【西日本エリア 実施店舗】
店舗名

都道府県名

住所１

電話番号

滋賀県

三洋堂書店 近江八幡店

近江八幡市鷹飼町下茨ノ木９１０－２

0748-36-0934

滋賀県

三洋堂書店 八日市店

東近江市東中野町４－２３

0748-20-1334

滋賀県

三洋堂書店 高月店

長浜市高月町東物部三安１１２－１

0749-85-8134

滋賀県

三洋堂書店 新長浜店

長浜市小堀町４２４

0749-64-1834

滋賀県

三洋堂書店 豊さと店

犬上郡豊郷町沢２５０－１

0749-35-4234

滋賀県

サンミュージック 長浜店

長浜市大辰巳町字樋口３７

0749-63-8420

滋賀県

ハイパーブックス 彦根店

彦根市戸賀町１４５－２

0749-26-3580

滋賀県

ハイパーブックス 長浜店

長浜市八幡中山町６８１－３

0749-65-0001

滋賀県

ハイパーブックス かがやき通り店

草津市追分南３丁目２５－４

077-566-0077

滋賀県

サンミュージック 近江八幡店

近江八幡市白鳥町９７－１

0748-32-3011

滋賀県

HYPER BOOKS 八日市店

東近江市東沖野１－４－６

0748-20-4550

滋賀県

ハイパーブックス 駒井沢店

草津市駒井沢町８５

077-568-0033

滋賀県

ＨＹＰＥＲ ＢＯＯＫＳ 水口店

甲賀市水口町名坂８３８

0748-65-1220

滋賀県

サンミュージック 守山店

守山市梅田町２８－１

077-581-2777

滋賀県

ハイパーブックス 大津京

大津市松山町１２－８

077-511-4101

滋賀県

メディアステーションＷＯＷ南草津店

草津市野路町１０９８－１ ビーズガーデン１Ｆ

077-569-0377

京都府

ビデオインアメリカ 福知山店

福知山市前田新町１－１

0773-27-7476

京都府

ビデオインアメリカ 大徳寺店

京都市北区紫野上築山町４１番地

075-451-4888

京都府

ビデオインアメリカ 下鴨店

京都市左京区下鴨神殿町９番地

075-702-0881

京都府

ビデオインアメリカ 西七条店

京都市下京区西七条北東野町１８－１

075-326-3969

京都府

ビデオインアメリカ 白梅町店

京都市北区北野紅梅町４９

075-467-8811

京都府

ビデオインアメリカ 亀岡店

亀岡市余部町宝久保３１－１

0771-29-6566

奈良県

三洋堂書店 桜井店

桜井市上之庄３１５番地

0744-49-2334

奈良県

三洋堂書店 榛原店

宇陀市榛原区下井足１０７－２

0745-85-5334

奈良県

三洋堂書店 平群店

生駒郡平群町三里７２８－１

0745-46-3634

奈良県

三洋堂書店 大安寺店

奈良市南京終町２－２８５

0742-64-6434

奈良県

三洋堂書店 香芝店

香芝市別所１２３－１

0745-71-2234

奈良県

三洋堂書店 橿原神宮店

橿原市石川町３－２

0744-27-5734

大阪府

ビデオ合衆国 ＵＳＶ鶴見店

大阪市城東区今福東１－９－５ スギタ今福パーキング１Ｆ 06-6933-0270

大阪府

サンミュージック ハイパーブックス 茨木店

茨木市上郡２－１３－１４

072-640-0908

大阪府

Ｍ′Ｓクラブ 古川橋店

門真市幸福町５－１５ ペアビル古川橋 A棟１Ｆ

06-6906-8113

大阪府

ビデオインアメリカ 東住吉店

大阪市東住吉区今川１－７－８

06-6710-0505

大阪府

ビデオインアメリカ 八尾店

八尾市旭ケ丘５－５－４

072-928-1688

大阪府

ビデオインアメリカ 生野店

大阪市生野区巽南５－４－４４

06-6777-1200

兵庫県

リブロス 兵庫店

神戸市兵庫区駅南通り５－４－５５

078-578-2533

兵庫県

ビデオインアメリカ 宝塚店

宝塚市安倉南１－２０－３８

0797-85-9111

兵庫県

ビデオインアメリカ 尼崎店

尼崎市西難波町３－３０－１５

06-4869-5502

兵庫県

ＵＳＶ 西明石店

明石市藤江８５４－２

078-927-5010

兵庫県

ＵＳＶ 多聞店

神戸市垂水区本多聞２－２４－１５

078-785-2008

兵庫県

ＵＳＶ 小野店

小野市王子町８５３－１

0794-63-7048

店舗名

都道府県名

住所１

電話番号

兵庫県

ＵＳＶ 姫路南

