アプモン神カードゲットキャンペーン開催店舗リスト
店舗名
ディノスパーク北見
ディノスパーク帯広稲田
ディノスパーク帯広
ディノスパーク苫小牧
ディノスパーク函館昭和
ディノスパーク札幌手稲店
アドアーズ札幌北42条店
西條百貨店稚内店こどものくに
東武端野店アミューズメントシティ
イオン帯広キッズ・パーク
イオン室蘭アミューズメントランド
イオン岩見沢キッズ・パーク
イオン千歳キッズ・パーク
イトーヨーカドー屯田グルグル
イトーヨーカドーアリオ札幌キッズ・パーク
ちびっこ遊園地ジョイランドイオン伊達
ソユーゲームフィールド旭川駅前
ソユーゲームフィールド札幌発寒店
タイトーステーションイオン釧路昭和店
タイトーステーション イオン札幌平岡店
プラボ札幌西町店
namco札幌エスタ店
キラキラAsobox札幌手稲店
ぷれいらんど373函館店
キャッツアイ清田店
キャッツアイ新川店
コジマ×ビックカメライオン西岡店
マルチメディア札幌
プラサカプコンつがる柏店
ソピア八戸店
プレイランド青森店
タイトーステーション青森ガーラモール店
ハロータイトーイオン七戸十和田駅前
ハロータイトーむつ
namcoエルムの街ショッピングセンター店
ラ・セラキッズ
キッズパーク
DORAキッズ
プラサカプコン盛岡店
ニコアプレイランド
アミューズメントパークアルコ
ソユーゲームフィールド盛岡南店
ソユーファミリーゲームフィールド花巻店
タイトーステーション盛岡マッハランド店
ゲームランドプレーゴ金ヶ崎店
カバロ宮古店
スイーツ・ハート仙台泉店
ザ・モール仙台長町キッズパーク
ビーカム松森店
ビーカム愛子店
プラサカプコン石巻店
ゲームランド佐沼店
タイトーステーション仙台ベガロポリス店
ｎａｍｃｏイオン利府店
namcoイオンモール富谷店
ユーズランド大河原店
GAMEBANK仙台泉
マルチメディア仙台
プラサカプコン大曲店
SOYU Game Field 御所野店
namcoイオンタウン大館西店
キラキラAsoboxイオン鷹巣店
ＡＮ．ＫＩＮ．ＴＡＮ．五城目店
メルヘンランド大館店
ＰＲＥＳＴＯユザワプラザ店
リスチャイルド湯沢店
わくわくランド寒河江西店
ビーカム成沢店
わくわくランド北町店
カレッジスクエア
わくわくランド新庄店
ゲームランドマリーン
ソユーゲームフィールド天童店
SOYU Game Field三川店
ナムコランドイオン山形南店
スーパーノバ天童店
アピナ鶴岡店
ディノスパーク南福島店
ザ・モール郡山キッズ・パーク
南相馬ジャスモールファンタジー
ザ・サードプラネットピボット福島店
ソユーエンターテイメントスタジオ須賀川店
ちびっこザウルス
ｎａｍｃｏイオンタウン郡山店
ビバ・サーカス船引店
G3ポロス船引店

都道府県
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
青森県
岩手県
岩手県
岩手県
岩手県
岩手県
岩手県
岩手県
岩手県
岩手県
岩手県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
秋田県
秋田県
秋田県
秋田県
秋田県
秋田県
秋田県
秋田県
山形県
山形県
山形県
山形県
山形県
山形県
山形県
山形県
山形県
山形県
山形県
福島県
福島県
福島県
福島県
福島県
福島県
福島県
福島県
福島県

住所
北見市西三輪５―１―１６ ディノスパーク北見
帯広市稲田町南８線西１２－１ 帯広スズランボウル
帯広市白樺１６条西２丁目 ドリームタウン白樺
苫小牧市柳町３丁目１－２０ イオン苫小牧２階
函館市昭和３丁目２４－１８ ゲオパーク函館昭和１階
札幌市手稲区前田１条１１丁目 ディノスパーク札幌手稲３階
札幌市東区北42条東7丁目1-1 0
稚内市大黒４丁目７西條百貨店内 西條稚内
北見市端野町三区５７２－１ 東武イーストモール橋野
帯広市西４条南２０丁目 イオン帯広
室蘭市東町２丁目 イオン室蘭
岩見沢市大和四条８丁目 イオン岩見沢
千歳市栄町６－６１ イオン千歳
札幌市北区屯田８条３－５－１ イトーヨカドー屯田
札幌市東区北七条東９－２－２０ アリオ札幌３階
伊達市末永町８－１ イオン伊達２Ｆ
旭川市宮下通７－２－５ イオンモール旭川駅前４階
札幌市西区発寒八条１２－１－１ イオン札幌発寒ＳＣ３Ｆ
釧路市昭和中央４－１８－１ イオン釧路昭和２Ｆ
札幌市清田区平岡三条５－２７６－１ イオン札幌平岡２Ｆ
札幌市西区西町北１３丁目１番 ワンダーシティ札幌
札幌市中央区北5条西2丁目1番地1 札幌エスタ9階
札幌市手稲区前田5条13丁目3-1 アルファ手稲ショッピング
函館市美原１－７－１ ＭＥＧＡドン・キホーテ函館２階
札幌市清田区清田一条一丁目２０－１ キャッツアイ清田
札幌市北区新川二条７丁目１－７ キャッツアイ新川
札幌市豊平区 西岡3条3-4-1
札幌市北区北６条西５－１－２２
つがる市柏稲盛幾世４１ イオンモールつがる柏シネマ棟内１階
八戸市沼館４－７－１１２ ピアドゥ八戸Ｂ棟２階
青森市浜田１－１４－１ イトーヨーカドー青森２階
青森市三好２－３－１９ ガーラタウン２Ｆ
上北郡七戸町字荒熊内67番地990 イオン七戸ショッピングセンター
むつ市小川町２－４－８ マエダストア４Ｆ
五所川原市大字唐笠柳字藤巻５１７－１ エルムの街ＳＣＣ棟２Ｆ
青森市八重田４―２―１ ラ・セラ東バイパス
奥州市水沢区佐倉河字東沖ノ目１２３ コープアテルイ
宮古市小山田２丁目２－１ マリンコープＤＯＲＡ２階
盛岡市上厨川前潟４－７－１ イオンモール盛岡
二戸市米沢荒谷２５ 二戸ニコアショッピングセンター
紫波郡矢巾町南矢幅７－４２５－３ ショッピングモールアルコ
盛岡市本宮７－１－１ イオン盛岡南１Ｆ
花巻市高木第１６地割６８－６ 銀河モール花巻
盛岡市上堂１－２－３８ タイトーステーション盛岡マッハランド
胆沢郡金ケ崎町三ケ尻新巻１６５ イオンスーパーセンター金ケ崎
宮古市栄町３－３５ キャトル宮古４階 キッズキャトル内
仙台市泉区大沢１丁目５－１ イオン泉大沢ショッピングセンター２Ｆ
仙台市太白区長町７－２０－３ 西友仙台長町
仙台市泉区松森斎兵衛５８－１ ビーカム松森
仙台市青葉区栗生７－１－１ ビーカム愛子
石巻市蛇田新金沼１７０ イオン石巻２階
登米市南方町新島前４６－１ イオンタウン佐沼１階
仙台市太白区西多賀５－２４－１ ベガロポリス
宮城郡利府町利府字新屋田前２２ イオンモール利府２階
黒川郡富谷市大清水1丁目33-1 0
柴田郡大河原町小島２－１ フォルテ２階
仙台市泉区大沢２－５－４ ＧＡＭＥＢＡＮＫ仙台泉
仙台市宮城野区榴岡１－２－１３
大仙市和合坪立１７７ イオン大曲２階
秋田市御所野地蔵田１－１－１ イオンモール秋田２階
大館市根下戸新町１８－１２１ ロックショッピングタウン大館西
北秋田市栄字中郷31-1 イオンタウンたかのす店1F
南秋田郡五城目町大川西野田屋前１３８ イオンスーパーセンター五城目１階
大館市御成町三丁目７－５８ いとく大館ショッピングセンター３階
湯沢市材木町２―１―１８ ユザワプラザ ２階
湯沢市上荻生田１６２ イオンスーパーセンター湯沢
寒河江市中郷字角田１６００ 0
山形市成沢西５－３－２７ ビーカム成沢
山形市桧町４－４－２１ ヤマザワ北町
山形市小白川町 1-1-7 0
新庄市金沢字大道上２０３３番の４ ヤマザワ新庄
酒田市中町２－５－１ ゲームランドマリーン
天童市芳賀土地区画整理事業地内３４街区 イオン天童２階
東田川郡三川町猪子和田庫１２８－１ イオンモール三川１階
山形市若宮三丁目7-8 イオン山形南SC2F
天童市南町１―５―２６ らら・パーク天童
鶴岡市文下字広野１－１ アピナ鶴岡
福島市黒岩字中沖４３－２ ディノスパーク南福島
郡山市長者町１－１－１ 0
南相馬市原町区大木戸金場77 イオンスーパーセンター南相馬
福島市栄町１－１ パワーシティピボット
須賀川市古河１０５番 イオンタウン須賀川Ｂ棟内
いわき市小名浜大原東田96 ヨークタウンアクロスプラザ大原1階
郡山市松木町２－８８ イオンタウン郡山
田村市船引町字船引原田１４ 船引パーク
田村市船引町船引川代１０５ リオンドールガーデン船引

