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対象店舗様(敬称略 住所

ソフマップ 八王子店 東京都八王子市旭町 1-17ビックカメラＪＲ八王子店３Ｆ

ソフマップ アキバ☆ソフマップ水戸駅店 茨城県水戸市宮町1丁目7番31号エクセルみなみ　４Ｆ　ビックカメラ内

ソフマップ 鹿児島中央駅 鹿児島県鹿児島市中央町 1-1ビックカメラ 鹿児島中央駅内

ソフマップ アキバ☆ソフマップ １号店 東京都千代田区外神田 3-13-12ＩＭＹビル

ソフマップ GIGA STORE 大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-1-1大宮西武ビル１Ｆ

ソフマップ GIGA STORE 横浜店 神奈川県横浜市西区南幸 2-15-13横浜ビブレ７Ｆ

ソフマップ GIGA STORE 町田店 東京都町田市森野 1-14-17西友ストア町田店５Ｆ

ソフマップ アミューズメント館 東京都千代田区外神田 1-10-8平岡ビル

ソフマップ GIGA STORE 川越店 埼玉県川越市新富町 2-11-1アネックスＡ館

ソフマップ 新宿２号店 東京都新宿区西新宿 1-19-6山手新宿ビルＢ１Ｆ

ソフマップ 日本橋２号店 大阪府大阪市浪速区日本橋 5-12-8

ソフマップ GIGA STOR 難波店ｻﾞｳﾙｽ1 大阪府大阪市浪速区日本橋 3-6-18-8F

ソフマップ イオンモール KYOTO店 京都市南区西九条鳥居口町1番地－13200イオンモールＫＹＯＴＯ

ソフマップ GIGA STORE 天王寺店 大阪府大阪市天王寺区悲田院町 10-48ステーションプラザてんのうじ５Ｆ

ソフマップ GIGA STORE 神戸店 兵庫県神戸市中央区東川崎町 1-7-5ダイエーハーバーランド店内

ソフマップ ＧＳ 名古屋駅ナカ店 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-4ＪＲ名古屋駅構内

ソフマップ GIGA STORE 梅田店 大阪府大阪市北区梅田 ３丁目２番１３６梅小路内

ソフマップ 岡山駅前店 岡山県岡山市駅前町 1-1-1

ソフマップ 広島店 広島県広島市南区西蟹屋 1-1-7　ビックカメラ・ベスト広島店2F

ソフマップ 立川店 東京都立川市曙町 2-12-2ビックカメラ立川店Ｂ１Ｆ

ソフマップ 札幌店 北海道札幌市中央区北五条西 2-1ビックカメラ札幌店内３階

ソフマップ 新潟店 新潟県新潟市中央区花園1-1-21CoCoLo 南館内　ビックカメラ3F

ソフマップ 池袋アウトレット店 東京都豊島区東池袋 1-11-7ビックカメラI池袋アウトレット内

メッセサンオー PCｿﾌﾄ館 秋葉原店 東京都千代田区外神田 3-14-9北澤ビル１Ｆ

げっちゅ屋あきば店 東京都千代田区外神田3-14-6恵光ビル3F

メディオ！　各店 （開催店舗はHPやお近くの店舗で確認して下さい）

とらのあな　各店 （開催店舗はHPやお近くの店舗で確認して下さい）

アニメイト 各店 （開催店舗はHPやお近くの店舗で確認して下さい）

ゲーマーズ　各店 （開催店舗はHPやお近くの店舗で確認して下さい）

グッドウィル ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄﾃﾞｼﾞﾀﾙﾓｰﾙ店 愛知県名古屋市中区大須３丁目１２－３５

