｽGEO宮野店 ⼭⼝市宮野下2885番地7

HARUYAﾌﾟﾗｽGEO⼩郡店 ⼭⼝市⼩郡下郷785-1

GEO⼭⼝⼤内店 ⼭⼝市⼤内千坊2丁⽬16番21号

GEO⼩野⽥店 ⼭陽⼩野⽥市⾼栄2丁⽬6429番地1

HARUYAﾌﾟﾗｽGEO厚狭店 ⼭陽⼩野⽥市⼤字厚狭埴⽣⽥460番地1

GEOｲｵﾝﾀｳﾝ周南久⽶店 周南市久⽶中央5丁⽬6番1号

GEO新南陽店 周南市政所3丁⽬5番13号

HARUYAﾌﾟﾗｽGEO⻑⾨店 ⻑⾨市東深川字丁ヶ坪850

GEO萩店 萩市⼟原2-209

GEO防府店 防府市駅南町4番30

GEO柳井店 柳井市南町5-3-10

徳島県

GEO鴨島店 吉野川市鴨島町中島487-1

GEO徳島沖浜店 徳島市沖浜東3丁⽬65番地の3

平惣GEO川内店 徳島市川内町⼤松844

GEO徳島⽮三店 徳島市北⽮三町2-2-15

GEO藍住店 板野郡藍住町東中富⻑江傍⽰30-1

GEO脇町店 美⾺市脇町⼤字猪尻字⼋幡神社下南114-1 1F

GEO鳴⾨店 鳴⾨市撫養町⼤桑島字濘岩浜4番地1

⾹川県

GEO観⾳寺店 観⾳寺市吉岡町726-1

GEO丸⻲南店 丸⻲市⽥村町平池823-1

GEO円座店 ⾼松市円座町544-1

アニメイト  ⾼松 ⾼松市丸⻲町7番地16 丸⻲町グリーン⻄館3階

GEOミラクルタウン店 ⾼松市郷東町210-1

GEO屋島店 ⾼松市⾼松町2554番地30

GEO川島店 ⾼松市川島東町531-1

GEOﾌﾚｽﾎﾟ⾼松店 ⾼松市東⼭崎町645

GEO⾼松ﾚｲﾝﾎﾞｰﾛｰﾄﾞ店 ⾼松市伏⽯町2162番地15

GEO坂出元町店 坂出市元町3丁⽬5番21号

GEO詫間店 三豊市詫間町松崎2780-508

GEO⼟庄店 ⼩⾖郡⼟庄町甲1360-71

GEO琴平店 仲多度郡琴平町苗⽥954番地1

GEO⽩⿃店 東かがわ市⽩⿃町字城泉144-1

GEO三⽊店 ⽊⽥郡三⽊町⼤字氷上474番地

愛媛県

GEO伊予店 伊予市下吾川996番地1

GEO北宇和島店 宇和島市⾼串1番耕地1399番地

GEO宇和島店 宇和島市川内字⼋⽉⽥甲1069-2

GEO今治⿃⽣店 今治市南⿃⽣町3-1-19

GEO川之江店 四国中央市川之江町4066番地1

GEO伊予三島店 四国中央市中之庄町467番地1

GEO松⼭椿店 松⼭市居相4丁⽬17番25号

GEO松⼭桑原店 松⼭市桑原3丁⽬1番10号

GEO松⼭⼭⻄店 松⼭市⼭⻄町983番地

GEO松⼭⾕町店 松⼭市⾕町148番地1

GEO松⼭中央店 松⼭市中央1丁⽬17番58号

GEO松⼭朝⽣⽥店 松⼭市朝⽣⽥町7丁⽬1番19号

HARUYAﾌﾟﾗｽGEOMEGA平⽥店 松⼭市平⽥町81番地1

GEO新居浜店 新居浜市星原町11-21

HARUYAﾌﾟﾗｽGEOMEGA⻄の⼟居店 新居浜市⻄の⼟居町1丁⽬1番地23

GEO伊予⻄条店 ⻄条市古川甲352番地1

GEO⼤洲店 ⼤洲市東⼤洲1057

⾼知県

GEO⾼知安芸店 安芸市染井町1番27号

GEO⾼知横浜店 ⾼知市横浜⻄町54-20

GEO⾼知⼟佐道路店 ⾼知市河ノ瀬町141番地1

GEO⾼知⾼須店 ⾼知市⾼須857番地11

GEO四万⼗店 四万⼗市右⼭五⽉町8-13

GEO宿⽑店 宿⽑市駅前町2丁⽬12番地6

GEO⼟佐⾼岡店 ⼟佐市⾼岡町甲745番地

