
地域 店舗名 住所

ギャラクシーゲート星が浦 北海道釧路市星が浦大通2-5

げーむぱーくぎゃらくしー 北海道札幌市白石区東札幌三条1丁目1-1イーアス札幌Aタウン2F

GALAXY GATE函館 北海道函館市昭和3-31-12

ディノスパーク旭川            北海道旭川市大雪通５－４９６－５  第８山本ビル              

ディノスパーク帯広            北海道帯広市白樺１６条西２丁目 ドリームタウン白樺内          

セガワールド八戸Ｒ４５ 青森県八戸市城下4-25-14

セガアリーナ盛岡南 岩手県盛岡市本宮七丁目1番1号

スーパーノバ仙台利府店 宮城県宮城郡利府町加瀬字新前谷地55-1

セガ仙台コロナワールド 宮城県仙台市宮城野区福室字田中前一番53-1

スーパーノバ天童店 山形県天童市南町1-5-26

セガワールド北山形 山形県山形市北町1-3-20

スーパーノバ福島店 福島県福島市黒岩字中島7-2

スーパーノバ会津インター店 福島県会津若松市町北町上荒久田字宮下142

ザ・サードプラネット ピボット福島店 福島県福島市栄町1-1 パワーシティピボット内

AGスクエア石岡店 茨城県石岡市東大橋中峯1976-1

楽市楽座 イオンモール土浦店 茨城県土浦市上高津367　イオンモール土浦店内3階

ゲームパニックつくば 茨城県土浦市中村東1-1-1

AGスクエア水戸店 茨城県水戸市宮町1丁目7番44コムボックス310

Amueつくば 茨城県つくば市下原370-1

セガワールド龍ヶ崎 茨城県龍ヶ崎市藤が丘4-2-8

テクモピア・ロックダム・インターパーク店 栃木県宇都宮市インターパーク6-1-1FKDショッピングモール宇都宮インターパーク店2F

セガワールド宇都宮 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7

セガ西那須野 栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27

セガ今市 栃木県日光市芹沼1448-1

ゲームパニック高崎 群馬県高崎市貝沢町463

セガワールド太田 群馬県太田市西矢島町575

AM PIA川口 埼玉県川口市栄町3-1-16 共同ビル3・4階

楽市楽座 イオンモール川口前川店 埼玉県川口市前川1-1-11　イオンモール川口前川店内3階

Ｓｐｉｃａ大宮南銀店 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-57

AGスクエア埼玉花園店 埼玉県深谷市荒川359

ゲームパニック三郷 埼玉県三郷市彦野2-25

セガ与野 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9 ｲｵﾝ与野ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

にこぱ 幸手店 埼玉県幸手市大字上高野764 エムズタウン幸手店

セガ所沢 埼玉県所沢市日吉町8-1

フェスタ上尾店 埼玉県上尾市愛宕店2F

ムー大陸稲毛店 千葉県千葉市稲毛区小仲台2-5-7

AM PIA津田沼 千葉県習志野市津田沼1-2-1 十三ビルB1F

にこぱ アクロスモール新鎌ヶ谷店 千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1 アクロスモール新鎌ヶ谷2F

ゲームオット本八幡 千葉県市川市八幡2-16-6 ハタビル Ｂ1Ｆ

ゲームパークZOOM 千葉県成田市ウイング土屋80番地 ヒューマックスパビリオン成田

テクモピア公津の杜店 千葉県成田市公津の杜4-5-3 成田ユアエルム3F

SEGAARENASOGA 千葉県千葉市中央区川崎町51-1 ﾊｰﾊﾞｰｼﾃｨ蘇我ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｳｫｰｸｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ棟1F