グッドウィル 四日市店 三重県四日市市泊小柳町 2-1パワーシティー四日市

グッドウィル 岐阜正木店 岐阜県岐阜市正木西部土地区画整理22街区４

グッドウィル 岡崎店 愛知県岡崎市牧御堂町字花辺 1-1グッドウィル 岡崎店 愛知県岡崎市牧御堂町字花辺

グッドウィル 豊橋店 愛知県豊橋市牟呂町字扇田７４番地

グッドウィル 津店 三重県津市高茶屋小森町 2625-1

グッドウィル 一宮店 愛知県一宮市朝日 2-1-25

グッドウィル 北谷店 沖縄県中頭郡北谷町美浜 3-1-6

グッドウィル 刈谷店 愛知県刈谷市高倉町 3-508

グッドウィル 豊田店 愛知県豊田市深田町 1-2-1グッドウィル 豊田店 愛知県豊田市深田町 1 2 1

グッドウィル 那覇新都心店 沖縄県那覇市おもろまち３丁目５番１６号

グッドウィル 松山店 愛媛県松山市東石井町　6-12-36パソコン工房松山店２階

グッドウィル 佐世保店 長崎県佐世保市日宇町 2734-1

グッドウィル 半田店 愛知県半田市山代町１丁目１０２－６



グッドウィル 岐阜茜部店 岐阜県岐阜市茜部菱野　1丁目137-1

グッドウィル 長久手店 愛知県愛知郡長久手町長湫字片平23番274

コムロード 上前津店 愛知県名古屋市中区大須 3-46-15ブラザー上前津ビル１Ｆ

コムロード 春日井店 愛知県春日井市東野町 2-1-5

コムロード 豊橋店 愛知県豊橋市広小路 1-6ＦＡＣＥ豊橋１Ｆ

コムロード シータショップ藤沢店 神奈川県藤沢市藤沢 462コムロ ド シ タショップ藤沢店 神奈川県藤沢市藤沢 462

コムロード シータショップ高松店 香川県高松市南新町 11-7

コムロード シータショップ徳島店 徳島県徳島市東新町 2-35-1

コムロード シータショップ溝口店 神奈川県川崎市高津区溝口 1-8-10

コムロード シータショップ志木店 埼玉県志木市本町 5-24-9

コムロード シータショップ厚木店 神奈川県厚木市中町 3-4-16

コムロード シータショップ仙台店 宮城県仙台市青葉区一番町4-5-7 三星ビルコムロ ド シ タショップ仙台店 宮城県仙台市青葉区 番町4 5 7 三星ビル

メディアランド 東京都千代田区外神田 1-14-1

宝島　各店 （開催店舗はHPやお近くの店舗で確認して下さい）

VIC21　各店 （開催店舗はHPやお近くの店舗で確認して下さい）

ブックメイト 岡山県倉敷市老松町4-8-20

パソコンショップ　アリス 神戸市中央区三宮町２丁目11－1－227

ぴゅあ　本店 長崎県佐世保市戸尾町3-7中村ビル 3Fぴゅあ　本店 長崎県佐世保市戸尾町3 7中村ビル 3F

ぴゅあ　大塔店 長崎県佐世保市大塔8-20

ファミコンハウス穂波店 福岡県飯塚市椿102-5

ソフピット福岡店 福岡県中央区天神3丁目16-1天神日若ビル４F

ボーダー粕屋店 福岡県糟屋郡粕屋町原町１丁目9の6

ファミコンハウス柏の森店 福岡県飯塚市柏の森162-3

ファミコンハウス東合川店 福岡県久留米市東合川6丁目2-18ファミコンハウス東合川店

ファミコンハウス直方店 福岡県直方市下境2586-4

ボーダー黒崎店 福岡県北九州市八幡西区熊西1丁目1-5

ソフピット小倉店 福岡県北九州市八幡西区魚町２丁目1-3大西ビルB1

ファミコンハウス大宰府店 福岡県太宰府市吉松315-2

ラムタラ MEDIA WORLD AKIBA 東京都千代田区外神田1-15-2ミオス本館ビル

メロンブックス松山店 愛媛県松山市湊町4-10-4共栄会館2Fメロンブックス松山店 愛媛県松山市湊町4-10-4共栄会館2F

メロンブックス福岡店 福岡県福岡市中央区天神3-16-21中村家第一ビル3F

メロンブックス小倉店 福岡県北九州市小倉北区魚町1-3-1松田楽器店B1F

メロンブックス札幌店 北海道札幌市中央区南2条西1-5丸大ビルB1F

メロンブックス高崎店 群馬県高崎市砂賀町18

メロンブックス広島店 広島県広島市中区大手町1-4-14上田ビル2F

メロンブックス宇都宮店 栃木県宇都宮市曲師町2-8宇都宮フェスタB1メロンブックス宇都宮店 栃木県宇都宮市曲師町2-8宇都宮フェスタB1

メロンブックス横浜店 神奈川県横浜市西区南幸2-16-20オーチュー横浜ビル5F～6F

メロンブックス岡山店 岡山県岡山市北区表町2-1-37アニメイト2F

メロンブックス蒲田店 東京都大田区西蒲田8-4-12 2F

メロンブックス熊本店 熊本県熊本市手取本町4-12ファインビル4F

メロンブックス京都店 京都府京都市中京区寺町三条下ル永楽町234番地ショウキンビル2F

メロンブックス大阪日本橋店 大阪府大阪市浪速区日本橋西1-1-3ユニットコム本社ビル2Fメロンブックス大阪日本橋店 大阪府大阪市浪速区日本橋西1 1 3ユニットコム本社ビル2F