GEO⾼知南国店 南国市⼤そね甲2520-2

福岡県

GEO吉井店 うきは市吉井町若宮30-1

ドン・キホーテ 鞍⼿店 鞍⼿郡鞍⼿町中⼭2341-1

GEO岡垣店 遠賀郡岡垣町野間2丁⽬16-11

GEO久留⽶諏訪野店 久留⽶市諏訪野町字上牟⽥1783-1

ドン・キホーテ 楽市楽座久留⽶店 久留⽶市東合川2-2-1

GEO久留⽶インター店 久留⽶市東合川2-4-20

GEO苅⽥店 京都郡苅⽥町神⽥町1丁⽬1番地1

GEO⾏橋店 ⾏橋市⾏事7丁⽬3番16号

ドン・キホーテ コスタ⾏橋店 ⾏橋市⻄泉6丁⽬3番52号

ドン・キホーテ宗像店 宗像市原町272番1

GEO宗像野坂店 宗像市⼤字野坂2652-1

GEO春⽇店 春⽇市⼤和町4-30

GEO⼩郡店 ⼩郡市⼩郡628番地6

GEO前原店 前原市前原⻄3丁⽬1-1

GEO志免店 糟屋郡志免町志免中央4丁⽬8-18

GEOｱｰﾊﾞﾝﾓｰﾙ新宮中央店 糟屋郡新宮町緑ｹ浜4丁⽬10番1号 1階

GEO太宰府向佐野店 太宰府市向佐野4丁⽬8-47

GEO⼤川店 ⼤川市⼤字榎津144番地6

GEO⼤牟⽥⽥隈店 ⼤牟⽥市⼤字⽥隈928番地1

GEO⼤野城店 ⼤野城市錦町3-5-30



GEO筑後店 筑後市⼭ノ井477-1

GEO筑紫野原⽥店 筑紫野市原⽥7丁⽬2-3

MEGAドン・キホーテ 筑紫野インター店 筑紫野市武蔵3-4-1

GEO⽢⽊旭町店 朝倉市⼤字⽢⽊32

GEO直⽅店 直⽅市下境3016

ブックワーム川宮プラスGEO⽥川店 ⽥川市⼤字川宮477-1

GEO那珂川いちょう通り店 那珂川市今光4丁⽬76番地3

MEGAドン・キホーテ 那珂川店 那珂川市⽚縄4-31

GEO⼋⼥店 ⼋⼥市⼤字⼤島539-1

ドン・キホーテ ⼋⼥店 ⼋⼥市納楚644-1

GEO飯塚穂波店 飯塚市横⽥288番地13

GEO飯塚秋松店 飯塚市秋松879番地3

GEO飯塚幸袋店 飯塚市中426番地

MEGAドン・キホーテ 飯塚店 飯塚市椿110-1

GEO福岡⽚江店 福岡市城南区⽚江4丁⽬3番1号

GEO福岡橋本店 福岡市⻄区橋本1丁⽬10-78

GEO福岡姪浜駅前店 福岡市⻄区内浜1丁⽬1番5号

GEO福岡賀茂店 福岡市早良区賀茂4丁⽬35番23号

GEO福岡⻄新店 福岡市早良区⻄新4丁⽬8番20号 

アニメイト  福岡パルコ 福岡市中央区天神2丁⽬11-1 福岡パルコ本館8F

イエローサブマリン マジッカーズ福岡店 福岡市中央区天神2丁⽬7番地14号 天神シティビル3Ｆ

GEO福岡⼟井店 福岡市東区⼟井1-14-10

GEO福岡⼆⼜瀬店 福岡市東区⼆⼜瀬15-14

ドン・キホーテ 楽市街道箱崎店 福岡市東区箱崎5ｰ1-8

GEO福岡若久店 福岡市南区若久3-14-1

GEO福岡⼤橋店 福岡市南区⼤橋3丁⽬14番2号

GEO福岡吉塚駅前店 福岡市博多区吉塚本町13番21号

JUMP SHOP 福岡店 福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティオーパ 地下１階

GEO福岡東光寺店 福岡市博多区東光寺町2-7-30

JUMP SHOP ららぽーと福岡店 福岡市博多区那珂6-23-1 ららぽーと福岡3階

GEO福岡博多⼝店 福岡市博多区博多駅前3丁⽬25番24号