ＣＬＵＢＳＥＧＡ幕張 千葉県千葉市美浜区ひび野1-8 ﾒｯｾｱﾐｭｰｽﾞﾓｰﾙ1階

ハイテクセガ柏 千葉県柏市柏1-1-11 丸井ﾃﾞﾊﾟｰﾄ内B1F

ゲームパニック足立 東京都足立区梅島2-31-20

アムネット小岩店 東京都江戸川区南小岩6-31-3　石井ビル1F

ゲームパニック東京 東京都大田区平和島1-1-1

AM St.Tropez池袋 東京都豊島区東池袋1-29 サントロペビル2階

NICOPA サンストリート亀戸店 東京都江東区亀戸6-31-1 サンストリート亀戸2F

にこぱ デックス東京ビーチ店 東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチアイランドモール4F 

ハイテクランドセガシブヤ 東京都渋谷区渋谷1-14-14

ＣＬＵＢＳＥＧＡ新宿西口 東京都新宿区西新宿1-12-5

ＣＬＵＢＳＥＧＡ秋葉原 東京都千代田区外神田1-10-9

ＣＬＵＢＳＥＧＡ秋葉原　新館 東京都千代田区外神田1-11-11　外神田１丁目ビルディング

セガワールド東大和 東京都東大和市桜が丘1-1330-19 BICBOX東大和1F

AM PIA八王子 東京都八王子市旭町2-5 八王子駅前ビルA館  

セガワールド府中 東京都府中市西原町1-6-2 府中ｸﾚｯｾ内

セガ 東京ドームシティ 東京都文京区後楽1-3-61　株式会社東京ドーム　アトラクションズ内カーニバル

池袋ＧＩＧＯ 東京都豊島区東池袋1-21-1

セガワールドアルカキット 東京都墨田区錦糸2-2-1 ｱﾙｶｷｯﾄ8F

ＣＬＵＢＳＥＧＡ立川 東京都立川市紫崎町3-2-1 ｻｻﾞﾝﾋﾞﾙ1F

SILK HAT本厚木 神奈川県厚木市中町2-4-13 本厚木駅前ビル1F

AM PIA大船 神奈川県鎌倉市大船1-24 大船駅前ビル1F

ゲームパニック大和 神奈川県大和市下鶴間2-1-13

ゲームパニック新横浜 神奈川県横浜市港北区大豆戸町589-1

NICOPA 四季の森フォレオ店 神奈川県横浜市旭区上白根3-41-1 四季の森フォレオ3F

ＣＬＵＢＳＥＧＡ新杉田 神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目1‐1 らびすた新杉田2F

ムー大陸戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町92-5

ハイテクランドセガＢＲＥＥＺＥ 神奈川県横浜市西区南幸2-13-22 第4宮本ﾋﾞﾙ

ザ・サードプラネット 港北ニュータウン店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール6F

小田原メトロポリス 神奈川県小田原市前川219-4

AM PIA川崎モアーズ 神奈川県川崎市川崎区駅前本町7番地 岡田屋モアーズ1階

SILK HAT川崎ダイス 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8番地 川崎ダイスビルB2階

ＣＬＵＢＳＥＧＡ相模大野 神奈川県相模原市相模大野3-13-2  フレスコビル2F

ゲームパニック甲府 山梨県甲府市国母5-20-24

ゲームパニック石和 山梨県笛吹市石和町四日市場1685-1

ゲーム・パラダイス 石川県金沢市堀川新町5-1 アミューズメントスクエア3F

セガワールド金沢 石川県金沢市諸江町30-1　アル・プラザ金沢2階

金沢メトロポリス 石川県金沢市無量寺第二土地区画整理事業内 (アピタタウン金沢ベイ内)

セガ福井 福井県福井市丸山町1-410

にこぱ 羽島店 岐阜県羽島市小熊町島1-46 羽島Ｗｉｎｇ151 2F

セガワールドソニックタウン関 岐阜県関市倉知516番地

セガワールドアクアウォーク大垣 岐阜県大垣市林町6-80-21

セガワールドサントムーン 静岡県駿東郡清水町玉川61-2

ザ・サードプラネット BiVi沼津店 静岡県沼津市大手町1-1-5

アーバンスクエア 大須店 愛知県名古屋市中区大須3-30-31 萬松寺駐車場ビル1F・2F

セガワールド安城 愛知県安城市百石町2丁目35番地13

安城メトロポリス 愛知県安城市浜富町6-8

セガワールドセガおもしろ遊戯御殿木曽川 愛知県一宮市木曽川町黒田南字八ﾂヶ池25番1 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ･ｷﾘｵ3階