アプモン神カードゲットキャンペーン開催店舗リスト
店舗名
アピタ会津若松
マルチメディア郡山
エムランド坂東
アミューズメントパークドリームランド那珂
ジョイプラザ龍ヶ崎店
ピンクパンサー友部店
ピンクパンサー日立店
ピンクパンサー水戸けやき台店
ゲームグース下妻店
ソユートイズニューヨーク守谷
タイトーステーション佐原東店
ドリームファクトリーVuiVui境町
スコナランド行方店
namco iiasつくば店
namcoイオンモールつくば店
ハローズガーデン竜ヶ崎店
フェドラP&D水戸
こころっこ日立城南店
ぷれいらんど３７３勝田店
ゲームパニックつくば
アピナ下館店
ＦＥＳＴＡ古河店
ゲームパドック・プラスワン古河店
宝島鹿嶋店
アピタ佐原東
ビックカメラ水戸駅店
KOKADO TOWN小山店
ゲームモアイ宇都宮店
タイトーFステーション小山店
タイトーステーション宇都宮ベルモール店
タイトーFステーションおやまゆうえんハーヴェストウォーク
ドラマ足利店
ドリームファクトリーアロハ店
スコナランドトライアル宇都宮店
プラボ宇都宮店
アピナ小山店
インターパークプラスワン宇都宮店
アピタ足利
アピタ宇都宮
マルチメディア宇都宮
アピタ前橋
アピタ高崎
アピタ伊勢崎東
ザ・サードプラネット高崎
あそびの広場SORA島 前橋店
宝島大間々店
ナムコランドアカマル店
namcoけやきウォーク前橋店
伊勢崎ナムコランド
ハローズガーデン伊勢崎東店
プレビ劇場ＩＳＥＳＡＫＩ
関東スポーツセンター
アピナ太田店
群馬レジャーランド太田店
群馬レジャーランド高崎駅東口店
群馬レジャーランド伊勢崎店
ゲームパークエムランド籠原
アミュージアム鴻巣店
プラサカプコン羽生店
ウェアハウス越谷店
ゲオ東越谷店
ゲオ草加花栗店
ウェアハウス岩槻店
ザ・サードプラネットフレスポ八潮店
SOYU Game Field熊谷店
パイレーツキッズ錦町店
プレイランド菖蒲店
タイトーステーション和光店
スコナランド新座店
丸広百貨店わんぱくランド
ナムコランドさいたまステラタウン
ｎａｍｃｏイオン北戸田店
極楽湯上尾店
ハローズガーデンワカバウォーク店
ハローズガーデン久喜店
ギガステーション戸田店
あひるのたまご岩槻店
わんぱくキッズランドライフ毛呂山店
プライズハンターイオン武蔵狭山店
ぷれいらんど373浦和店
ラウンドワンさいたま・上里店
ラウンドワンスタジアムららぽーと新三郷店
ゲームシティプラス川越店
アピナ上尾店
ＦＥＳＴＡ上尾店
ニコパ草加舎人店

都道府県
福島県
福島県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県

住所
会津若松市神指町南四合幕内南１５４
郡山市駅前１－１６－７
坂東市辺田1517 0
那珂市菅谷１６１８－２ サンモリノ那珂
龍ヶ崎市小通幸谷町２８８番地 クイズモール
笠間市住吉１３６４－１ 伊勢甚友部スクエア
日立市東多賀町５－１０－１０ ピンクパンサー日立
水戸市酒門町３２７６－１ ピンクパンサー水戸けやき台
下妻市堀篭972-1 イオンモール下妻2階
守谷市百合ケ丘３―２４９―１ イオンタウン守谷２階
稲敷市西代１４９５ パルナ２Ｆ
猿島郡境町1327-1 ドリームファクトリーVuiVui境町
行方市麻生3288-50 セイミヤモール1F
つくば市研究学園Ｃ－５０街区１ イーアスつくば２Ｆ ２１９０
つくば市稲岡６６－１ イオンモールつくば３Ｆ
龍ヶ崎市小柴５－１－２ イトーヨーカドー竜ヶ崎２階
水戸市千波町２０１７－１ フェドラＰ＆Ｄ水戸
日立市城南町３－４－３ ゼビオ日立城南
ひたちなか市石川町１－１ 長崎屋勝田２階
土浦市中村東1-1-10298-43-8295 サンタスワールド
筑西市玉戸１０１２－３ アピナ下館
古河市松並２－１８－１０ マーケットシティ古河
古河市小堤１９１６－１ ゲームパドック・プラスワン古河
鹿嶋市宮中２９０－１ ショッピングセンターチェリオ１階
稲敷市西代字東田１４８０
水戸市宮町１－７－３１
小山市中久喜１４６７－１ イオンモール小山２Ｆ
宇都宮市川田町１００１－１ アミューズメントモールソーレ２１２Ｆ
小山市喜沢１４７５ おやまゆうえんハーヴェストウォーク
宇都宮市陽東６丁目２－１ ベルモール２Ｆ
小山市喜沢１４７５ おやまゆうえんハーヴェストウォーク
足利市朝倉町２４４－１ ドラマ足利
鹿沼市睦町川西城下287-1 ビバモール鹿沼
宇都宮市睦町5-5 スーパーセンタートライアル宇都宮店1F
宇都宮市簗瀬町１６０６番地１ Ｐ＆Ｄビル
小山市駅南町４－２７－１８ アピナ小山
宇都宮市インターパーク６丁目５－１ インターパーク宇都宮南
足利市朝倉町２４５－１
宇都宮市江曽島本町２２－７
宇都宮市駅前通り１－４－６
前橋市文京町２－１－１
高崎市矢中町６６８－１
伊勢崎市三室町５３３０
高崎市下和田町５－３－８ メディアメガ高崎
前橋市国領町２－１４－１ 前橋リリカ２Ｆ
みどり市大間々町大間々４０ さくらもーる２階
高崎市中尾町字鳥羽前４４－１ アカマル
前橋市文京町２－１－１ けやきウォーク前橋ＳＣ２階
伊勢崎市宮子町3402-6 0
伊勢崎市三室町５３３０ アピタ伊勢崎東
伊勢崎市西小保方町３４６－３ スマーク伊勢崎３階プレビ劇場ＩＳＥＳ
館林市近藤町840 関東スポーツセンター
太田市内ケ島町９０７－１ アピナ太田
太田市西矢島町１６２番地２ 群馬レジャーランド太田
高崎市江木町３３３－１ アークコミュニティータウン２階
伊勢崎市連取町３０６６－１ 群馬レジャーランド伊勢崎
熊谷市新堀新田523 0
鴻巣市本町１－１－２ エルミこうのす３Ｆ
羽生市川崎２－２８１－３ イオンモール羽生２階
越谷市南荻島841-1 0
越谷市東越谷４－８－１７ ゲオ東越谷
草加市花栗４－２６－２１ ゲオ草加花栗
さいたま市岩槻区加倉3-3-63 0
八潮市大瀬８２２－１ フレスポ八潮３階
熊谷市銀座２－２４５ ショッピングセンターニットーモール３階
蕨市錦町１－１２－１ イトーヨーカドー錦町２階
久喜市菖蒲町菖蒲６００５番地１号 モラージュ菖蒲３Ｆ
和光市丸山台１－４－５ タイトーステーション和光
新座市中野２－１－３８ ＯＳＣデオシティ新座
川越市新富町２－６－１ 丸広百貨
さいたま市北区宮原町一丁目854-1 ステラタウン3F
戸田市美女木東１－３－１ イオン北戸田
上尾市大字上尾村500-1 0
鶴ヶ島市富士見１－２－１ ワカバウォーク北棟２階
久喜市中央４－９－１１ イトーヨーカドー久喜５階ハローズガーデン
戸田市美女木９４３－７ ギガステーション戸田
さいたま市岩槻区本丸３－２０－５３ マミーマート岩槻
入間郡毛呂山町岩井西3-12-34 ライフ毛呂山2階
狭山市入間川3-31-5 イオン武蔵狭山店内
さいたま市緑区原山４－３－３ ＭＥＧＡドン・キホーテ浦和原山２階
児玉郡上里町大字金久保３９４－１ ラウンドワンさいたま・上里
三郷市新三郷ららシティ３丁目１－１ ららぽーと新三郷２階 ２００００番
川越市泉町1-1 ウニクス南古谷1F
上尾市緑丘３丁目３番１１－２号 ＰＡＰＡ上尾プリンセス棟１階・２階
上尾市愛宕３－１－４０ バリュープラザ上尾愛宕２階
草加市遊馬町２－１ 島忠ホームズ草加舎人

アプモン神カードゲットキャンペーン開催店舗リスト
店舗名
にこぱ幸手店
宝島浦和美園店
キャッツアイ狭山店
アピタ東松山
アピタ本庄
マルチメディアさいたま新都心
アピタ君津
アピタ市原
ヨドバシカメラ千葉
トムソーヤのなかまたち
ジョイプラザ印西店
イトーヨーカドー八千代店キッズ・パーク
モラージュ柏キッズパーク
イスカンダル五井金杉店
ゲームランド千葉ニュータウン店
プラサカプコン成田店
ビバ・サーカス茂原店
プラサカプコン富津店
プラサカプコンちはら台店
ソピア幕張店
タイトーステーション旭サンモール店
タイトーステーション茂原アスモ店
タイトーＦステーションイオン柏店
タイトーステーションアリオ蘇我店
ゲームチャリオット成田店
ゲームチャリオット五井店
スコナランド酒々井店
Morisia Amuse Park
ｎａｍｃｏイオンモール船橋店
ナムコランドアクアサーカス
namco流山おおたかの森S・C店
namcoイオンモール幕張新都心店
ナムコランドおゆみ野店
アミューズメントパフェパレパレ千葉稲毛
ハローズガーデン市原店
プレビ ミスターマックス千葉美浜店
マリンガーデンららぽーとTOKYO-BAY
キラキラAsoboxイオン木更津店
ぷれいらんど373四街道店
SUPERWAVE柏店
ラウンドワンスタジアム アリオ柏店
GAME SQUARE茂原
YAZWORLD野田七光台
GAME&GO!KISARAZU
千葉レジャーランド野田店
NICOPAイオンタウン成田富里店
にこぱアクロスモール新鎌ヶ谷店
NICOPAマリンピア店
宝島新浦安店
ゲームフジ市川店
キャッツアイ八千代店
アドアーズ南砂町ＳＵＮＡＭＯ店
アムネット小岩店
アミュージアム大泉
西友新福生店キッズパーク
リヴィン光が丘キッズパーク
THE 3RD PLANET 多摩センター店
ゲームグース武蔵小山店
ソピア南大沢店
ＳＯＹＵＺＡＵＲＵＳＷＯＲＬＤ大森店
タイトーステーション町田店
タイトーステーション多摩センター店
タイトーステーション池袋西口
タイトーステーション渋谷店
ドラマ八王子高倉店
ドラマ瑞穂店
namcoザ・モールみずほ16店
ザ・ビッグ昭島アミューズパーク
namcoクロスガーデン多摩店
ｎａｍｃｏ中野
namco荻窪
ハローズガーデン東大和店
ハローズガーデン新糀谷店
ハローズガーデン北砂店
ハローズガーデン墨田文花店
アドベンチャーリーフ国領店
GAMEピーアーク青井
フェドラBIGFUN平和島
フタバ図書GIGA箱根ヶ崎店
ぷれいらんど３７３瑞江店
ユーズランド日の出店
ラウンドワンスタジアム ダイバーシティ東京プラザ店
タイトーFステーション オリナス錦糸町店
東京レジャーランドお台場メディアージュ店
にこぱイーアス高尾
にこぱ仙川店

