『デビル メイ クライ 5』体験版 試遊台設置店舗
店舗名称
ヨドバシカメラ マルチメディア新潟駅前店
ヨドバシカメラ新潟店Ａ館
ビックカメラ新潟店
ゲオ燕吉田店
ゲオ塩沢店
ゲオ三条店
ゲオ寺尾店
ゲオ出来島店
ゲオ上越高田店
ゲオ新潟空港通り店
ゲオ新発田店
ゲオ長岡西津店
ジョーシン燕三条店

住所
〒 950-0901
新潟県新潟市中央区弁天1-2-6 ヨドバシ新潟ビル6Ｆ
〒 950-0086
新潟県新潟市中央区花園1-1-1
〒 950-0086
新潟県新潟市中央区花園1-1-21
〒 959-0263
新潟県燕市吉田3681番地1
〒 949-6408
新潟県南魚沼市塩沢760番地1
〒 955-0047
新潟県三条市東三条2丁目6番3号
〒 950-2045
新潟県新潟市西区五十嵐東1丁目7番1号
〒 950-0963
新潟県新潟市中央区南出来島1丁目3番6号
〒 943-0823
新潟県上越市高土町1丁目1番7号
〒 950-0034
新潟県新潟市東区浜谷町2丁目4番6号
〒 957-0065
新潟県新発田市舟入町3丁目8番32号
〒 940-2126
新潟県長岡市西津町3796番地1
〒 959-1232
新潟県燕市井土巻4-175

『デビル メイ クライ 5』体験版 試遊台設置店舗
店舗名称

富山県

住所
〒 930-0275
富山県中新川郡立山町利田633
〒 939-0341
富山県射水市三ヶ2602番地1
〒 930-0955
富山県富山市天正寺1041
〒 939-8208
富山県富山市布瀬町南1丁目5番地4

ジョーシン立山店
ゲオ小杉店
ゲオ天正寺店
ゲオ富山布瀬店

『デビル メイ クライ 5』体験版 試遊台設置店舗
店舗名称
ゲオ金沢鞍月店
ゲオ金沢久安店
ゲオ金沢御経塚店
ゲオ金沢東大通店
ゲオ小松符津店
ゲオ内灘店
１００満ボルト

金沢本店

〒 920-8204
石川県金沢市戸水2丁目85番地
〒 921-8164
石川県金沢市久安2丁目26番地1
〒 921-8801
石川県野-市市御経塚5丁目62番地
〒 920-0806
石川県金沢市神宮寺1丁目8番13号
〒 923-0302
石川県小松市符津町夕36番地1
〒 920-0277
石川県河北郡内灘町千鳥台4丁目1番
〒 921-8804
石川県野-市市野代2丁目11

店舗名称
ゲオ福井二の宮店
福井本店

石川県

住所

『デビル メイ クライ 5』体験版 試遊台設置店舗

１００満ボルト

新潟県

住所
〒 910-0015
福井県福井市二の宮3丁目39番15号
〒 910-0838
福井県福井市新保北1丁目601

福井県

『デビル メイ クライ 5』体験版 試遊台設置店舗
店舗名称

住所
〒 409-3864
山梨県中巨摩郡昭和町押越105番地
〒 406-0036
山梨県笛吹市石和町窪中島88番地1

ゲオ甲府昭和店
ゲオ石和店

『デビル メイ クライ 5』体験版 試遊台設置店舗
店舗名称
ゲオ稲里店
ゲオ岡谷店
ゲオ更埴店
ゲオ佐久インターウェーブ店
ゲオ上田しおだ野店
ゲオ上田国分店
ゲオ須坂店
ゲオ川中島店
ゲオ大豆島店
ゲオ中野バイパス店
ゲオ穂高店

〒 381-2217
長野県長野市稲里町中央4丁目5番12号
〒 394-0004
長野県岡谷市神明町3丁目1番3号 フォレストモール岡谷内
〒 387-0011
長野県千曲市大字杭瀬下51番地1
〒 385-0009
長野県佐久市小田井613番地1 佐久インターウェーブ内
〒 386-1103
長野県上田市大字神畑502番地1 グリーンパークしおだ野内
〒 386-0016
長野県上田市国分1丁目3番26号
〒 382-0099
長野県須坂市墨坂2丁目6番1号
〒 381-2221
長野県長野市川中島町御厨字寺沢980番地1
〒 381-0022
長野県長野市大字大豆島3番地1
〒 383-0015
長野県中野市大字吉田522番地 アップルハート内
〒 399-8303
長野県安曇野市穂高2450番地

店舗名称
ゲオ関緑ヶ丘店
ゲオ岐阜茜部店
ゲオ岐阜羽島店
ゲオ岐阜河渡店
ゲオ岐阜市橋店
ゲオ岐阜北島店
ゲオ高山昭和店
ゲオ蘇原店
ゲオ多治見光ヶ丘店
ゲオ大垣築捨店
大垣ベルプラザ店

