
地域 店舗名 郵便番号 住所

らんらんらんど　岩見沢店 068-0029 北海道岩見沢市9条西20丁目   ﾀﾞｲｴｰ岩見沢店

らんらんらんど　旭川店 078-8233 北海道旭川市豊岡3条2-2-19 旭友ｽﾄｱ  ｱ･ﾓｰﾙ店

らんらんらんど　中標津店 086-1146 北海道標津郡中標津町南町3番地10  東武ｻｳｽﾋﾙｽﾞ

パロ苫小牧店 053-0814 北海道苫小牧市糸井135-1 ﾄﾗｲｱﾙG棟 ﾄﾗｲｱﾙ苫小牧店

らんらんらんど　旭川パルプ店 070-0011 北海道旭川市ﾊﾟﾙﾌﾟ町1条2丁目505番地2 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾊﾟﾙﾌﾟﾀｳﾝ内

パロ網走店 093-0033 北海道網走市駒場北5丁目83番地 駒場ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｳﾝ

パロ滝川店 073-0024 北海道滝川市東町2丁目29-1  ﾀﾞｲｴｰ滝川店

らんらんらんど　琴似店 063-0812 北海道札幌市西区琴似2条4-2-2 ﾀﾞｲｴｰ琴似店

らんらんらんど　麻生店 001-0039 北海道札幌市北区北39条西4-1-5   ﾀﾞｲｴｰ麻生店

らんらんらんど　東札幌店 003-0003 北海道札幌市白石区東札幌3条2-1 ﾀﾞｲｴｰ東札幌店

らんらんらんど　カテプリ新さっぽろ店 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5-7  ｶﾃﾌﾟﾘ新さっぽろ店

らんらんらんど　湯ノ川店 042-0932 北海道函館市湯川町3-14-5 ﾀﾞｲｴｰ湯川店

らんらんらんど　八雲店 049-3105 北海道二海郡八雲町東雲町20-5  ｸﾞﾙﾒｼﾃｨ八雲店

らんらんらんど　篠路店 002-8012 北海道札幌市北区太平12条1-1 ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ篠路店

らんらんらんど　上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜4-44-1  ﾀﾞｲｴｰ上磯店

ディノスパーク　帯広 080-0051 北海道帯広市白樺16条西2丁目ﾄﾞﾘｰﾑﾀｳﾝ白樺内

ゲオパーク　帯広稲田店 080-0831 北海道帯広市稲田町南8線西12-1  ｽｽﾞﾗﾝﾎﾞｳﾙ内

キッズパーク清田店 004-0859 北海道札幌市清田区清田1条1-1-1ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ清田店内1F

チビッコ遊ジョイランド静内 056-0026 北海道日高郡新ひだか町静内末広2-1-1ｲｵﾝ静内店2F

にこにこらんど恵庭店 061-1373 北海道恵庭市恵み野西2-1  ｲﾄｰﾖｰｶ堂恵庭店

ファンタジープラザ西帯広 080-2471 北海道帯広市西二十一条南4-1

ラウンドワン 函館店 041-0824 北海道函館市西桔梗町848-11

ラウンドワン 旭川店 079-8413 北海道旭川市永山三条1-4-7

ラウンドワン 札幌北21条店 065-0021 北海道札幌市東区北二十一条東1丁目1番21号

ラウンドワン 札幌白石本通店 003-0027 北海道札幌市白石区本通北１６－１－５０

パロ金木店 037-0202 青森県五所川原市金木町沢部460 金木ﾀｳﾝｾﾝﾀｰ店

パロ五所川原店 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻641番1 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ五所川原

らんらんらんど　鶴田店 038-3503 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字中泉245番地1 鶴田ﾌｯﾄﾘﾊﾞｰﾓｰﾙ店

パロ黒石店 036-0515 青森県黒石市富士見103番地3  ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ黒石

らんらんらんど　むつ店 035-0073 青森県むつ市中央2丁目7番8号 

らんらんらんど　三沢店 033-0037 青森県三沢市松園町3-10-1   ﾋﾞｰﾄﾞﾙﾌﾟﾗｻﾞ三沢店

ユーズランド下田店 039-2112 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田1F

ラウンドワン 青森店 030-0843 青森県青森市浜田３－１－１

パロ久慈店 028-0041 岩手県久慈市長内町第30地割32-2 久慈ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

