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札幌手稲店（トライアル）………
ドン・キホーテ札幌手稲店……
江別店…………………………
旭川店…………………………
小樽店…………………………
室蘭中島店……………………
士別店…………………………
函館店…………………………

札幌手稲店（トライアル）………
ドン・キホーテ札幌手稲店……
江別店…………………………
旭川店…………………………
小樽店…………………………
室蘭中島店……………………
士別店…………………………
函館店…………………………

北海道札幌市手稲区前田5条13-3-1 アルファ手稲ショッピングセンター2F
北海道札幌市手稲区前田五条11-7-10 ドン・キホーテ札幌手稲店内
北海道江別市野幌町10番地 イオンタウン江別ショッピングセンター内
北海道旭川市永山12条3丁目 ウエスタンパワーズ2F
北海道小樽市稲穂2-20-1 長崎屋小樽店3F
北海道室蘭市中島町1-19-11 長崎屋室蘭中島店3F
北海道士別市大通東16-3143
北海道函館市美原1丁目3-1 イトーヨーカドー函館店2F

北海道札幌市手稲区前田5条13-3-1 アルファ手稲ショッピングセンター2F
北海道札幌市手稲区前田五条11-7-10 ドン・キホーテ札幌手稲店内
北海道江別市野幌町10番地 イオンタウン江別ショッピングセンター内
北海道旭川市永山12条3丁目 ウエスタンパワーズ2F
北海道小樽市稲穂2-20-1 長崎屋小樽店3F
北海道室蘭市中島町1-19-11 長崎屋室蘭中島店3F
北海道士別市大通東16-3143
北海道函館市美原1丁目3-1 イトーヨーカドー函館店2F

平賀店…………………………
ヒロロ弘前店…………………
鷹巣店…………………………
塩釡杉の入店…………………
イオン柴田店…………………
アレックスマジカルランドポテト
古川店 …………………………
鹿島台店………………………
山形三川店……………………
山形嶋南店……………………
新潟ラブラ店…………………
新潟白根店……………………
十日町店………………………
ドン・キホーテいわき店………
塩川店…………………………

平賀店…………………………
ヒロロ弘前店…………………
鷹巣店…………………………
塩釡杉の入店…………………
イオン柴田店…………………
アレックスマジカルランドポテト
古川店 …………………………
鹿島台店………………………
山形三川店……………………
山形嶋南店……………………
新潟ラブラ店…………………
新潟白根店……………………
十日町店………………………
ドン・キホーテいわき店………
塩川店…………………………

青森県平川市小和森上松岡193-1 イオンタウン平賀店内
青森県弘前市駅前町9-20
秋田県北秋田市栄字中綱31-1 イオンタウンたかのす店1F
宮城県塩釡市杉の入3-3-1 コープみやぎ生協塩釡杉の入店2F
宮城県柴田郡柴田町大字上名生字新大原194-1 イオンタウン柴田店内
宮城県名取市高舘熊野堂字余方上26-2
宮城県大崎市古川沢田筒場浦15 ザ・ダイソーイオンタウン店2F
宮城県大崎市鹿島台木間塚小谷地295-1 イオンタウン鹿島台店内
山形県東田川郡三川町猪子大堰端318-1 MEGAドン・キホーテ ル・パーク三川店1F
山形県山形市嶋南3-16-13 ドン・キホーテ山形嶋南店1F
新潟県中央区万代1-4-8 ラブラ2 4F
新潟県新潟市南区能登409-2 イオン白根店1F
新潟県十日町市丑735-1
福島県いわき市中央台飯野4-1 MEGAドン・キホーテ ラパークいわき店1F
福島県喜多方市塩川町小府根字曽谷田1 イオンタウン塩川店内