にこぱ ウイングタウン店 愛知県岡崎市羽根町小豆坂3 ウイングタウン2F

セガワールド岡崎 愛知県岡崎市上地3-50-4

NICOPA 岡崎店 愛知県岡崎市上和田町南天白5-1 岡崎エルエルタウン2F

ＣＬＵＢＳＥＧＡ春日井 愛知県春日井市岩野町菅廻間４１８０

ビバーチ大府店                愛知県大府市柊山町１丁目９８番地  リソラ大府２Ｆ            

セガワールド知立 愛知県知立市長篠町大山18-1ギャラリエアピタ１階

セガワールド飯村 愛知県豊橋市飯村町字西山25-121

セガワールド上小田井mozoワンダーシティ 愛知県名古屋市西区二方町40番地

NICOPA 千種店 愛知県名古屋市千種区千種2-16-13 イオンタウン千種2F

ＣＬＵＢＳＥＧＡ金山 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

LOOP 名古屋北店 愛知県名古屋市北区玄馬町234番1 CROSS TOWN 2F

K-CAT鈴鹿店 三重県鈴鹿市西条町字東澤430-1　セントライクタウン内

NICOPA 伊勢店 三重県伊勢市楠部町乙160 イオン伊勢店2F

セガワールド桑名 三重県桑名市大仲新田宮前158番地

にこぱ イオンモール四日市北店 三重県四日市市富州原町2-40 イオンモール四日市北店2F

ドナリアコット・にこぱ サンバレー店 三重県津市高茶屋小森町145 イオン津南SCサンバレー2F

NICOPA イオン津店 三重県津市桜橋3-446 イオン津店2F

ドナリアコット サンズ店 三重県鈴鹿市白子駅前9-20 白子SCサンズ 3F

セガワールド甲西 滋賀県湖南市夏見二ﾂ橋356-1

セガワールド草津 滋賀県草津市西渋川1-23-23 A-SQUARE SARA新棟2F

ゲームパニック京都 京都市中京区新京極通　三条下ル桜之町415番

ビバーチ 久御山               京都府久世郡久御山町森小字大内 ３０１                        

ゲームパニック堺 大阪府堺市堺区築港八幡町1-1

にこぱ原山台店 大阪府堺市原山台5-9-8 クロスモールA館

セガワールドアポロ 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 ｱﾎﾟﾛﾋﾞﾙ3F

セガあべのキューズモール 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのマーケットパーク キューズモール Q-332

天王子パスカ 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-51

心斎橋ＧＩＧＯ 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-2-19

ニューヒカリ 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-7-4

戎橋パスカ 大阪府大阪市中央区難波3-5-1

梅田ジョイポリス 大阪府大阪市北区角田町5-15 HEPFIVE8,9F

セガ難波アビオン 大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15 MMOﾋﾞﾙ1F･2F

ＣＬＵＢＳＥＧＡ藤井寺 大阪府藤井寺市沢田１丁目２０-８

セガワールド和泉 大阪府和泉市肥子町2-4-41

楽市楽座 イオンモール神戸北店 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1　イオンモール神戸北3階

アミパラ姫路店 兵庫県姫路市東郷町1454-3 フレッシュライフプロムナードRIOS 2F

カリヨンパーク 伊丹店 兵庫県伊丹市池尻4-1-1 イオンモール伊丹昆陽4F

アミパラ垂水店 兵庫県神戸市垂水区名谷町字室山1400-18

セガワールドココエあまがさき 兵庫県尼崎市潮江1-3-1　ココエあまがさき4F

楽市楽座 イオンモール大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町741-333　イオンモール大和郡山店3階