ジョーシン各務原イオンモール店
エディオン

可児今渡店

岐阜県

住所
〒 501-3246
岐阜県関市緑ヶ丘2丁目7番52号
〒 500-8259
岐阜県岐阜市水主町1丁目160番
〒 501-6264
岐阜県羽島市小熊町島1丁目124番地
〒 501-0105
岐阜県岐阜市河渡3丁目37番地38
〒 500-8381
岐阜県岐阜市市橋2丁目9番1号
〒 502-0911
岐阜県岐阜市北島6丁目1番18号
〒 506-0053
岐阜県高山市昭和町1丁目123番地1
〒 504-0855
岐阜県各務原市蘇原新栄町1丁目4番地の1
〒 507-0052
岐阜県多治見市光ヶ丘3丁目52番地
〒 503-0854
岐阜県大垣市築捨町5丁目64番地1
〒 503-0026
岐阜県大垣市室村町3-74-5ベルプラザ大垣内
〒 504-0943
岐阜県各務原市那加萱場町3-8 イオン各務原ショッピングセンター1Ｆ
〒 509-0207
岐阜県可児市今渡840-2

『デビル メイ クライ 5』体験版 試遊台設置店舗
店舗名称
コジマ×ビックカメラ静岡店

長野県

住所

『デビル メイ クライ 5』体験版 試遊台設置店舗

エディオン

山梨県

住所
〒 422-8004
静岡県静岡市駿河区国吉田1-1-57

静岡県

コジマ×ビックカメラ富士店
ビックカメラ浜松店
イオン富士宮店
ゲオ掛川大池店
ゲオ藤枝水上店
ゲオ富士宮店
ゲオ富士店
エディオン

サントムーン柿田川店

エディオン

浜松半田店

エディオン

クロスガーデン富士中央店

〒 416-0931
静岡県富士市蓼原54番4
〒 430-0926
静岡県浜松市中区砂山町322-1
〒 418-0032
静岡県富士宮市浅間町1番8号
〒 436-0043
静岡県掛川市大池652番地
〒 426-0074
静岡県藤枝市水上210番95号
〒 418-0014
静岡県富士宮市富士見ヶ丘65番地
〒 417-0061
静岡県富士市伝法3024番地の1
〒 411-0907
静岡県駿東郡清水町伏見字泉頭58番地の1
〒 431-3124
静岡県浜松市東区半田町722-2
〒 417-0052
静岡県富士市中央町3-13-7 クロスガーデン富士中央2Ｆ

『デビル メイ クライ 5』体験版 試遊台設置店舗
店舗名称

愛知県

住所

〒 450-6610
ビックカメラ 名古屋ＪＲゲートタワー店
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 9・10Ｆ
〒 460-8430
ヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋店
愛知県名古屋市中区栄3-16-1
〒 453-0015
ビックカメラ 名古屋駅西店
愛知県名古屋市中村区椿町6-9
〒 470-0126
ビックカメラ ビックトイズ プライムツリー赤池店
愛知県日進市赤池町箕ノ手1番 プライムツリー赤池3Ｆ 区画番号3254700126
〒 456-0023
イオン熱田店
愛知県名古屋市熱田区六野1丁目2番11号
〒 491-0834
ゲオ一宮インター店
愛知県一宮市島崎1丁目7番7号
〒 491-0045
ゲオ一宮音羽店
愛知県一宮市音羽3丁目11番20号
〒 491-0023
ゲオ一宮名岐バイパス店
愛知県一宮市赤見4丁目13番4号
〒 463-0811
ゲオ守山吉根店
愛知県名古屋市守山区深沢1丁目2603番地 2F
〒 486-0817
ゲオ春日井インター店
愛知県春日井市東野町6丁目1番地13
〒 490-1115
ゲオ甚目寺店
愛知県 あま市坂牧坂塩139番地 ＢＯＯＫＳえみたす2Ｆ
〒 464-0859
ゲオ千種駅南店
愛知県名古屋市千種区新栄3丁目20番17号
〒 457-0841
ゲオ道徳店
愛知県名古屋市南区豊田5丁目12番45号
〒 462-0046
ゲオ名古屋黒川店
愛知県名古屋市北区城見通2丁目16番地
〒 463-0051
ゲオ名古屋守山店
愛知県名古屋市守山区小幡太田16番11号
〒 486-0917
ＴＳＵＴＡＹＡ 春日井
愛知県春日井市美濃町2-3
〒 446-0057
エディオン 安城店
愛知県安城市三河安城東町1-17-1
〒 491-0862
エディオン 一宮本店
愛知県一宮市緑5丁目6番10号
〒 444-0859
エディオン 岡崎本店
愛知県岡崎市上六名町字宮前1
〒 445-0872
エディオン 西尾店
愛知県西尾市矢曽根町長配8番地
〒 440-0851
エディオン 豊橋店
愛知県豊橋市前田南町1丁目6-1
〒 442-0823
エディオン 豊川店
愛知県豊川市正岡町西深田345-1
〒 473-0902
エディオン 豊田大林店
愛知県豊田市大林町8丁目54番2
〒 471-0037
エディオン 豊田本店
愛知県豊田市三軒町8丁目55番地
〒 450-0003
エディオン 名古屋本店
愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目4番22号