都道府県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都

住所
幸手市上高野７６４ エムズタウン幸手
さいたま市緑区大門3710 イオンモール浦和美園2F
狭山市入間川イ３１４１ キャッツアイ狭山
東松山市あずま町４－３
本庄市南１－２－１０
さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－６
君津市久保１－１－１
市原市青柳喜多１－１
千葉市中央区富士見２－３－１
市原市更級４－３－１ アリオ市原２Ｆ
印西市原１－２ ビックホップガーデンモール印西２階
八千代市村上４００１番地４ イトーヨーカドー八千代３階
柏市大山台２丁目３番地 モラージュ柏
市原市 五井金杉1-47-1 0
印西市中央北３丁目３番 イオン千葉ニュータウン２階
成田市ウイング土屋２４ イオン成田２階
茂原市高師１７３５ 茂原ショッピングプラザアスモ２階
富津市青木１２４－１ イオンモール富津
市原市ちはら台西３－４ ｕｎｉｍｏちはら台ショッピングセンター２階
千葉市花見川区幕張町４－４１７－２５ イトーヨーカドー幕張２階
旭市イ－２６７６－１ イオン旭３Ｆ
茂原市高師１７３５ 茂原ショッピングプラザアスモ２Ｆ
柏市豊町２－５－２０ イオンモール柏３Ｆ
千葉市中央区川崎町５２－７ アリオ蘇我２階
成田市飯仲９－４ トイザらス成田
市原市五井中央西2-1-2 0
印旛郡酒々井町本佐倉457-2 トライアル酒々井店2F
習志野市谷津1丁目16番1号 モリシア津田沼2階
船橋市山手１丁目１番８号 イオン船橋
八千代市緑が丘二丁目1番3 イオン八千代緑が丘4F
流山市西初石六丁目１８５番２号 おおたかの森ＳＣ
千葉市美浜区豊砂１－１ イオンモール幕張新都心グランドモール３階
千葉市緑区おゆみ野中央２－３－１ ＭｒＭａｘおゆみ野
千葉市稲毛区長沼原町７３７－２５ フレスポ稲毛Ａ棟－４
市原市青柳北１－１ アピタ市原２階
千葉市美浜区新港32-11 0
船橋市浜町２－２－２ ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ西館３Ｆ
木更津市請西南2-27-1 イオンタウン木更津内
四街道市めいわ２－１－１ ＭＥＧＡドン・キホーテ四街道２階
柏市十余二２４９－５ ＳＵＰＥＲＷＡＶＥ柏
柏市大島田950-1 セブンパークアリオ柏 1070
茂原市 六ツ野八貫野 ２７８５－１ ライフガーデン茂原
野田市七光台4-2 イオンタウン野田七光台
木更津市太田２－５－１ 精文館書木更津店内ゲームコーナー
野田市吉春鎌田７７６－１ 千葉レジャーランド野田
成田市東町１３３ イオンタウン成田富里２Ｆ
鎌ヶ谷市初富９２８ アクロスモール新鎌ヶ谷
千葉市美浜区高洲３－１３－１ イオンマリンピア４Ｆ
浦安市入船1-4-1 イオン新浦安4階
市川市市川１－９－１１ サン市川ハイツ１階
八千代市吉橋１８５ １ｉｓｍトライアル緑ケ丘
江東区新砂３－４－３１ 南砂町ショッピングセンターＳＵＮＡＭＯ
江戸川区南小岩６－３１－３ 石井ビル１階
練馬区東大泉２－１０－１１ 西友リヴィンオズ大泉５階
福生市東町５－１ 西友福生
練馬区光が丘５－１－１ 光が丘ＩＭＡ
多摩市落合１－３９－２ マグレブビル
品川区小山3-22-19 ゲームグース武蔵小山
八王子市南大沢２－２８－１ イトーヨーカドー南大沢３階
大田区大森北２－１３－１ イトーヨーカドー大森３階
町田市原町田６－２１－２３ 松山ビル１Ｆ
多摩市落合１－４５－１ 丘の上パティオ
豊島区西池袋1丁目15番9号 西池ビル
渋谷区渋谷１－２４－１２ 渋谷東映プラザ１階 タイトーステーション内
八王子市高倉町５５－４ ドラマ八王子高倉
西多摩郡瑞穂町大字武蔵３８２－１ ドラマ瑞穂
西多摩郡瑞穂町高根６２３ 西友ザ・モールみずほ１６
昭島市 宮沢町500-1 ザ・ビッグ昭島店3階
多摩市落合２－３３ クロスガーデン多摩３Ｆ
中野区中野５－５２－１５ 中野ブロードウェイ別館
杉並区上荻1-13-10 ハクサンビル
東大和市桜が丘２－１４２－１ イトーヨーカドー東大和２階
大田区萩中２－１２－５ マルエツ新糀谷２階
江東区北砂２－１７ アリオ北砂３階
墨田区文花１－３１－９ オリンピック墨田文花１階
調布市国領町８－２－６４ イトーヨーカドー国領３階
足立区一ツ家３－８－２０ ＧＡＭＥピーアーク青井
大田区平和島１－１－１ ＢＩＧＦＵＮ平和島３Ｆ
西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原１１－５ フタバ図書ＧＩＧＡ箱根ヶ崎
江戸川区瑞江２－１－２ ドン・キホーテラパーク瑞江４階
西多摩郡日の出町平井三吉野桜木５５７番地 イオンモール日の出３階
江東区青海１丁目１番１０号 ダイバーシティ東京６階
墨田区太平4―1-2 オリナスモールB1階
港区台場１丁目７番１号 アクアシティお台場４Ｆ
東京都八王子市東浅川町550-1
調布市若葉町２－２ 島忠ホームズ仙川２Ｆ

アプモン神カードゲットキャンペーン開催店舗リスト
店舗名
キャッツアイ西葛西店
ビックカメラ立川店
ビックカメラＪＲ八王子駅店
ビックロ ビックカメラ新宿東口店
ビックカメラ新宿西口店
ビックカメラ赤坂見附駅店
ヨドバシカメラ新宿西口本店 ゲーム・ホビー館
マルチメディア新宿東口別館
マルチメディアＡｋｉｂａ
マルチメディア錦糸町
マルチメディア上野
マルチメディア町田
ヨドバシカメラ八王子
マルチメディア吉祥寺
アピタ長津田
ピアゴ大口
ピアゴ座間
ビックカメララゾーナ川崎店
ビックカメラ藤沢店
ビックカメラ相模大野駅店
コジマ×ビックカメラ梶ヶ谷店
マルチメディア横浜
マルチメディア川崎ルフロン
マルチメディア京急上大岡
ヨドバシアウトレット京急川崎
キッズトレイン東戸塚店
リヴィンよこすかキッズ・パーク
イトーヨーカドー能見台 キッズ・パーク
プラサカプコン磯子店
ウェアハウス川崎店
ザ・サードプラネット港北ニュータウン店
ゲームリスボア
ファミリーランド横浜金沢店
SOYU Game Field湘南店
ﾀｲﾄｰｽﾃｰｼｮﾝ小田原ｼﾃｨｰﾓｰﾙｸﾚｯｾ店
タイトーFステーションイオン伊勢原店
ドラマ港北インター店
namcoＯＳＣ湘南シティ店
ナムコランドWAOこどものくに店
namco港北TOKYUS・C店
namco都筑店
namcoトレッサ横浜店
ナムコランドイオン相模原店
ハローズガーデン綾瀬店
ハローズガーデン湘南とうきゅう
ハローズガーデン海老名店
ハローズガーデン厚木店
ファンタスティックジャーニー横浜店
モラモラ東神奈川サティ店
こころっこ川崎店
キラキラAsobox大雄山店
キラキラAsoboxベイタウン本牧店
ラウンドワンららぽーと湘南平塚
遊びっこ広場フォルム川崎宮前店
アミューズメントランドYAZ平塚店
YAZ川崎店
アピナ橋本店
神奈川レジャーランド厚木店
アミューズメントパークネバーランド2
ＮＩＣＯＰＡ四季の森フォレオ店
ニコパ相模原店
カプコサーカス新潟東店
タイトーFステーション燕三条店
タイトーFステーションイオン新潟西店
ナムコランドイオン長岡店
プラボ長岡店
ナムコランド MEGA ドン・キホーテ柏崎店
ナムコランドイオン三条店
メジャーロード白根店
アピナ長岡店
アピタ新潟西
アピタ新潟亀田
アピタ長岡
ビックカメラ新潟店
ヨドバシカメラマルチメディア新潟駅前
タイトーステーションファボーレ婦中店
ｎａｍｃｏアピタ富山東店
アピナ富山新庄店
アピナ富山南
ゲームインさんしょうアピタ富山
ゲームスポット207
アピタ魚津
アピタ富山東
アピタ砺波
アピタ富山
アルプラザ鹿島店ナムコランド

都道府県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
富山県
富山県
富山県
富山県
富山県
富山県
富山県
富山県
富山県
富山県
石川県