姫路市飾磨区三宅１－１５１

0792-87-1958

兵庫県

ビデオ１ 播磨店

加古郡播磨町南大中３－１－３４

079-435-6588

鳥取県

アリオン 皆生店

米子市皆生４－６－２０

0859-31-1744

鳥取県

アリオン 米原店

米子市米原８－１５－２０

0859-39-0788

島根県

アリオン 斐川店

出雲市斐川町荘原１３６

0853-72-8990

島根県

アリオン 平田店

出雲市平田町１６２２－１

0853-63-3736

島根県

アリオン 浜山通り店

出雲市渡橋町７５７－１

0853-25-0853

島根県

アリオン 浜乃木店

松江市浜乃木２－７３５－３

0852-28-1848

島根県

アリオン 学園店

松江市学園２－２０－２３

0852-27-7955

島根県

アリオン 東出雲店

松江市東出雲町意宇南１－７－２

0852-53-0404

島根県

アリオン 塩冶店

出雲市上塩冶町２６４７

0853-24-7474

島根県

ブックセンタージャスト 高津店

益田市高津７－１７－１４

0856-24-1515

岡山県

フタバ図書 ＭＥＧＡ 岡山青江店

岡山市南区泉田２２－３

086-803-6012

広島県

レプトン 五日市ビデオ店

広島市佐伯区五日市中央２－８－１５ １F

082-921-5606

広島県

フタバ図書 ソフトピア本店

広島市西区観音本町２－８－２２

082-294-0182

広島県

フタバ図書 ソフトピア可部センター店

広島市安佐北区亀山５－５－１８

082-812-2812

広島県

フタバ図書ＧＩＧＡ 呉駅レクレ店

呉市宝町２－５０

0823-32-7840

広島県

フタバ図書 ソフトピア東広島店

東広島市西条中央３－４－３

0824-22-0600

広島県

フタバ図書 ソフトピア広店

呉市広中町１－９

0823-73-1128

広島県

フタバ図書 ＧＩＧＡ高陽店

広島市安佐北区落合２－２－１

082-841-2784

広島県

フタバ図書 ソフトピア府中店

安芸郡府中町大須４－２－１９

082-508-0577

広島県

フタバ図書 ソフトピア八本松店

東広島市八本松東３－１１－９

0824-20-1129

広島県

フタバ図書 ＭＥＧＡ 祇園中筋店

広島市安佐南区中筋４－１１－７

082-830-0602

広島県

フタバ図書 ソフトピア大竹店

大竹市油見３－１１－１０

0827-54-0301

広島県

フタバ図書 ソフトピア海田店

安芸郡海田町南大正町３－３３ レンタルコーナー

082-820-0623

広島県

フタバ図書 ソフトピアＧＩＧＡ

広島市南区松原町２－２２

082-568-4771

広島県

フタバ図書 ソフトピア三次店

三次市南畑敷町５０４

0824-64-8834

広島県

フタバ図書 アルティ福山本店

福山市明神町１－１４－２０

084-973-8781

広島県

フタバ図書ＧＩＧＡ 宇品店

広島市南区宇品西３－４－３２

082-250-3470

広島県

フタバ図書ＧＩＧＡ 上安店

広島市安佐南区上安２－２７－２

082-832-7584

広島県

ソフトピア 呉店

呉市中央２－５－１０

0823-24-0330

広島県

フタバ図書ＧＩＧＡ 五日市店

広島市佐伯区八幡１－２６－１０

082-926-3623

広島県

レンタルビデオ ポパイ 南観音店

広島市西区南観音５－１５－１４

082-293-0700

広島県

ポパイ 中山店

広島市東区中山東１－１－１５

082-289-0900

広島県

ポパイ 十日市店

広島市中区十日市町１－１－１０

082-233-7266

広島県

ＰＯＰＥＹＥ 祇園店

広島市安佐南区西原６－１８－１８

082-871-0600

山口県

フタバ図書 レンタル＆ゲームパーク岩国店

岩国市室の木町１－５－５

0827-30-0323

山口県

じゅげむ 遠石店

周南市東山町１２－５２

0834-32-2250

山口県

ターゲット電化センター

萩市土原２７１

0838-25-8503

山口県

ビデオ１ 厚南店

宇部市際波１４４９－５ ぼっくり屋 エンタメ館厚南店内

0836-45-2528

山口県

ビデオ１ 下松店

下松市清瀬町３－１７－２５ ぼっくりやエンタメ館 １Ｆ 0833-45-5750

山口県

ビデオ１ 新田店

防府市新田８７８－１

0835-21-8300