青森県平川市小和森上松岡193-1 イオンタウン平賀店内
青森県弘前市駅前町9-20
秋田県北秋田市栄字中綱31-1 イオンタウンたかのす店1F
宮城県塩釡市杉の入3-3-1 コープみやぎ生協塩釡杉の入店2F
宮城県柴田郡柴田町大字上名生字新大原194-1 イオンタウン柴田店内
宮城県名取市高舘熊野堂字余方上26-2
宮城県大崎市古川沢田筒場浦15 ザ・ダイソーイオンタウン店2F
宮城県大崎市鹿島台木間塚小谷地295-1 イオンタウン鹿島台店内
山形県東田川郡三川町猪子大堰端318-1 MEGAドン・キホーテ ル・パーク三川店1F
山形県山形市嶋南3-16-13 ドン・キホーテ山形嶋南店1F
新潟県中央区万代1-4-8 ラブラ2 4F
新潟県新潟市南区能登409-2 イオン白根店1F
新潟県十日町市丑735-1
福島県いわき市中央台飯野4-1 MEGAドン・キホーテ ラパークいわき店1F
福島県喜多方市塩川町小府根字曽谷田1 イオンタウン塩川店内

茅野店…………………………
TFS平和堂鯖江店……………
越前武生インター店…………
高岡店…………………………
氷見店…………………………
にらさき店 ……………………

茅野店…………………………
TFS平和堂鯖江店……………
越前武生インター店…………
高岡店…………………………
氷見店…………………………
にらさき店……………………

長野県茅野市大字米沢303 イオンタウン茅野店内
福井県鯖江市下河端町16-16-1
福井県越前市横市町24-14-1 ドン・キホーテ越前武生インター店内ゲームコーナー
富山県高岡市六家1276-2　ドンキホーテ高岡店内
富山県氷見市幸町9-78　ハッピータウン氷見2F
山梨県韮崎市若宮2-2-23

長野県茅野市大字米沢303 イオンタウン茅野店内
福井県鯖江市下河端町16-16-1
福井県越前市横市町24-14-1 ドン・キホーテ越前武生インター店内ゲームコーナー
富山県高岡市六家1276-2　ドンキホーテ高岡店内
富山県氷見市幸町9-78　ハッピータウン氷見2F
山梨県韮崎市若宮2-2-23

阿見店…………………………
足利店 …………………………
宇都宮店………………………
ベイタウン本牧店 ……………
大雄山ヴェルミ店……………
藤沢店…………………………
関内店…………………………
座間店…………………………
ティックタックワールド鴨川店
湖北店…………………………
千葉ニュータウン店 …………
フルルガーデン八千代店 ……
ユーカリが丘店………………
五香店…………………………
印西牧の原店…………………
我孫子店………………………
常盤平店………………………
桶川店…………………………
せんげん台店…………………
加須店…………………………
東大宮店………………………
三郷店…………………………

阿見店…………………………
足利店 …………………………
宇都宮店………………………
ベイタウン本牧店 ……………
大雄山ヴェルミ店……………
藤沢店…………………………
関内店…………………………
座間店…………………………
ティックタックワールド鴨川店
湖北店…………………………
千葉ニュータウン店 …………
フルルガーデン八千代店 ……
ユーカリが丘店………………
五香店…………………………
印西牧の原店…………………
我孫子店………………………
常盤平店………………………
桶川店…………………………
せんげん台店…………………
加須店…………………………
東大宮店………………………
三郷店…………………………

茨城県稲敷郡阿見町阿見2958 マイアミショッピングセンター2Ｆ
栃木県足利市堀込町250-1 スーパービバホーム足利堀込店A棟ゲームセンター
栃木県宇都宮市川田町1001-1 アミューズメントソーレ21内
神奈川県横浜市中区本牧原12
神奈川県南足柄市関本569 ヴェルミ2 3F
神奈川県藤沢市鵠沼石上1丁目10-1 イトーヨーカドー藤沢店5階
神奈川県横浜市中区真砂町3丁目33 セルテビル4階
神奈川県座間市ひばりが丘4-11-1. ライズモール座間ひばりが丘2F
千葉県鴨川市横渚973-1 イオン鴨川4階
千葉県我孫子市中里字335-1 マスダ湖北店3F
千葉県印西市中央南1-8 千葉ニュータウン駅前センタービル1F
千葉県八千代市村上南1-4-1 フルルガーデン八千代　2F 
千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1-4 ユーカリプラザ5F
千葉県松戸市常盤平5丁目22-3 イトーヨーカドー ザ・プライズ五香店2F
千葉県印西市牧の原1丁目3 牧の原モア内
千葉県我孫子市本町3丁目2-28  イトーヨカドー我孫子南口店2階
千葉県松戸市常盤平3丁目11-1 西友常盤平店４F
埼玉県桶川市西2丁目9-36 桶川マメトラショッピングパーク2F
埼玉県越谷市千間台東2丁目707 イトーヨーカドー・ザ・プライスせんげん台店2階
埼玉県加須市下高柳1丁目29番 ビバモール加須店内
埼玉県さいたま市見沼区春野2丁目8 パトリア東大宮店3F
埼玉県三郷市三郷1丁目3-1 ワオシティ三郷2階