ドナリアコット 岩出店 和歌山県岩出市中迫字塚本147 ミレニアシティ岩出2F

アミパラ鳥取店 鳥取県鳥取市晩稲100-1 イオン鳥取北SC内2F

アミパラ米子店 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1 イオン日吉津ショッピングセンター内2F

アミパラ岡山店 岡山県岡山市北区青江1-13-8

アミパラ津山店 岡山県津山市河辺1000-1 イオン津山ショッピングセンター2F

ピノッキーランドゆめタウン井原店 岡山県井原市下出部町2-11-2　ゆめタウン井原3F

岡山ジョイポリス 岡山県岡山市北区下石井2-10-1

アミパラ倉敷店 岡山県倉敷市西中新田624-1 アミパラボウル1F

パルド スパティオ 岡山県倉敷市笹沖1274-1 ゆめタウン倉敷店3F

アミパラ広島店 広島県広島市西区西観音町3-17

シネパーク 広島県呉市広中町1-9

アルティランド 広島県広島市西区草津南4丁目7－1

ギガゾーン 広島県広島市南区松原町2-22

セガワールドメガ海田 広島県安芸郡海田町南大正町3-35

アズロ スパティオ 広島県呉市宝町5-10　ゆめタウン呉店3F

ブラックジャックアクア店 広島県広島市安佐南区大町東4-12-11

セガワールド宇品 広島県広島市南区宇品西3-4 フタバ図書GIGA宇品店内

アミパラ神辺店 広島県福山市神辺町大字新道上字1-2-1

あみぱらんど福山店 広島県福山市三吉町南2-8-24

福山メトロポリス 広島県福山市一文字町24-1

アミパラ下関店 山口県下関市長府才川1-42-48

ふぁんたじーらんどてくもぴあ 山口県宇部市大字妻崎開作411　ゆめタウン宇部２F

ふぇすたらんど下松店 山口県下松市南花岡6-8-1　サンリブ下松店2F

ビバーチ周南店                山口県周南市古市１丁目４－１ イオンタウン内                 

フラーボ スパティオ 山口県柳井市南町4-5-3　ゆめタウン柳井店2F

セガワールドスエヒロ 徳島県徳島市南末広4-18

アミパラ丸亀店 香川県丸亀市飯野町西分字川緑甲584-1 ハローズ棟内

セガ丸亀 香川県丸亀市蓬莱町56-1

アミパラ松山店 愛媛県松山市生石町655-1

セガワールド今治 愛媛県今治市東村1丁目甲745-1 今治ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ内

セガワールド枝松 愛媛県松山市枝松5-7-32

アミパラ高知店 高知県南国市篠原194-1

楽市楽座 イオンモール福岡店 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1　イオンモール福岡店内2階

楽市楽座 イオンモール福岡伊都店 福岡県福岡市西区徳永113-1　イオンモール福岡伊都ショッピングセンター別館

楽市街道 箱崎店 福岡県福岡市東区箱崎5-1-8　箱崎街道店2階

楽市街道 くるめ店 福岡県久留米市新合川2-7-10　久留米アミューズメントビル内

ＳＥＧＡＡＲＥＮＡ中間 福岡県中間市上蓮花寺3-11-1

アミパラ佐世保店 長崎県佐世保市大塔町18-15

ジョイプラザ佐世保店 長崎県佐世保市大塔町8-57

楽市楽座 イオンモール熊本店 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232-1603　イオンモール熊本店2階

フェスタ下通り店 熊本県熊本市中央区安政1-2　カリーノ下通り店B1

セガワールド中津 大分県中津市沖代町1-2-16

楽市楽座 イオンモール宮崎店 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1　イオンモール宮崎2階

アーバンスクエア一番街店 宮崎県宮崎市中央通2-18

アーバンスクエア天文館店 鹿児島県鹿児島市千日町14-27　アリサカビル

近
畿

中
四
国

九
州
/
沖
縄

センチメンタルサーカス 特大ぬいぐるみプレゼント応募ハガキ配布店舗一覧
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