住所
江戸川区西葛西４－２－２８ サニーモール西葛西
立川市曙町２－１２－２
八王子市旭町１－１７
新宿区新宿３丁目２９番地１
新宿区西新宿１－５－１
港区赤坂３－１－６
新宿区西新宿１－１１－１
新宿区新宿３－２６－７
千代田区神田花岡町１－１
墨田区江東橋３－１４－５
台東区上野４－１０－１０
町田市原町田１－１－１１
八王子市東町７－４
武蔵野市吉祥寺本町１－１９－１
横浜市緑区長津田みなみ台４－７－１
横浜市神奈川区神之木町２－３０
座間市入谷1-416-2
川崎市幸区堀川町７２－１
藤沢市藤沢５５９
相模原市南区相模大野3-8-1
川崎市高津区梶ヶ谷2-2-3
横浜市西区北幸１－２－７
川崎市川崎区日進町１－１１
横浜市港南区上大岡西１－６－１
川崎市川崎区駅前本町２１－１２
横浜市戸塚区品濃町５３７－１ オーロラモール６階
横須賀市平成町３－２１－４ 西友リヴィンよこすか
横浜市金沢区横浜市金沢区能見台東３－１ イトーヨーカドー能見台
横浜市磯子区磯子１－１－１ マリコム磯子ショッピングセンター２階
川崎市川崎区日進町3-7 0
横浜市都筑区中川中央１－２５―１ ノースポート・モール６階
大和市大和東 1-3-12 0
横浜市金沢区富岡東２－４－２９ ヤマダ電機テックランド横浜金沢２階
藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モ-ルフィル2階
小田原市前川１２０ 小田原シティーモールクレッセ２Ｆ
伊勢原市白根630-1 イオン伊勢原3F
横浜市都筑区東方町321-6 0
平塚市代官町３３番地１ ＯＳＣ湘南シティ
横浜市青葉区奈良１－２－１ 三和ショッピングセンター
横浜市都筑区茅ケ崎中央５番１号 港北ＴＯＫＹＵ・ＳＣ
横浜市都筑区川和町８４６－１ プラボ都筑
横浜市港北区師岡町700番地 トレッサ横浜南棟3階
相模原市南区古淵2-10-1 イオン相模原
綾瀬市深谷３７３４－１ 綾瀬タウンヒルズショッピングセンター２階
藤沢市遠藤字滝ﾉ沢６９８－１０ 湘南とうきゅう２Ｆ
海老名市中央２－４－１ イオン海老名２階
厚木市中町1-5-10 厚木ガーデンシティ5階
横浜市都筑区池辺町４０３５－１ ららぽーと横浜２階
横浜市神奈川区富家町１ イオン東神奈川
川崎市川崎区中瀬３－２０ホ ホームズ川崎２階ココロッコ
南足柄市関本569 ヴェルミ2 3F
横浜市中区本牧原12 0
平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚3F
川崎市宮前区犬蔵３－９－１２ マルエツ川崎宮前１階
平塚市田村1丁目4-26 アミューズメントランドYAZ平塚
川崎市幸区小倉1658-35 クロスガーデン川崎1F
相模原市緑区西橋本５－１－１ アピナ橋本１階
厚木市戸室５－３１－１ アツギ・トレリス
座間市ひばりが丘４－１１－４８ アミューズメントパークネバーランド２
横浜市旭区上白根３－４１－１ フォレオ四季の森３階
相模原市南区大野台６－１－１ ニトリモール相模原３Ｆ
新潟市東区大形本町３－１－２ イオン新潟東
燕市井土巻３－１５０ イオン県央１階
新潟市西区小新南２－１－１０ イオン新潟西３Ｆ
長岡市古正寺１丁目２４９番１ イオン長岡
長岡市堺町字浦田31番地 アークガレリア長岡
柏崎市東長浜町４－１５ ＭＥＧＡドン・キホーテ柏崎２Ｆ
三条市西裏館２－１２－２０ イオン三条２Ｆ
新潟市南区上下諏訪木論地948-2 メジャーロード白根
長岡市堺東町２２ アピナ長岡
新潟市西区小新４７４
新潟市江南区鵜ノ子４－４６６
長岡市千秋２－２７８
新潟市中央区花園１－１－２１
新潟市中央区花園１－１－１
富山市婦中町下轡田１６５－１ フューチャーシティファボーレ２階
富山市上冨居３－８－３８ フェアモール富山２Ｆ
富山市荒川３－２－１２ アピナ富山新庄
富山市堀川町３５５－３ マイプラザ
富山市上袋１００－１ アピタ富山２階
高岡市鐘紡町１６５５－３ ゲームスポット２０７
魚津市住吉６００
富山市上冨居３１０－１
砺波市太郎丸４７８９－１
富山市上袋１００
鹿島郡中能登町井田と1-1 アル・プラザ鹿島2階

アプモン神カードゲットキャンペーン開催店舗リスト
店舗名
ナムコランドイオンモールかほく店
アピタ松任店ナムコランド
BIGSANTA津幡
アピナ野々市店
アピタ松任
オモローランドイ-ザ店
夢市場オンリ－ワン店
ファンタジーランドアミ店
ゲームジャングルオモローランド敦賀店
namcoフェアモール福井大和田店
ナムコランドアピタ福井店
キッズサーカスシピィ店
レッツワクワク エルパ店
ジョイランドベル店
アピタ敦賀
アピタ福井大和田
アピタ福井
アミュージアム河口湖店
アミュージアム南アルプス
ﾀｲﾄｰFｽﾃｰｼｮﾝﾗｻﾞｳｫｰｸ甲斐双葉店
ナムコランド リバーシティ店
岡島甲府店プレイランド
スタジオプリモ 甲府店
プレイタウンパルQ-STA店
アピタ田富
ザ・サードプラネット 長野大通り店
ワコーズ茅野店
namcoアリオ上田店
namcoイオン佐久平店
アピタ飯田店ゲームコーナー
タカラ島駒ヶ根店
アピナ上田
アピナ佐久インター店
アピナ伊那店
アピナ穂高店
アピナ塩尻店
アピナ松本店
アピナ長野村山店
アピナ長野大橋店
アピナ川中島店
アピタ岡谷
アピタ伊那
アピタ飯田
アピタ高森
KOKADO TOWN 大垣店
サムソン輪之内店
ドリームシティモレラ
namcoカラフルタウン岐阜店
ラウンドワンモレラ岐阜店
遊食空間XYZ
ファンタジックランド可児店
にこぱアクアウォーク大垣店
にこぱ羽島店
アピタ北方
ピアゴ恵那
ピアゴ瑞浪
アピタ御嵩
アピタ各務原
アピタ大垣
MARK IS 静岡店
プラサカプコン志都呂店
ザ・サードプラネット富士店
ザ・サードプラネットフレスポ静岡店
ザ・サードプラネット静岡インター店
ザ・サードプラネット OZ浜松店
サムソン初生店
ジョイランド三島
ソユー竜宮タウン静岡店
タイトーステーションウェルディ長泉店
タイトーＦステーションイオン富士宮店
タイトーＦステーションプレ葉ウォーク浜北
タイトーステーション新浜松ザザシティ店
namcoららぽーと磐田店
namcoアピタ磐田店
浜松温泉喜多の湯
ハローズガーデン島田店
AN・KIN・TAN浜岡
ぷれいらんど373浜松店
SUPERWAVE静岡店
楽市楽座サンストリート浜北店
ポート24浜松店
YAZ磐田店
シートピアYAZ大須賀店
YAZWORLD浜松葵店
タイトーFステーションイオンモール浜松市野店
カバロ静岡店

都道府県
石川県
石川県
石川県
石川県
石川県
福井県
福井県
福井県
福井県
福井県
福井県
福井県
福井県
福井県
福井県
福井県
福井県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
山梨県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県

住所
かほく市内日角タ25番 イオンモールかほく店2階
白山市幸明町２８０番地 アピタ松任２Ｆ
河北郡津幡町北中条1丁目1番地 アル・プラザ津幡2F
野々市市白山町４－１ イオンタウン野々市
白山市幸明町２８０
坂井市三国町三国東５－１－２０ 三国ショッピングワ－ルドイ－ザ１Ｆ
福井市西開発２－１０１ フレンドタウン福井 １Ｆ
坂井市春江町随応寺１６－１１ アル・プラザアミ２Ｆ
敦賀市白銀町11-5 0
福井市大和田町第３２号２３番地 フェアモール福井２Ｆ
福井市飯塚町１１－１１１ アピタ福井２階
越前市新町７－８ 武生シピィ２Ｆ
福井市大和田町第３２－２４－１ エルパ
福井市花堂南２丁目１６－１ ショッピングシティベル
敦賀市中央町１－５－５
福井市大和田町第３２号３２
福井市飯塚町第１１－１１
南都留郡富士河口湖町船津２９８６ 河口湖ショッピングセンターベル３Ｆ
南アルプス市小笠原1423-1 0
甲斐市志田字柿木６１６－１ ラザウォーク甲斐双葉アミューズメント棟１Ｆ
中央市山ノ神１１２２ オギノリバーシティＳＣ
甲府市丸の内１－２１－１５ 岡島百貨岡島甲府
甲府市丸の内１－１６－２０ ココリ２Ｆ
富士吉田市上吉田2-5-1 富士山駅ビルショッピングセンターQ-STA
中央市山之神１３８３－９
長野市権堂町１５０６番地３ 長電権堂第２ビル１階
茅野市塚原1-17 オギノ茅野店2Fワコーズ
上田市天神３丁目ー１－１街区他 アリオ上田
佐久市佐久平駅南１１番地１０ イオン佐久平
飯田市鼎名古熊２４６１ アピタ飯田
駒ケ根市赤穂１５６５ ベルシャイン駒ヶ根１階
上田市秋和３５９－１ アピナ上田
佐久市岩村田北１－１３－１ アピナ佐久インター
伊那市西町５０９３ アピナ伊那
安曇野市穂高２４５０ アピナ穂高
塩尻市広丘野村１７９４－１ アピナ塩尻
松本市双葉１９－１０ アピナ松本
長野市村山５０２－１ アピナ長野村山
長野市若里７－９－１２ アピナ長野大橋
長野市川中島町御厨９６７－１ アピナ川中島
岡谷市銀座一丁目1番5号
伊那市大字伊那字下川原５１９８
飯田市鼎名古熊２４６１
下伊那郡高森町山吹４５１５
大垣市外野２－１００ イオンモール大垣２Ｆ
安八郡輪之内町四郷新開２２９ イオンタウン輪之内
本巣市三橋１１００ モレラ岐阜
岐阜市柳津町丸野３－３－６ カラフルタウン岐阜
本巣市三橋１１００ モレラ岐阜
可児市下恵土5670 0
可児市下恵土５７５０ ヨシヅヤ可児３階
大垣市林町６－８０－２１ アクアウォーク大垣２Ｆ
羽島市小熊町島１－４６ 羽島ウイング１５１２階
本巣郡北方町平成２－３
恵那市長島町正家２－２－１７
瑞浪市薬師町２－７２
可児郡御嵩町上恵土１０５２番１
各務原市鵜沼各務原町８－７
大垣市林町６－８０－２１
静岡市葵区柚木１９１ ＭＡＲＫＩＳ静岡３階
浜松市西区志都呂町５６０５ イオンモール浜松志都呂３階
富士市永田町２－９９ ザ・サードプラネット富士
静岡市清水区鳥坂８６０ フレスポ静岡
静岡市駿河区中野新田３８３－３ ザ・サードプラネット静岡インター
浜松市東区宮竹町３２２－１ ＯＺ浜松
浜松市北区初生町６２６－１ アピタ初生２階
三島市梅名３０８－６ 0
静岡市駿河区石田１―５―１ セントラルスクエア静岡
駿東郡長泉町下長窪字城山１０７６ ウェルディ長泉２Ｆ
富士宮市浅間町１番８号 イオン富士宮３階
浜松市浜北区貴布祢１２００番地 プレ葉ウォーク浜北
浜松市中区鍛冶町１５ サザンシティ浜松西館
磐田市高見丘１２００番地 ららぽーと磐田２階
磐田市今之浦３－１－１１ アピタ磐田２階
浜松市東区天王町1982-1 0
島田市宝来町８－２ アピタ島田２階
御前崎市池新田５８３２－１ イオンタウン浜岡
浜松市南区東若林町１１－１ ＭＥＧＡドン・キホーテ浜松可美２階
静岡市駿河区中吉田１５－８ プラザアピア静岡
浜松市浜北区平口２８６１ サンストリート浜北Ｍ－２０７
浜松市西区坪井町４１８３ ポート２４浜松
磐田市西貝塚横須賀道北3690イオンタウン磐田内 0
掛川市西大渕3359 ロックタウン
浜松市中区葵西2-27-10 イオンタウン浜松葵
浜松市東区天王町１９８１－３ イオンモール浜松市野２Ｆ
静岡市駿河区曲金３－１－５ イトーヨーカドー静岡カパロ