GEO福津店 福津市宮司2丁⽬1番10号

GEO北九州葛原店 北九州市⼩倉南区葛原東2丁⽬1-1

GEO北九州徳吉店 北九州市⼩倉南区徳吉⻄1丁⽬7番5号

ドン・キホーテ⼩倉⿂町店 北九州市⼩倉北区⿂町3丁⽬3-10

アニメイト  ⼩倉 北九州市⼩倉北区浅野2-14-5 あるあるCity3F

ドン・キホーテ ⼩倉店 北九州市⼩倉北区中津⼝2-2-16

GEO北九州中津⼝店 北九州市⼩倉北区中津⼝2丁⽬2番16号

ドン・キホーテ ⿊崎店 北九州市⼋幡⻄区桜ヶ丘町1-3

GEOｲｵﾝﾀｳﾝ⿊崎店 北九州市⼋幡⻄区⻄曲⾥町4番1号

GEO北九州折尾店 北九州市⼋幡⻄区⼤浦2丁⽬4番11号

GEO北九州本城店 北九州市⼋幡⻄区本城5－1－1

GEO北九州⼋幡東店 北九州市⼋幡東区東⽥2-1-15

GEO北九州⼤⾥店 北九州市⾨司区下⼆⼗町101-1

GEO⾨司⻄店 北九州市⾨司区上⾺寄1丁⽬16番4号

佐賀県

GEO伊万⾥⼤坪店 伊万⾥市⼤坪町⼄42番地3

GEO伊万⾥店 伊万⾥市⼆⾥町⼤⾥⼄279-1

GEO佐賀北部バイパス店 佐賀市卸本町5番30号

ドン・キホーテ 佐賀店 佐賀市新中町6-11

GEO佐賀兵庫店 佐賀市兵庫南1丁⽬14番11号

GEO佐賀北川副店 佐賀市北川副町光法1469番地1

GEO佐賀南部バイパス店 佐賀市本庄町⼤字本庄197-1

GEO佐賀上峰店 三養基郡上峰町坊所1587番地

GEO⿅島店 ⿅島市⼤字⾼津原3637番地1

GEO⿃栖店 ⿃栖市宿町962-7

ドン・キホーテ唐津店 唐津市鏡4727-１

GEO和多⽥店 唐津市和多⽥本村4393-1

⻑崎県

GEO壱岐店 壱岐市郷ノ浦町柳⽥触143番地1

GEO福江店 五島市籠淵町2357番地1

GEO佐世保相浦店 佐世保市愛宕町186

GEO佐世保⼤野店 佐世保市瀬⼾越4-4-36

GEO佐世保⼤塔店 佐世保市⼤塔町1857番地2

ドン・キホーテ 佐世保店 佐世保市⼤塔町616-34

GEO佐世保藤原店 佐世保市藤原町22番10号

MEGAドン・キホーテ 時津店 ⻄彼杵郡時津町元村郷1191-1

GEO時津店
⻄彼杵郡時津町左底郷1832番地1
ミスターマックス時津ショッピングセンター内

GEO対⾺店 対⾺市美津島町鶏知甲82

GEO⼤村店 ⼤村市協和町780

MEGAドン・キホーテ ⼤村インター店 ⼤村市⻄⼤村本町255番

GEO⻑崎⼩ヶ倉店 ⻑崎市新⼩ケ倉1-4-6

GEO⻑崎⼤学前店 ⻑崎市⼤橋町10番25号

ドン・キホーテ 浜町店 ⻑崎市浜町3-5

GEO⻑崎⽮上店 ⻑崎市⽮上町6番8号

GEO島原店 島原市⽩⼭町65番地1

DoINGPG上五島店 南松浦郡新上五島町⻘⽅郷1702番地

GEO諫早店 諫早市野中町648番地5

熊本県

GEO宇⼟店 宇⼟市善道寺町綾織95（宇⼟シティモール内）

GEO熊本光の森店 菊池郡菊陽町光の森2丁⽬7-1

MEGAドン・キホーテ 菊陽店 菊池郡菊陽町津久礼2527-2

GEO菊池店 菊池市⼤琳寺286番地1

GEOサンロードシティ⼈吉店 球磨郡錦町⻄字打越715-1

GEO⽟名店 ⽟名市中1799番地1

コデラ 熊本市南区流通団地1-30



GEO熊本室園店 熊本市室園町1-1