茨城県稲敷郡阿見町阿見2958 マイアミショッピングセンター2Ｆ
栃木県足利市堀込町250-1 スーパービバホーム足利堀込店A棟ゲームセンター
栃木県宇都宮市川田町1001-1 アミューズメントソーレ21内
神奈川県横浜市中区本牧原12
神奈川県南足柄市関本569 ヴェルミ2 3F
神奈川県藤沢市鵠沼石上1丁目10-1 イトーヨーカドー藤沢店5階
神奈川県横浜市中区真砂町3丁目33 セルテビル4階
神奈川県座間市ひばりが丘4-11-1. ライズモール座間ひばりが丘2F
千葉県鴨川市横渚973-1 イオン鴨川4階
千葉県我孫子市中里字335-1 マスダ湖北店3F
千葉県印西市中央南1-8 千葉ニュータウン駅前センタービル1F
千葉県八千代市村上南1-4-1 フルルガーデン八千代　2F 
千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1-4 ユーカリプラザ5F
千葉県松戸市常盤平5丁目22-3 イトーヨーカドー ザ・プライズ五香店2F
千葉県印西市牧の原1丁目3 牧の原モア内
千葉県我孫子市本町3丁目2-28  イトーヨカドー我孫子南口店2階
千葉県松戸市常盤平3丁目11-1 西友常盤平店４F
埼玉県桶川市西2丁目9-36 桶川マメトラショッピングパーク2F
埼玉県越谷市千間台東2丁目707 イトーヨーカドー・ザ・プライスせんげん台店2階
埼玉県加須市下高柳1丁目29番 ビバモール加須店内
埼玉県さいたま市見沼区春野2丁目8 パトリア東大宮店3F
埼玉県三郷市三郷1丁目3-1 ワオシティ三郷2階

エターナルアミューズメントタワー
秋葉原クレーン店 ……………
秋葉原3号店…………………
秋葉原4号店 …………………
秋葉原5号店 …………………
八王子みなみ野店……………
武蔵小金井店…………………
八王子駅前店…………………
町田多摩境店…………………
NEW立川店 ……………………

エターナルアミューズメントタワー
秋葉原クレーン店 ……………
秋葉原3号店…………………
秋葉原4号店 …………………
秋葉原5号店 …………………
八王子みなみ野店……………
武蔵小金井店…………………
八王子駅前店…………………
町田多摩境店…………………
NEW立川店 ……………………

東京都千代田区外神田4-4-7 MTビル
東京都千代田区外神田3-12-15 チチブ電気ビル1階
東京都千代田区外神田4-4-2共益外神田第一ビル1F・B1F
東京都千代田区外神田1-9-11
東京都千代田区外神田3-14-9
東京都八王子市みなみ野1-8-1 BOOKOFF内
東京都小金井市本町5-11-2  MEGAドン・キホーテ武蔵小金井駅前店 4階ゲームコーナー
東京都八王子市中町1-3 ドン・キホーテ八王子駅前店B1F
東京都町田市小山ヶ丘6-1-10 ミスターマックス町田多摩境店内
東京都立川市柴崎町3-7-17 Ｎ2ビル1F・B1F