アプモン神カードゲットキャンペーン開催店舗リスト
店舗名
ファミリーランド袋井
アピタ浜北
ピアゴ榛原
アピタ初生
アピタ磐田
ピアゴ浜松泉町
アピタ富士吉原
ピアゴ大覚寺
ビバーチ大府店
プラザカプコン稲沢店
アミューズファクトリー
プラサカプコン豊田店
サムソン半田店
ジョイスクエア緑店
MsPARK豊田店
タイトーステーション弥富
タイトーステーション豊橋店
ファミリーランドドリーム
ナムコランドヒーローズキャンプ名古屋店
namcoイオンモール大高店
ハローズガーデン安城南店
ファンタジーウエストタウン
ファミリーアミューズメント新城店
アーバンスクエア大須店
ASH美濃加茂
ジャムジャムガーデン津島店
ASCH津島店
ファンタジックランド清洲店
楽市楽座扶桑店
楽市街道名古屋店
ポート24幸田店
ポート24御津
ドリームプラネット
バッティングセンター甲子園
La Fiesta豊橋
ファンタジックランド高浜店
シャオ店内ムー大陸
にこぱウイングタウン岡崎東店
NICOPA岡崎店
カラフルパーク有松店
にこぱなるぱーく
イオン千種店ゲームコーナー
ファンタジープラザ名古屋店
アピタ岡崎北
アピタ東海荒尾
アピタ豊田元町
アピタ知立
アピタ刈谷
アピタ西尾
アピタ鳴海
アピタ岩倉
アピタ小牧
アピタ名古屋南
アピタ蒲郡
アピタ大府
アピタ名古屋北
アピタ稲沢東
アピタ大口
ピアゴ碧南東
ピアゴ吉良
アピタ瀬戸
ピアゴ尾西
アピタ名古屋空港
アピタ一宮
ピアゴ平針
ピアゴ太田川
アピタ港
ピアゴ伝法寺
ピアゴ勝幡
アピタ東海通
ピアゴ印場
アピタ緑
ピアゴ武豊
ビックカメラ名古屋駅西店
マルチメディア名古屋松坂屋
にこにこBEAR久居店
アミパラ鈴鹿店
タイトーステーションイオン明和店
ナムコランドイオンモール鈴鹿店
キラキラAsoboxイオン津河芸店
アピナ鈴鹿店
YAZワールド四日市店
ＮＩＣＯＰＡ伊勢店
ドナリアコットサンズ店
ＮＩＣＯＰＡ四日市北
にこぱイオン津店

都道府県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
三重県
三重県
三重県
三重県
三重県
三重県
三重県
三重県
三重県
三重県
三重県

住所
袋井市 新池字原川田 1158-1 ピアゴ袋井店2F 0
浜松市浜北区貴布祢１２００
牧之原市細江濱田１３７１－１
浜松市初生町６２６－１
磐田市今之浦3-1-11
浜松市泉１－６－１
富士市国久保２－１－１０
焼津市大覚寺字中ノ島７０９
大府市柊山町１丁目９８ リソラ大府２Ｆ
稲沢市長野７丁目１－２ リーフウォーク稲沢２階
常滑市りんくう町２丁目２０番３ イオンモール常滑２階
豊田市東山町１－５－１ グリーンシティ３階ゲームコーナー
半田市乙川吉野町９ パワードーム半田Ｂ１階
名古屋市緑区徳重２丁目２０１ アピタ緑２階
豊田市寿町３－１０ 0
弥富市五明１３７１－４ タイトーステーション弥富
豊橋市藤沢町１４１－４ ホリディスクエア内アミューズメントビル１Ｆ
田原市田原町南新地７６－１ ショッピングタウンパオ１階ト３階
西春日井郡豊山町豊場字林先１番地８ エアポートウォーク名古屋３Ｆ
名古屋市緑区大高町字奥平子１番１ イオン大高４階
安城市桜井町貝戸尻６０番地 アピタ安城南２階
西尾市高畠町３－２３－９ ヴェルサウォーク西尾３Ｆ
新城市宮ノ後６８ ピアゴ新城２Ｆ
名古屋市中区大須３丁目３０番地３１号 萬松寺駐車場ビル
美濃加茂市? 山手町?2-56-1 METRO SQUARE 2F
津島市津島北新開３５１ ヨシヅヤ津島本店３階
津島市新開351 ヨシヅヤ津島本店2F
清須市西市場５－５－３ ヨシヅヤ清洲３階
丹羽郡扶桑町南山名高塚５番地 イオンモール扶桑２階
北名古屋市中之郷字神明４５－１ 楽市街道名古屋
額田郡幸田町高力字沖原１５ カメリアガーデン幸田
豊川市御津町下佐脇仲荒 19-3 0
名古屋市千種区 今池5-10-1 ドンキホーテ今池店3F
津島市寺野町字五反田43 0
豊橋市広小路1-6-2フェイス豊橋ビルB1F 0
高浜市神明町８－２０－１ Ｔぽーと２階
西尾市下町御城下２３－１ おしろタウンシャオ
岡崎市羽根町小豆坂３ ウイングタウン岡崎
岡崎市上和田町南天白５－１ エルエルタウン岡崎２階
名古屋市緑区鳴海町有松裏２００ イオンタウン有松
名古屋市緑区浦里３－２３２ なるぱーく
名古屋市千種区千種２－１６－１３ イオンタウン千種２Ｆ
名古屋市北区玄馬町２３４－１ ドン・キホーテ名古屋本店２Ｆ
岡崎市日名北町４－４６
東海市荒尾町山王前２０
豊田市土橋町２－６５
知立市長篠町大山１８－１
刈谷市南桜町２－５６－１
西尾市高畠町三丁目２３－９
名古屋市緑区鳴海町伝治山３－９
岩倉市旭町1-25
小牧市堀の内３－１５
名古屋市南区豊田４－９－４７
蒲郡市港町１７－１０
大府市明成町４－１３３
名古屋市北区辻町９－１
稲沢市下津穂所１－１－１
丹羽郡大口町丸２－３６
碧南市東浦町６－１７
西尾市吉良町吉田天笠桂１６－３
瀬戸市幸町３３番地
一宮市小信中島東５９
西春日井郡豊山町大字豊場字林先１番８
一宮市両郷町１丁目６番地
名古屋市天白区平針２－１２０１
東海市大田町下浜田１０２番１
名古屋市港区当知２－１５０１
一宮市丹陽町伝法寺中東畑１９４３
愛西市勝幡町弁才天２２８３－６０
名古屋市港区港明１－１０－２８
尾張旭市庄中町１－５－１
名古屋市緑区徳重２－２０１
知多郡武豊町字西田崎１９－１
名古屋市中村区椿町６－９
名古屋市中区栄3-16-1
津市久居明神町神町神早２６６０ イオン新久居１階
鈴鹿市西条町東澤４３０－１ アミパラ鈴鹿
多気郡明和町中村１２２３ イオンモール明和２Ｆ
鈴鹿市庄野羽山四丁目1番2号 イオンモール鈴鹿2F
津市河芸町中別保丸垣内100番地 イオンタウン津河芸内
鈴鹿市庄野羽山４－２０－１ イオンタウン鈴鹿２Ｆ
四日市市泊小柳町4-34 YAZワールド四日市
伊勢市楠部町乙１６０ イオン伊勢２階
鈴鹿市白子駅前９－２０ イオン白子３階
四日市市富州原町２－４０ イオン四日市北２階
津市桜橋３－４４６ イオン津２階

アプモン神カードゲットキャンペーン開催店舗リスト
店舗名
アピタ名張
アピタ伊賀上野
アピタ松阪三雲
アピタ桑名
ピアゴ嬉野
スキップパーク
ゲームランド草津店
宝島八日市店
タイトーFステーション 近江八幡店
エースレーン守山
namcoビバシティ彦根
ナムコランドアルプラザ水口店
キラキラAsobox今津店
メルヘンランド守山店
ザ・サードプラネットBiVi京都二条店
ナムコランドらぽーる
ナムコランドミップル店
ナムコランドイオンモールＫＹＯＴＯ店
レインボーランド八幡店
レインボーランド長岡店
レインボーランド伏見店
キッズサーカス木津川
ファインワールド亀岡
マルチメディア京都
チャイルズ 貝塚店
天王寺パスカ店
アミュージアム岸和田店
レインボー金岡キッズ・パーク
ソユーゲームフィールド堺鉄砲町店
エンターテイメントフィールド ららぽーとEXPOCITY店
タイトーFステーション住道店
タイトーステーション難波
タイトーステーション大阪日本橋店
タイトーステーションアリオ八尾店
ナムコランド箕面
ナムコランド鳳
namco大阪日本橋店
namcoイオンモール鶴見緑地店
ｎａｍｃｏ マグスミノエ店
namco梅田
ナムコランドイオン大日店
泉大津フタバボウル
ハローズガーデン泉佐野店
ハローズガーデン鳳店
レインボーランド若江岩田店
レインボーランド和泉中央店
レインボーランド泉北店
レインボーランド千里丘店
ぷれいらんど３７３岸和田店
ラウンドワンスタジアム高槻店
ラウンドワンららぽーと和泉店
ラウンドワンスタジアム堺中央環状店
ラウンドワン守口店
ラウンドワン千日前店
楽市楽座イオンモール四條畷店
YAZ寝屋川店
ふぇすたらんど東大阪店
にこぱ原山台店
ビックカメラ あべのキューズモール店
マルチメディア梅田
ゲームアイビス太子店
トップラン
アミパラ加古川店
遊スペーススプラ（メガコート）
メガパレス遊スペースアローズ
ザ・モール姫路店キッズ・パーク
タイトーFステーション三宮
タイトーFステーションイオン加古川店
タイトーＦステーション神戸店
タイトーステーション尼崎つかしん店
namco豊岡店
namcoイオンモール姫路リバーシティー
イオン赤穂店ファミリーランド
ハローズガーデン姫路店
レインボーランド西神戸店
レインボーランド神戸玉津店
レインボーランド昆陽店
きゃらんどスーパーシティ明石店
楽市楽座イオンモール神戸北店
ふぇすたらんど広畑店
ふぇすたらんど土山店
アピタ西大和店ゲームコーナー
ハローズガーデン大和郡山店
レインボーランド広陵店
アミューズメントパーク奈良登美ヶ丘店
楽市楽座イオンモール大和郡山店