ドン・キホーテ 下通り店 熊本市中央区安政町5-27

アニメイト  熊本 熊本市中央区⼿取本町4-12 ファインビル3F

ドン・キホーテ 南熊本店 熊本市中央区南熊本1-9-25

GEO熊本⼩峯店 熊本市東区⼩峯2丁⽬6番50号

GEOサンロードシティ熊本店 熊本市東町3-2-33

GEOｲｵﾝﾀｳﾝ⻄熊本店 熊本市南区上ノ郷2丁⽬16番1号

GEO熊本萩原店 熊本市萩原町2番10号

ドン・キホーテ荒尾店 荒尾市原万⽥846番4号

GEOｲｵﾝﾀｳﾝ荒尾店 荒尾市原万⽥字⼋反⽥630-1

ドン・キホーテ合志店 合志市須屋1936-1

GEO⼭⿅店 ⼭⿅市⽅保⽥字⿃越3462番地1号

ﾌﾞｯｸｼﾃｨ⼀⼼堂ﾌﾟﾗｽGEO⽔俣店 ⽔俣市昭和町2丁⽬3-28

GEO天草瀬⼾橋店 天草市⻲場町⻲川2-32

GEO⼋代海⼠江店 ⼋代市海⼠江町3355

GEO⼋代松江店 ⼋代市松江町128-1

MEGAドン・キホーテ ⼋代店 ⼋代市本野町2050

⼤分県

GEO宇佐店 宇佐市⼤字⽯⽥1番地の1

GEO⾅杵店 ⾅杵市市浜1075

HARUYAﾌﾟﾗｽGEO⾅杵野⽥店 ⾅杵市⼤字野⽥205

GEO国東店 国東市武蔵町古市144番地

GEO佐伯店 佐伯市鶴岡⻄町2丁⽬118番地 ｺｽﾓﾀｳﾝ佐伯内

GEO⽇出店 速⾒郡⽇出町3839番地11

GEO⼤分王⼦店 ⼤分市王⼦南町35

MEGAドン・キホーテ ⼤分光吉インター店 ⼤分市宮崎258番地

GEOｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞおおいた店 ⼤分市⾦池南1丁⽬1番5号

GEO⼤分⾼城店 ⼤分市城東町1-7

GEO医⼤バイパス店 ⼤分市⼤字荏隈754-1

GEO⼤分古国府店 ⼤分市⼤字古国府4丁⽬5番22号

GEO⼤分森町店 ⼤分市⼤字森町字五郎丸506番地1

ドン・キホーテ D Plaza⼤分店 ⼤分市⼤字勢家1137

GEO⼤分⼾次店 ⼤分市中⼾次4813番地

GEO⼤分明野店 ⼤分市明野北4丁⽬1番10号

桜瀬書店ﾌﾟﾗｽGEO⽵⽥店 ⽵⽥市⼤字拝⽥原776番地3

GEO中津店 中津市⼤字下池永114

HARUYAﾌﾟﾗｽGEO⽇⽥店 ⽇⽥市⼤字⼗⼆町585番地4

GEO⽇⽥店 ⽇⽥市⼤字⼗⼆町790

GEO別府⻘⼭店 別府市⼭の⼿15-15

GEO別府鶴⾒店 別府市鶴⾒字尾ﾉ根2796-1

GEO豊後⼤野店 豊後⼤野市三重町⾚嶺1185番地

宮崎県

GEO⼩林店 ⼩林市堤3005番地7 ﾍﾞｽﾄ電器⼩林店内

MEGAドン・キホーテ 延岡店 延岡市塩浜町1丁⽬1532番1

GEO延岡店 延岡市出北3-19-17

GEO宮崎恒久店 宮崎市恒久字今井⼿874-4

GEO佐⼟原店 宮崎市佐⼟原町下⽥島9632

ドン・キホーテ 宮崎店 宮崎市神宮東1-1-5

GEOｸﾛｽﾓｰﾙ清武店 宮崎市清武町正⼿2丁⽬37番8

GEO宮崎⼤塚店 宮崎市⼤塚町城の下2776

GEO宮崎平和台店 宮崎市⽮の先町124-2

GEO宮崎フェニックスガーデン店 宮崎市柳丸町168-1

GEO⾼鍋店 児湯郡⾼鍋町⼤字蚊⼝浦5517-2

GEO⻄都店 ⻄都市⼩野崎2-52

マンガ倉庫都城店 都城市吉尾町840

GEO都城郡元店 都城市郡元町2981-1