メロンブックス大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-132第二高井ビル2F・3F

メロンブックス八王子店 東京都八王子市中町2-1八王子グランド東京ビル新館1F

メロンブックス名古屋店 愛知県名古屋市中村区椿町21-2第2太閤ビル1F



メロンブックス仙台店 宮城県仙台市青葉区中央3-6-8TB仙台ビル3F

メロンブックス神戸店 兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1センタープラザ東館202号

メロンブックス静岡店 静岡県静岡市葵区呉服町1-6-11 呉服町ビル3F

メロンブックス新潟店 新潟県新潟市中央区東大通1-8-5アニメ・コミック館3F

みのり書房ひたちなか店 茨城県ひたちなか市はしかべ2-3-2

みのり書房日立店 茨城県日立市森山町3-7-17

コンピューターショップパワーデポ八戸店 青森県八戸市根城9-5-3

パワーデポ弘前店 青森県弘前市大字和泉2-18-1

シーガル　西多賀店 宮城県仙台市太白区西多賀1-1-60

シーガル　十日町店 山形県山形市十日町2-1-11

シーガル　名取店 宮城県名取市増田5-19-49

シーガル　米沢店 山形県米沢市金池6-5-33

シーガル　長町店 宮城県仙台市太白区長町1-4-2-2F

シーガル　桜田店 山形県山形市桜田西1-2-8

シーガル　大和町店 宮城県仙台市若林区志波町18-23

シーガル　石巻店 宮城県石巻市蛇田字下谷地53-15

シーガル　和泉バイパス店 宮城県仙台市泉区市名坂御釜田142-2

シーガル　宝島長命ヶ丘店 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘2-21-2シ ガル　宝島長命ヶ丘店 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘2 21 2

シーガル　気仙沼店 宮城県気仙沼市田中前3-7-10

パワーデポ　青森店 青森県青森市南佃2-18-1

シーガル郡山 福島県郡山市香久池2-2-4

シーガル大河原 宮城県柴田郡大河原町字新東21-18

パソコンショップMK 札幌駅前店 北海道札幌市北区北6西6-1-1JR高架下 WEST6 西端階段側 2F

愛好堂　大田原店 栃木県大田原市加治屋86-2愛好堂　大田原店 栃木県大田原市加治屋86 2

愛好堂　鹿沼店 栃木県鹿沼市東町1-1-4

愛好堂　小山店 栃木県小山市西城南3-12-11

愛好書店　古河店 茨城県古河市上辺見1211

愛好堂　羽生店 埼玉県羽生市東8-1-9

愛好堂　大網店 千葉県山武郡大網白里町池田82-1

愛好堂 八街店 千葉県八街市八街ほ839-1 キハラ内愛好堂　八街店 千葉県八街市八街ほ839-1　キハラ内

愛好書店　大原店 千葉県いすみ市日在410-5

愛好書店　茂原店 千葉県茂原市小林2321-1

ビデオ創庫　上越大通り藤巻店 新潟県上越市藤巻8-47

愛好堂　柏崎店 新潟県柏崎市新田畑2-5

愛好堂　長岡店 新潟県長岡市要町2-5-30

愛好堂 幸手店 埼玉県幸手市西2-4-6愛好堂　幸手店 埼玉県幸手市西2-4-6

東京書店　浜松店 静岡店浜松市高丘西2-9-33

東京書店　磐田店 静岡店磐田郡豊田町森下14-1

東京書店　掛川店 静岡県掛川市成滝599-2

東京書店　沼津店 静岡県沼津市西椎路112-1

東京書店　市野店 静岡県浜松市市野町1656-2

WAO携帯&ソフト館 帯広店 北海道帯広市西18条南4丁目2 3WAO携帯&ソフト館　帯広店 北海道帯広市西18条南4丁目2-3

宝島王国　二の宮ビックサイト店 福井県福井市二の宮2丁目26-12

ＷＡＯ携帯&ソフト館　富山店 富山県富山市布瀬町南3-6-1　2Ｆ

ファミーズ・お宝倉庫　各店 愛知県半田市住吉町2-109



中京マイコン 愛知県名古屋市中区大須3-13-25

サンエイト沼津店 静岡県沼津市五月町4-20

アピアランド　飯田店 長野県飯田市知久町4-1202

お宝中古市場　新潟本店 新潟県新潟市善久７０８番地

お宝中古市場　山形南店 山形県山形市南館4丁目１－１

お宝中古市場　鶴岡店 山形県鶴岡市文下広野１番地

お宝中古市場　沼津店 静岡県沼津市松長１２－３西友楽市内

お宝中古市場　赤道店 新潟県新潟市中木戸５６

お宝中古市場　松本店 長野県松本市井出川3-6-13

お宝中古市場　山形天童店 山形県天童市山本1019-1

ライオン堂 長野県松本市高宮東1—37

バンダレコード　所沢店 埼玉県所沢市日吉町2-2

PLAZA・F 徳島県徳島市西大工町5-14

りとる屋福岡店 福岡県福岡市中央区天神3-16-8　2F