都道府県
三重県
三重県
三重県
三重県
三重県
滋賀県
滋賀県
滋賀県
滋賀県
滋賀県
滋賀県
滋賀県
滋賀県
滋賀県
京都府
京都府
京都府
京都府
京都府
京都府
京都府
京都府
京都府
京都府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
奈良県
奈良県
奈良県
奈良県
奈良県

住所
名張市下比奈知字黒田３１００－１
伊賀市服部町尾崎１７８８
松阪市市場庄町１２６６－１
桑名市中央町３－２１
松阪市嬉野中川新町４－２０５
大津市本堅田５－２０－１０ アルプラザ堅田３Ｆ
草津市新浜町３００番地 イオン草津３階
東近江市八日市浜野町３－１ ショッピングプラザアピア４階
近江八幡市鷹飼町南３－７ イオン近江八幡
守山市播磨田町２３１－４ ＡＣＴ守山３番館２Ｆ
彦根市竹ヶ鼻町４３－１ ビバシティ彦根２Ｆ
甲賀市水口町名坂４１９－１ アル・プラザ水口新館２Ｆ
高島市今津町今津1688 平和堂今津店2F
守山市梅田町５－６ 平和堂守山店３階ゲームコーナー
京都市中京区西ノ京栂尾町107番地 ザ・サードプラネットBiVi京都二条
舞鶴市南浜町２７－５ らぽーる３Ｆ
宮津市字浜町３０１２ 宮津シーサイドマートＭｉｐｐｌｅ５階
京都市南区西九条鳥居口町1 イオンモールKYOTO Sakura館 4F
八幡市八幡一ノ坪２３－１ イズミヤ八幡
長岡京市開田４丁目７番１号 イズミヤ長岡２階
京都市伏見区深草出羽屋敷町２３番地 イズミヤ伏見３階
木津川市州見台１丁目１－１ ガーデンモール木津川
亀岡市古世町西内坪１０１ イオン亀岡３階
京都市下京区京都駅前京都
貝塚市小瀬９１－１ ユニチカオークタウン貝塚
大阪市阿倍野区阿倍野筋２－４－５１ 天王寺パスカ
岸和田市下松町１－３－１ ウィンディ岸和田内
堺市北区蔵前町1524-1 レインボー金岡
堺市堺区鉄砲町1番地 イオンモール堺鉄砲町3階
吹田市千里万博公園２－１ ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ３Ｆ
大東市赤井１－４－３ ポップタウン住道３Ｆ
大阪市中央区難波千日前１５－１２ タイトーステーション難波
大阪市浪速区日本橋４－９－１４ タイトーステーション大阪日本橋
八尾市光町２丁目３番 アリオ八尾３Ｆ
箕面市西宿1-17-22 みのおキューズモールEAST1-3F
堺市西区鳳南町３－１９９－１２ アリオ鳳３Ｆ ３２８０
大阪市浪速区難波中2-1-17 コスモビル
大阪市鶴見区鶴見４－１７－１－４２１ イオンモール鶴見４Ｆ
大阪市住之江区泉１丁目１番８２号 マグスミノエ１Ｆ
大阪市北区小松原町３番３号 ＯＳビル２Ｆナムコシティ内
守口市大日東町1番18号 イオン大日4階
泉大津市松之浜町１丁目２番５３号 泉大津フタバボウル
泉佐野市下瓦屋２－２－７７ ショッパーズモール泉佐野３階
堺市西区鳳南町３－１９９－１２ アリオ鳳３Ｆ
東大阪市瓜生堂１丁目１０番５２号 イズミヤ若江岩田４階
和泉市いぶき野５丁目１番１１号 エコール和泉３階
堺市中区小阪２７０ イズミヤ泉北２階
吹田市山田南１番１号 イズミヤ千里丘２階レインボーランド千里丘店
岸和田市春木若松町２１－１ ラパーク岸和田２階
高槻市辻子３丁目６番４号 ラウンドワンスタジアム高槻
和泉市あゆみ野４－４－７ ４階 ららぽーと和泉
堺市東区石原町２町２４１番 ラウンドワンスタジアム堺中央環状
守口市佐太東町２－６－１４ ジャガーグリーン２階
大阪市中央区難波１丁目３番１号 ラウンドワン千日前
四條畷市砂４－３－２ イオン四條畷３階
寝屋川市石津中町25-30 YAZ寝屋川
東大阪市西岩田３－２－３ 山陽マルナカ東大阪２Ｆ
堺市南区原山台５－９－８ クロスモール
阿倍野区阿倍野筋1-6-1
大阪市北区大深町１－１
揖保郡太子町太田２１４８－１ ゲームアイビス太子
神戸市西区 岩岡町古郷1474-1
加古川市尾上町今福７１－２ アミパラ加古川
加古川市尾上町安田３５１－１ メガコート加古川
神戸市西区丸塚２－９－１８ メガパレス２階
姫路市神子岡前３－１２－１７ 西友ザ・モール姫路
神戸市中央区三宮町２－１１－１ 神戸センタープラザ３Ｆ
加古川市平岡町新在家615-1 イオン加古川店3階
神戸市中央区脇浜海岸通２－２－２ ブルメールＨＡＴ神戸２階
尼崎市塚口本町４丁目８番地１号 つかしん３階
豊岡市中陰字大工617 3F namco豊岡店
姫路市飾磨区細江５２０番地姫路 イオンモール姫路リバーシティ２階
赤穂市中広字別所５５－３ イオン赤穂２Ｆファミリーランド内
姫路市増位本町２－１２－１０ イオン姫路２階
神戸市西区竜が岡１－２１－１ イズミヤ西神戸２階プレイガーデンパティオ
神戸市西区森友３丁目７－３ イズミヤ神戸玉津２階
伊丹市池尻１－１ イズミヤ昆陽
明石市二見町西二見駅前１－１８ イトーヨーカドー明石３Ｆ
神戸市北区上津台８－１－１ イオン神戸北３階
姫路市広畑区吾妻町３－２９－２ マルナカ広畑２階ゲ－ムコ－ナ－
明石市魚住町清水字舞々２２０８－１ イオン土山
北葛城郡上牧町大字上牧３０００－１ アピタ西大和
大和郡山市田中町宮西５１７番地 アピタ大和郡山２階
北葛城郡広陵町大字安部４５０番地１ イズミヤ広陵
生駒市鹿畑町３０２７ イオン奈良登美ヶ丘ＳＣ専門店街３階
大和郡山市下三橋町７４１ イオンモール郡山３階

アプモン神カードゲットキャンペーン開催店舗リスト
店舗名
アピタ大和郡山
タイトーFステーション和歌山
プリッズ田辺店
パームシティ和歌山ナムコランド
レインボーランド紀伊川辺
ユーズランド和歌山店
ドナリアコット岩出店
アミパラ鳥取店
ビバーチ松江
ゆめサーカス出雲店
ピノッキースパティオ浜田店
アミパラ岡山店
トーマスステーション倉敷店
こころっこ児島
こころっこ玉野
こころっこポルカ高梁
ピノッキーランド井原店
パルドスパティオ店
ユーズランド倉敷店
ゆめランド邑久店
ふぇすたらんど倉敷マスカット店
ふぇすたらんど平島店
ふぇすたらんど高屋店
ふぇすたらんど築港店
ふぇすたらんど中島店
ビックカメラ岡山駅前店
あみぱらんど福山店
タイトーステーション広島本通店
タイトーステーションゆめタウンみゆき
フジグラン尾道子供の国
namcoフジグランナタリー店
namcoフジグラン広島店
ナムコランド広島アルパーク
ナムコランド東広島店
namcoイオンモール広島府中店
ゆめＫＩＤＳゆめタウン広島店
アルティーアルパーク北棟店アルティランド
こころっこアルパーク広島
ピノッキースパティオ大竹店
ピノッキースパティオ吉田店
楽市楽座広島店
ふぇすたらんど五日市店
ふぇすたらんど可部店
ふぇすたらんど府中店
ビックカメラ広島駅前店
アミパラ周南久米店
アミュージアム周南店
ゆめシティゆめパーク
VIVACE周南
カプコンゆめパーク徳山店
ザ・サードプラネット山口店
SOYUFamilyGameField防府店
タイトーステーションメルクス店
ナムコランドおのだサンパーク店
namcoゆめタウン小野田店
namcoフジグラン宇部店
ピノッキースパティオ防府店
ピノッキーランドゆめタウン南岩国店
ふぇすたらんど下松店
タイトーステーションフジグラン北島店
namcoゆめタウン徳島店
ナムコランド鳴門店
namcoフジグラン石井店
アミューズメントパフェパレパレ田宮
ふぇすたらんど脇町店
アミパラ丸亀店
ゆめタウン丸亀ＢＩＧＷＡＶＥ店
ゆめタウン三豊店ＢＩＧＷＡＶＥ
まるゲ瓦町店
タイトーステーション丸亀店
ゆめタウン高松店ゆめランド
ふぇすたらんど三木店
アミパラ松山店
タイトーFステーション今治店
プラサカプコン新居浜店
ソユーフォレストハンター松前店
タイトーステーション衣山店
namcoフジグラン重信店
namcoフジ姫原店
ナムコランド今治店
ワンダーパーク西条店
プリッズ宇和島店
namcoフジグラン北浜店
アクトピア大洲店ナムコランド
楽市楽座イオンモール今治店
バンバン衣山店