MEGAドン・キホーテ 都城店 都城市上川東四丁⽬5948-1

GEO都城上東店 都城市上東町18街区14号

GEO⽇向店 ⽇向市⼤字⽇知屋16320-1

GEO⽇南店 ⽇南市⼤字星倉4430番地

⿅児島県

GEO奄美店 奄美市名瀬鳩浜町334

GEO阿久根店 阿久根市⾚瀬川3011番地-1

MEGAドン・キホーテ ⿅屋店 ⿅屋市王⼦町3971-1

GEO⿅屋店 ⿅屋市札元1丁⽬12番43号

ドン・キホーテ ⿅児島宇宿店 ⿅児島市宇宿2-2-18

GEO⿅児島下荒⽥店 ⿅児島市下荒⽥4丁⽬14番15号

GEO坂之上店 ⿅児島市光⼭2丁⽬2番25号

ドン・キホーテ 天⽂館店 ⿅児島市⼭之⼝町12番15-2号

GEO⿅児島新栄店 ⿅児島市新栄町5番22号

GEO⿅児島草牟⽥店 ⿅児島市草牟⽥町4-5

GEOｸﾞﾗｰﾄﾞ東開店 ⿅児島市東開町4番地27 ｸﾞﾗｰﾄﾞ東開2F

サンサンランド国分店 霧島市国分野⼝北1009-1

サンサンランド川内店 薩摩川内市原⽥町15-6

GEO姶良店(新） 姶良市⻄餠⽥288番地1

GEO薩摩川内店 薩摩川内市原⽥町14番1号

GEO指宿店 指宿市⼗⼆町306-5

GEO出⽔店 出⽔市六⽉⽥町397番地

GEO徳之島店 ⼤島郡徳之島町⻲津7382

GEO伊集院店 ⽇置市伊集院町郡2丁⽬104番地

三愛書店プラスGEO花渡川店 枕崎市桜⽊町445番地

GEO⿅児島国分店 霧島市国分野⼝⻄12番55号

MEGAドン・キホーテ 霧島隼⼈店 霧島市隼⼈町字⾒次468-4

沖縄県

GEO具志川店 うるま市みどり町6-1-18

MEGAドン・キホーテ うるま店 うるま市塩屋浜原502-1



GEOABLOうるま店 うるま市字豊原396番地1 2F

GEO⽯川店 うるま市⽯川1-14-1

GEO浦添店 浦添市城間2-2-6

GEO⻄原店 浦添市当⼭2-2-3

GEO泡瀬店 沖縄市⾼原7-22-7

GEO沖縄⼭内店 沖縄市南桃原4丁⽬31番地11

GEO沖縄美⾥店 沖縄市美原3丁⽬22-28

GEO宜野湾店 宜野湾市宇地泊697

MEGAドン・キホーテ 宜野湾店 宜野湾市⼤⼭7-7-12

ドン・キホーテ 宮古島店 宮古島市平良字⻄⾥1283

GEO宮古店 宮古島市平良字⻄⾥1290

GEOｻﾝｴｰしおざきｼﾃｨ店 ⽷満市潮崎町2丁⽬2番地

GEO⽯垣店 ⽯垣市真栄⾥266-1

ドン・キホーテ ⽯垣島店 ⽯垣市⼤浜462-1

GEO北⾕国道58号店 中頭郡北⾕町北前1丁⽬6番10号

GEO⼀⽇橋店 島尻郡南⾵原町兼城530

GEO与那原店 島尻郡与那原町字与那原1106番地

GEO那覇新都⼼店 那覇市おもろまち4-3-22

GEO⾸⾥⼤名店 那覇市⾸⾥⼤名町3丁⽬80番2F

GEO那覇真嘉⽐店 那覇市真嘉⽐3丁⽬20番24号

GEO那覇⼩禄店 那覇市⾚嶺1丁⽬3-10

GEO津嘉⼭店 那覇市仲井真379-2

ドン・キホーテ 那覇壺川店 那覇市壷川3-2-1

アニメイト 那覇国際通り店 那覇市牧志1-2-1 花ビル4F

MEGAドン・キホーテ 豊⾒城店 豊⾒城市字翁⻑854-1

GEO豊⾒城店 豊⾒城市字上⽥11番地1

GEO名護びいまた店 名護市⼤北5丁⽬22番18号

MEGAドン・キホーテ 名護店 名護市⼤北5丁⽬24番11号