東京都千代田区外神田4-4-7 MTビル
東京都千代田区外神田3-12-15 チチブ電気ビル1階
東京都千代田区外神田4-4-2共益外神田第一ビル1F・B1F
東京都千代田区外神田1-9-11
東京都千代田区外神田3-14-9
東京都八王子市みなみ野1-8-1 BOOKOFF内
東京都小金井市本町5-11-2  MEGAドン・キホーテ武蔵小金井駅前店 4階ゲームコーナー
東京都八王子市中町1-3 ドン・キホーテ八王子駅前店B1F
東京都町田市小山ヶ丘6-1-10 ミスターマックス町田多摩境店内
東京都立川市柴崎町3-7-17 Ｎ2ビル1F・B1F

平和堂あどがわ店……………　
平和堂今津店…………………
坂本店…………………………
ドン・キホーテ浜松三方原店…
広島マリーナホップ店………
和歌山店………………………
TFS湊川店 ……………………

平和堂あどがわ店……………　
平和堂今津店…………………
坂本店…………………………
ドン・キホーテ浜松三方原店…
広島マリーナホップ店………
和歌山店………………………
TFS湊川店 ……………………

滋賀県高島市安曇川町西万木55番地 平和堂あどがわ店1F
滋賀県高島市今津町今津1688 平和堂今津店2F
滋賀県大津市坂本7-24-1 平和堂坂本店内3Ｆ
静岡県浜松市東区半田山5-36-1 MEGAドン・キホーテ浜松三方原店
広島県広島市西区観音新町4丁目14-35
和歌山県和歌山市土入73-1
兵庫県 神戸市兵庫区荒田町2丁目18-20 ダイエー湊川店3F内

滋賀県高島市安曇川町西万木55番地 平和堂あどがわ店1F
滋賀県高島市今津町今津1688 平和堂今津店2F
滋賀県大津市坂本7-24-1 平和堂坂本店内3Ｆ
静岡県浜松市東区半田山5-36-1 MEGAドン・キホーテ浜松三方原店
広島県広島市西区観音新町4丁目14-35
和歌山県和歌山市土入73-1
兵庫県 神戸市兵庫区荒田町2丁目18-20 ダイエー湊川店3F内
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イオン津河芸店 ………………
イオン名張店 …………………
ファミリーランド名古屋みなと店
新安城店………………………
羽島店…………………………
瓦町店…………………………

イオン津河芸店 ………………
イオン名張店 …………………
ファミリーランド名古屋みなと店
新安城店………………………
羽島店…………………………
瓦町店…………………………

三重県津市河芸町中別保丸垣内100番地 イオンタウン津河芸内
三重県名張市元町376 イオン名張店3Ｆ
愛知県名古屋市港区一洲町1-3 カインズ名古屋みなと店内
愛知県安城市東栄町3-1-12 MEGAドン・キホーテ新安城店内
岐阜県羽島市小熊町島1丁目46 トミダヤ羽島店2F　
香川県高松市常磐町常磐町1-3-1

三重県津市河芸町中別保丸垣内100番地 イオンタウン津河芸内
三重県名張市元町376 イオン名張店3Ｆ
愛知県名古屋市港区一洲町1-3 カインズ名古屋みなと店内
愛知県安城市東栄町3-1-12 MEGAドン・キホーテ新安城店内
岐阜県羽島市小熊町島1丁目46 トミダヤ羽島店2F　
香川県高松市常磐町常磐町1-3-1

イオン日向店 …………………
霧島隼人店……………………
上熊本店………………………
南城大里店……………………

イオン日向店 …………………
霧島隼人店……………………
上熊本店………………………
南城大里店……………………

宮崎県日向市大字日知屋字古田町61-1 イオンタウン日向D棟
鹿児島県霧島市隼人町見次441  ドン・キホーテ霧島隼人店1Fゲームコーナー内
熊本県熊本市西区上熊本3丁目3-20
沖縄県南城市大里字高平高宮城原97-2 イオンタウン南城大里内

宮崎県日向市大字日知屋字古田町61-1 イオンタウン日向D棟
鹿児島県霧島市隼人町見次441  ドン・キホーテ霧島隼人店1Fゲームコーナー内
熊本県熊本市西区上熊本3丁目3-20
沖縄県南城市大里字高平高宮城原97-2 イオンタウン南城大里内

店舗一覧