都道府県
奈良県
和歌山県
和歌山県
和歌山県
和歌山県
和歌山県
和歌山県
鳥取県
島根県
島根県
島根県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
山口県
山口県
山口県
山口県
山口県
山口県
山口県
山口県
山口県
山口県
山口県
山口県
山口県
山口県
徳島県
徳島県
徳島県
徳島県
徳島県
徳島県
香川県
香川県
香川県
香川県
香川県
香川県
香川県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県

住所
大和郡山市田中町宮西５１７
和歌山市小雑賀８０５番１ オークワスーパーセンターセントラルシティ和歌山
田辺市稲成町３１６５ オークワパビリオンシティ田辺Ｃ館２Ｆ
和歌山市中野３１－１ オークワパ－ムシティ和歌山２Ｆ
和歌山市川辺220番 イズミヤ紀伊川辺店内
和歌山市中字楠谷５７３番地 イオン和歌山
岩出市中迫塚本１４７ ミレニアシティ岩出２Ｆ
鳥取市晩稲１００－１ イオン鳥取北２階
松江市東朝日町２０３－１ ビバーチ松江
出雲市大塚町６５０－１ ゆめタウン出雲東館３階
浜田市港町２２７－１ ゆめタウン浜田３階
岡山市北区青江１－１３－８ アミパラ岡山
倉敷市寿町１２－２ アリオ倉敷２階
倉敷市児島駅前2-35 天満屋ハピータウン児島3階
玉野市宇野1-38-1 天満屋ハピータウン玉野3階
高梁市中原町１０８４番地１ ポルカ天満屋ハピータウン高梁２階
井原市下出部町２－１１－２ ゆめタウン井原
倉敷市笹沖１２７４－１ ゆめタウン倉敷３階
倉敷市水江１番地 イオンモール倉敷２階
瀬戸内市邑久町尾張268 ゆめタウン邑久2階
倉敷市松島羽伏１１６３－２ マルナカ倉敷マスカット３階
岡山市東区東平島１６０９ マルナカ平島１階
岡山市中区高屋３６－１ 山陽マルナカ高屋
岡山市南区築港元町１４－１ 山陽マルナカ築港
倉敷市中島２７８０－１ マルナカ中島
岡山市北区駅前町１－１－１
福山市三吉町南２－８－２４ あみぱらんど福山
広島市中区本通３－５ タイトーステーション広島本通
広島市南区宇品西６－７－１４ ゆめタウンみゆき２階
尾道市東尾道１９－７ フジグラン尾道
廿日市市阿品３－１－１ フジグランナタリー２Ｆ
広島市中区宝町２－１ フジグラン広島３Ｆ
広島市西区草津新町2-26-1 アルパーク4F
東広島市西条町御薗宇4405 フジグラン東広島2F
安芸郡府中町大須2-1-1 イオンモール広島府中
広島市南区皆実町２丁目８番１７号 ゆめタウン広島
広島市西区草津南４－７－１ アルティーアルパーク北棟２階
西区井口明神1丁目16番1号 アルパーク天満屋4階
大竹市晴海１－５－１ ピノッキースパティオ大竹
安芸高田市吉田町吉田５９４－１ ゆめタウン吉田２Ｆ
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
広島市佐伯区八幡１－２４－１７ サンリブ五日市２階
広島市安佐北区可部７－４－１３ 山陽マルナカ可部２階
安芸郡府中町大須４－２－１０ サンリブ府中３階ゲームコーナー
広島市南区松原町5-1
周南市久米2834 0
下松市中央町２１－３ 西友ザ・モール周南３階
下関市伊倉新町３丁目１－１ ゆめシティ
周南市古市１－４－１ イオンタウン周南
周南市青山町1-18 ゆめタウン徳山2階
山口市湯田温泉６－８－３ ザ・サードプラネット山口
防府市鐘紡町７－１ イオン防府１階
山口市大字黒川８２－１ ハイパーモールメルクス山口
山陽小野田市中川6-4-1 おのだサンパーク2F
山陽小野田市中川６－４－１ おのだサンパークユメタウン小
宇部市明神町三丁目１番１号 フジグラン宇部２Ｆ
防府市八王子２－６－８ ゆめタウン防府
岩国市南岩国町１－２０－３０ ゆめタウン南岩国
下松市南花岡６－８－１ サンリブ下松２階
板野郡北島町鯛浜字西ノ須８１－１ フジグラン北島
板野郡藍住町奥野字東中須８８－１ ゆめタウン徳島２階
鳴門市撫養町大桑島字すべり岩浜４－９ パワーシティ鳴門別棟
名西郡石井町高川原天神５４４－１ フジグラン石井２Ｆ
徳島市南田宮２－２－４６ アミューズメントパフェパレパレ田宮
美馬市脇町拝原１７１１番地１ マルナカ脇町２階ゲームコーナー
丸亀市飯野町西分川緑甲５８４－１ ハローズ棟内
丸亀市新田町１５０ ゆめタウン丸亀３階
三豊市豊中町本山甲２２番地 ゆめタウン三豊２階
高松市常盤町１丁目３番地１号 コトデン瓦町ビル６階
丸亀市川西町南１２８０番地１ フジグラン丸亀２Ｆ
高松市三条町字中所６０８－１ ゆめタウン高松
木田郡三木町氷上482-2 マルナカ三木店内
松山市生石町６５５－１ アミパラ松山
今治市東村１－７４５－１ 今治ワールドプラザ
新居浜市前田町８－８ イオン新居浜２階
伊予郡松前町筒井８５０ エミフルＭＡＳＡＫＩ１階
松山市衣山１丁目１８８ パルティフジ衣山
東温市野田3-1-13 フジグラン重信店2階
松山市姫原2丁目4番28号 パルティフジ姫原別棟
今治市東門町 5丁目13番1号 フジグラン今治2階
西条市玉津５６４番１ フジ西条玉津２Ｆ
宇和島市伊吹町字タカヒ甲９１２ フジグラン北宇和島別棟
八幡浜市北浜１－４－３３ フジグラン北浜２Ｆ
大洲市中村字宮之前246-1 アクトピア大洲店4F
今治市にぎわい広場1-1 イオンモール今治新都市店2階
松山市衣山町１－２４８－１ バンバン衣山

アプモン神カードゲットキャンペーン開催店舗リスト
店舗名
ビッグバンアミぷり
ふぇすたらんど川之江店
アミュージアム高知店
プラサカプコン高知店
ウェアハウス四万十店
チッキッズ イオン高知旭町店
ナムコランド葛島店
サニーアクシス南国店アクシスキッズ
namcoフジグラン四万十店
ゆめタウン行橋店ＢＩＧＷＡＶＥ
プラサカプコン直方店
スマイルステーション戸畑店
スマイルステーション岡垣店
タイトーFステーション大牟田店
タイトーサニーサイドモール小倉店
タイトーステーション博多パピヨンプラザ店
タイトーステーションキャナルシティ博多店
遊遊パーク フォレオ博多
ゆめタウン八女店ゆめキッズ
プラボ久留米店
namco博多バスターミナル店
namcoゆめタウン筑紫野店
namcoゆめタウン博多
Ｇ－ｓｔａｇｅ飯塚店
ラウンドワンスタジアム博多半道橋店
楽市楽座イオン穂波店
スペースタイム２５甘木店
楽市楽座イオンモール大牟田店
楽市楽座２１０久留米店２Ｆ
楽市街道くるめ店
楽市楽座イオンモール福津店
スペースタイム２５宗像店
楽市楽座イオンモール八幡東店
楽市楽座砂津店
楽市楽座２１０トリアス店
楽市楽座イオンモール福岡ルクル店
楽市楽座イオンモール筑紫野店
楽市楽座イオンモール福岡伊都店
楽市街道箱崎店２Ｆ
スペースタイム２５春日店
楽市楽座イオン小郡店
ふぇすたらんど田川店
ふぇすたらんど久留米店
ふぇすたらんど三ヶ森店
ふぇすたらんど苅田店
ふぇすたらんど古賀店
マルチメディア博多
アミパラ佐賀
フエゴワールド佐賀店
ゆめタウン武雄ゆめキッズ
namcoゆめタウン佐賀店
Anibox佐賀店
楽市楽座鳥栖店
ソニックワールド大村店
ソニックワールド諫早店
にこにこらんど島原店
namcoゆめタウン夢彩都店
楽市楽座諫早店
ジーパラ八代
タイトーステーションゆめタウン八代店
タイトーステーションゆめタウン光の森店
namcoイオンモール宇城店
ワンダーシティ南熊本店
大津ショッピングプラザアーク店ナムコランド
namcoゆめタウン光の森店
スペースタイム２５錦店
楽市楽座小川店
楽市楽座イオンモール熊本クレア店
ＦＥＳＴＡ山鹿店
FESTA人吉店
ゆめタウン別府店ＢＩＧＷＡＶＥ
プラサカプコン大分店
スマイルステーション高城店
G-pala日田
タイトーステーションアミュプラザおおいた
にこにこらんど杵築店
にこにこらんど臼杵店
ゆめタウン中津店ゆめキッズ
メルクス宇佐ナムコランド店
トキハ別府店ゲームコーナー
アムス大在ナムコランド
namcoトキハわさだタウン店
namco トキハ本店
namco明野店
トキハインダストリー佐伯店ナムコランド
ＦＥＳＴＡフリーモールわさだ店

都道府県
愛媛県
愛媛県
高知県
高知県
高知県
高知県
高知県
高知県
高知県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
佐賀県
佐賀県
佐賀県
佐賀県
佐賀県
佐賀県
長崎県
長崎県
長崎県
長崎県
長崎県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
大分県
大分県
大分県
大分県
大分県
大分県
大分県
大分県
大分県
大分県
大分県
大分県
大分県
大分県
大分県
大分県

住所
松山市大街道１－４－１７ ＭＧ大街道
四国中央市妻鳥町上樋ノ上１７９５－１ イオン川之江２Ｆ
高知市介良字長丁乙３１７－１ 0
高知市秦南町１丁目４－８ イオンモール高知２階
四万十市右山五月町8-13 0
高知市旭町３－９４ イオン高知旭町２Ｆ
高知市小倉町3-30 フジグラン葛島2階
南国市大そね乙１００９ サニーアクシス南国
四万十市具同字東五反田２２２２番地 フジグラン四万十
行橋市西宮市３－８－１ ゆめタウン行橋
直方市湯野原２－１－１ イオン直方２階
北九州市戸畑区汐井町２－２ イオン戸畑３Ｆ
福岡県遠賀郡岡垣町大字黒山338-1
大牟田市旭町２丁目２８－１ ゆめタウン大牟田２Ｆ
北九州市小倉南区下曽根新町10-1 0
福岡市博多区千代１－２－１７ パピヨンプラザ
福岡市博多区住吉１－２－２２ キャナルシティ博多・ＯＰＡ
福岡市博多区東那珂１－１４－４６ フォレオ博多２Ｆ
八女市大字蒲原９８８－２８ ゆめタウン八女
久留米市新合川１丁目２番１号 ゆめタウン久留米２階
福岡市博多区博多駅中央街２－１ 博多バスターミナル７階
筑紫野市針摺東3-3-1 ゆめタウン筑紫野
福岡市東区東浜１－１－１ ゆめタウン博多
飯塚市枝国６８０－２ Ｇ－ｓｔａｇｅ飯塚
福岡市博多区半道橋２丁目２番８号 ラウンドワンスタジアム博多半道橋
飯塚市枝国長浦６６６－４８ イオン穂波２階
朝倉市甘木岩入３８０番地 イオン甘木２階内
大牟田市岬町３－４ イオンモール大牟田２階
久留米市東合川２－２－１ 楽市街道くるめ
久留米市新合川２－７－１０ 楽市街道くるめ１階
福津市７９３ イオンモール福津３階
宗像市くりえいと１丁目５番１号 サンリブ宗像２階
北九州市八幡東区東田３－２－１０２ イオン八幡東ショッピングセンター３階
北九州市小倉北区砂津３丁目１－１ チャチャタウン小倉Ｂ棟３階
糟屋郡久山町山田９９０ 楽市楽座２１０トリアス
糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２－１ イオンモール福岡ルクル２階
筑紫野市立明寺４３４－１－３３７ イオンモール筑紫野
福岡市西区徳永１１３－１ イオン福岡伊都２階
福岡市東区箱崎５丁目１番８号 楽市街道箱崎
春日市春日５－１７ 西友ザ・モール春日２階
小郡市大保弓場１１０ イオン小郡
田川市川宮１６９３－１ サンリブ田川２階
久留米市野中町１４１１ サンリブ久留米２Ｆゲームコーナー
北九州市八幡西区三ケ森３－９－１ サンリブ三ヶ森１階
京都郡苅田町殿川町１－７ サンリブエル苅田１階
古賀市天神２－５－１ サンリブ古賀２階
福岡市博多区博多駅中央街６－１２
佐賀市巨勢町大字牛島７３０ モラージュ佐賀南館１Ｆ
佐賀市巨勢町牛島７３０ モラージュ佐賀２Ｆ
武雄市武雄町武雄４９９２ ゆめタウン武雄２Ｆユメキッズ
佐賀市兵庫町兵庫北土地区画整理地内２２街区 ゆめタウン佐賀２Ｆ
佐賀市巨勢町大字牛島730 モラージュ佐賀 南館2F
鳥栖市本鳥栖町下鳥栖５３７－１ フレスポ鳥栖２階
大村市古賀島町３８３－１ ソニックワールド大村
諫早市永昌町１７－６２ ソニックワールド諫早
島原市弁天町１－７０８０－１ イオン島原店内ゲームコーナー
長崎市元船町１０－１夢彩都４Ｆ ゆめタウン夢彩都
諫早市長野町１０８６－１７ 楽市楽座諫早
八代市永碇町字塩屋割１０９９番地１ ジーパラ八代
八代市建馬町３－１ ゆめタウン八代２Ｆ
菊池郡菊陽町光の森７－３３－１ ゆめタウン光の森２Ｆ
宇城市小川町河江１番１号 イオンモール宇城
熊本市中央区九品寺6丁目9番1 ワンダーシティ南熊本
菊池郡大津町大字室１３７ 大津ショッピングプラザアーク
菊池郡菊陽町光の森７丁目３９番１ ゆめタウン光の森南館３Ｆ
球磨郡錦町西打越７１５－１ イオン錦
宇城市小川町河江１－１ イオンモール宇城
上益城郡嘉島町上島長池２２３２ イオンモール熊本２階
山鹿市方保田鳥越３４６８－１ ＦＥＳＴＡ山鹿
人吉市宝来町１３０７番地１ ＨＩＴＯＹＯＳＨＩ－ＲＥＸ
別府市楠町３８２－６ ゆめタウン別府
大分市公園通り西２－１ イオンパークプレイス大分２階
大分市高城西町２８－１ イオン高城２階
日田市大字友田字荻鶴９８６－１ Ｇ－ｐａｌａ日田
大分市要町１－１４ アミュプラザおおいた４階
杵築市杵築字北浜665-618 サンリブ杵築
臼杵市江無田２６６－５ サンリブ臼杵２Ｆ
中津市島田１３４－１ ゆめタウン中津３Ｆユメキッズ
宇佐市法鏡寺５００ ハイパーモールメルクス宇佐
別府市北浜2-9-1 トキハ別府店 4F
大分市大在浜２－１－１ トキハインダストリーアムス大在
大分市大字玉沢字楠本755-1 トキハわさだタウン2F
大分市府内町２－１－４ トキハ本店６階
大分市明野東1-1-1 あけのアクロスタウン4F
佐伯市池田２０６４ トキハインダストリー佐伯２Ｆ
大分市木上鉾手２１０２ ＦＥＳＴＡフリーモールわさだ

アプモン神カードゲットキャンペーン開催店舗リスト
店舗名
ＦＥＳＴＡコスモタウン佐伯店
ゲオ リトルパーク延岡
ナムコランド日向店
キラキラAsoboxイオン日向店
楽市楽座イオンモールミエル都城駅前店
楽市楽座イオンモール宮崎店
ファミリーランドポニー蓑原店
ファミリーランドポニー広原
ファミリーランドポニー小松台店
ファミリーランドポニー錦町店
ファミリーランドポニー小林店
ザ・サードプラネットフレスポ国分店
ザ・サードプラネットフレスポＪＰ鹿児島店
イオンプラザ大島店ゲームコーナー
ナムコランドプラッセ大和出水店
プラッセだいわ鹿屋店ナムコランド
マンガ倉庫鹿児島
楽市楽座イオンタウン姶良
ふぁみりーらんどゆうゆう種子島店
ファミリーランドポニー出水店
ファミリーランドポニー永利店
ファミリーランドポニー西志布志店
ファミリーランドポニー枕崎店
ファミリーランドポニー北指宿店
テクノパークミューズ指宿店
テクノパークミューズ
ファミリーランドポニー花棚店
ビックカメラ鹿児島中央駅店
ジョイジャングルカデナ
ゲームランドジョイジャングル美浜店
ジョイジャングル宮古南店
ナムコランド具志川
namco那覇メインプレイス店
ナムコランドイオンタウン読谷ショッピングセンター
楽市楽座イオンモール沖縄ライカム
アミューズメントパークミルキーランド潮崎店
アミューズメントパークミルキーランドつかざん店
※店舗リストは2017年8月28日時点の内容となります。
※イベントの内容は予告なく変更となる場合がございます。
※一部実施されていない店舗がございます。
※カードはなくなり次第、キャンペーン終了させて頂きます。

都道府県
大分県
宮崎県
宮崎県
宮崎県
宮崎県
宮崎県
宮崎県
宮崎県
宮崎県
宮崎県
宮崎県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県
沖縄県
沖縄県
沖縄県
沖縄県
沖縄県
沖縄県
沖縄県
沖縄県
沖縄県

住所
佐伯市脇津留コスモタウンＣ－４街区Ｂ－１ コスモタウン佐伯
延岡市出北3丁目19番17号 ゲオ延岡
日向市大字日知屋１４７９８－１ ハイパーモールメルクス日向店内
日向市大字日知屋字古田町61-1 イオンタウン日向D棟
都城市栄町４６７２－５－２１７ イオンモール都城駅前
宮崎市新別府町江口８６２－１ イオン宮崎２階区画№２３１
都城市蓑原町2363-1 タイヨー蓑原店内
北諸県郡三股町宮村2950-3 サンキュー広原店内
宮崎市小松台南町１３－１ タイヨー小松台２階ゲームコーナー
宮崎市錦町３８－１ タイヨーグラード錦町２Ｆゲームコーナー
小林市堤金鳥居３００５－１２ サンキュー小林店内ゲームコーナー
霧島市国分広瀬２－４－１ フレスポ国分
鹿児島市与次郎１－１１－１ フレスポジャングルパーク２階
奄美市名瀬小浜町２３－１ ダイエープラザ大島店
出水市本町４－４５ プラッセ大和出水２Ｆ
鹿屋市白崎町４－１ プラッセだいわ鹿屋
鹿児島県鹿児島市小松原1-6−7
姶良市東餅田336 イオンタウン姶良2階
西之表市西之表１０４４０－１ コスモタウンプラッセだいわ店内ゲームコーナー
出水市黄金町３１３－１ サンキュー出水店内ゲームコーナー
薩摩川内市永利町７１２番地 タイヨー永利店内ゲームコーナー
志布志市志布志町安楽１００－１ サンキュー西志布志店内ゲームコーナー
枕崎市東本町１番地 タイヨー枕崎２階ゲームコーナー
指宿市西方１４７４ サンキュー北指宿店内ゲームコーナー
指宿市十二町４０８８番地 ニシムタ指宿
鹿児島市卸本町５－３５ ニシムタＮｓｃｉｔｙ２階ゲームコーナー
鹿児島市吉野町３６１５－１ タイヨー花棚２階ゲームコーナー
鹿児島市中央町１－１
嘉手納町兼久372-2 ネーブルカデナ南館2階
中頭郡北谷町美浜１５－６８ ドラゴンパレス２階
宮古島市平良字久貝１0７２－１１ ジョイジャングル宮古南
うるま市字前原幸崎原３０３番地 イオン具志川ＳＣ２階
那覇市おもろまち４丁目４番地 サンエー那覇メインプレイス２Ｆ
中頭郡読谷村字古堅740番地 イオンタウン読谷ショッピングセンター
中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業区域内４街区 イオンモール沖縄ライカムライカム４階
糸満市潮崎町２－２ サンエーしおざきシティ
島尻郡南風原町津嘉山１４７１－２ サンエーつかざんシティ