らんらんらんど　盛岡南店 020-0836 岩手県盛岡市津志田西2丁目17-50 盛岡南ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾝｻ店

パロ盛岡店 020-0125 岩手県盛岡市上堂4-13-14 ｽﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰｸ･盛岡

ラウンドワン 盛岡店 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通２-１０-３５

らんらんらんど　仙台店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-3-6   ﾀﾞｲｴｰ仙台店

レックアミューズメント門脇店 986-0853 宮城県石巻市門脇元裏屋敷2-20

タイトーステーション　仙台名掛丁店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-7-13  

ラウンドワン 仙台苦竹店 983-0036 宮城県仙台市宮城野区苦竹１－７－１０

ラウンドワン 秋田店 010-0061 秋田県秋田市卸町1-1-2

ＳＵＰＥＲ　ＮＯＶＡ　ＴＥＮＤＯ 994-0049 山形県天童市南町1丁目5-26

パロ喜多方店 966-0096 福島県喜多方市字押切南2-42-1 

スーパーノバ会津インター 965-0053 福島県会津若松市町北町上荒久田字宮下142

ラウンドワン 福島店 960-8068 福島県福島市太田町14番18号

ラウンドワン 郡山店 963-8801 福島県郡山市向河原町4-55

らんらんらんど　行方店 311-3832 茨城県行方市麻生3288番-50 ｾｲﾐﾔﾓｰﾙ麻生店

らんらんらんど　宇都宮店 320-0865 栃木県宇都宮市睦町5-5 ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ宇都宮店

パロ石橋店 329-0502 栃木県下野市下古山3362-1 ﾖｰｸﾀｳﾝ

らんらんらんど　足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町2-21-16 ﾖｰｸﾀｳﾝ足利店

インターパークプラスワン宇都宮店 321-0123 栃木県宇都宮市東谷町字立野885

ラウンドワン 宇都宮店 321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町欠下2072-1

らんらんらんど　倉賀野店 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町4691-1 ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ倉賀野店

らんらんらんど　ガーデン前橋店 379-2121 群馬県前橋市小屋原町472-1 ｶﾞｰﾃﾞﾝ前橋

群馬レジャーランド伊勢店 372-0812 群馬県伊勢崎市連取町3066-1

ラウンドワン 前橋店 379-2154 群馬県前橋市天川大島町１１０１－１

らんらんらんど　東大宮店 337-0002 埼玉県さいたま市見沼区春野2丁目8番地 ﾊﾟﾄﾘｱ東大宮店

らんらんらんど　北本店 364-0031 埼玉県北本市中央4丁目63 ﾀﾞｲｴｰ北本店

らんらんらんど　川口店 332-0012 埼玉県川口市本町2-7-25 ﾐｴﾙかわぐち

らんらんらんど　所沢店 359-1116 埼玉県所沢市東町5-22     ﾀﾞｲｴｰ所沢店

らんらんらんど　三芳店 354-0041 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保305-1 ﾀﾞｲｴｰ三芳店

パロ埼玉大井店 356-0044 埼玉県ふじみ野市西鶴ｹ岡1丁目3番15号 ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ埼玉大井ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

らんらんらんど　本庄店 367-0051 埼玉県本庄市本庄2-3-6 ﾊﾞﾅｰｽﾞﾋﾞﾙ

キャロム大宮店 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-17大東ﾋﾞﾙ1F/B1F

フェスタ上尾店 362-0034 埼玉県上尾市愛宕3-1-40ﾊﾞﾘｭｰﾌﾟﾗｻﾞ上尾愛宕店内2F

ラウンドワン 朝霞店 351-0014 埼玉県朝霞市膝折町2-16-10

ラウンドワンスタジアム 上尾店 362-0011 埼玉県上尾市平塚917-1

ラウンドワンスタジアム 栗橋店 349-1105 埼玉県北葛飾郡栗橋町小右衛門192-1

ラウンドワンスタジアム 入間店 358-0026 埼玉県入間市小谷田3-7-25

ラウンドワン 上里店 369-0301 埼玉県児玉郡上里町金久保大字周川３９４－１

ラウンドワン ららぽーと新三郷店 341-8550 埼玉県三郷市ららシティ３－１－１ららぽーと新三郷　２階

らんらんらんど　新松戸店 270-0034 千葉県松戸市新松戸3-2-2 ﾀﾞｲｴｰ新松戸店

らんらんらんど　長浦店 299-0265 千葉県袖ヶ浦市長浦駅前1-7   ﾀﾞｲｴｰ長浦店

パロ市川店 272-0015 千葉県市川市鬼高 1-1-1  ﾆｯｹｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ

らんらんらんど　南行徳店 272-0138 千葉県市川市南行徳2-20-25 ﾀﾞｲｴｰ南行徳店

らんらんらんど　千葉長沼 263-0005 千葉市稲毛区長沼町330-50 ﾀﾞｲｴｰ千葉長沼店

らんらんらんど　酒々井店 285-0926 千葉県印旛郡酒々井町本佐倉457-2 ﾄﾗｲｱﾙ酒々井店

ファンキッズいちかわ店 272-0015 千葉県市川市鬼高 1-1-1  ﾀﾞｲｴｰいちかわｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ

らんらんらんど　あすみが丘店 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘7丁目1番 あすみが丘ﾌﾞﾗﾝﾆｭｰﾓｰﾙ

トムソーヤ　アリオ市原店 290-0050 千葉県市原市更級4-3-1

ジョイプラザ印西店 270-1335 千葉県印西市原1-2ﾋﾞｯｸﾞﾎｯﾌﾟｶﾞｰﾃﾞﾝﾓｰﾙ印西内2F

鉄腕２４　浜野店 260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町1025-59

ウェアハウス　ゲオ市川店 272-0015 千葉県市川市鬼高3-32-12

ｎａｍｃｏイオンモール幕張新都心店 261-0024 千葉県千葉市美浜区豊砂１－１　イオンモール幕張新都心　グランドモール３階

ラウンドワン 市原店 290-0062 千葉県市原市八幡北町３－５－１

ラウンドワン 市川鬼高店 272-0015 千葉県市川市鬼高４－１－３

らんらんらんど　西台店 174-0046 東京都板橋区蓮根3-8-12    ﾀﾞｲｴｰ西台店

らんらんらんど　小平店 187-0031 東京都小平市小川東町2-12-1 ﾀﾞｲｴｰ小平店

らんらんらんど　成増店 175-0094 東京都板橋区成増2-21-2  ﾀﾞｲｴｰ成増店

らんらんらんど　武蔵村山店 208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-36-1 ﾀﾞｲｴｰ武蔵村山店

パロ聖蹟桜ヶ丘店 206-0011 東京都多摩市関戸4-72 聖蹟桜ヶ丘ｵｰﾊﾟ店

らんらんらんど　大島店 136-0072 東京都江東区大島4-6-1    ﾀﾞｲｴｰ大島店

らんらんらんど　東大島店 136-0072 東京都江東区大島7-38-30   ﾀﾞｲｴｰ東大島店

らんらんらんど　碑文谷店 152-0003 東京都目黒区碑文谷4-1-1 ﾀﾞｲｴｰ碑文谷店

アドアーズ渋谷店 150-0042 東京都渋谷区宇田川町13-11  KN渋谷1ﾋﾞﾙ1~4階 

アドアーズ池袋サンシャイン店 170-0013 東京都豊島区東池袋1-14-4  ｼﾈﾏｻﾝｼｬｲﾝ 1~3階

アドアーズ町田店 194-0013 東京都町田市原町田6-21-25  大正堂第2ﾋﾞﾙ 1~4階

東京サマーランド ゲームパラダイス　 197-0832 東京都あきる野市上代継600東京ｻﾏｰﾗﾝﾄﾞ内

ゲ－ムファンファン玉川 158-0094 東京都世田谷区玉川3-6-3

ランブルプラザ 170-0013 東京都豊島区東池袋1ｰ42ｰ19

クラブ セガ 渋谷 150-0042 東京都渋谷区宇田川町28-6マルハンパチンコタワー1F・B1F

ラウンドワン　南砂店 136-0076 東京都江東区南砂６－７－１５トピレックプラザ４F

ラウンドワン　町田店 194-0022 東京都町田市森野１－１３－１４

ラウンドワン 板橋店 174-0044 東京都板橋区相生町16-13

ラウンドワン 府中本町駅前店 183-0027 東京都府中市本町1-13-3カネタビル

ラウンドワンスタジアムダイバーシティ 東京プラザ店 135-0064 東京都江東区青海一丁目1番10号ダイバーシティ東京プラザ6階　61000号室

ラウンドワン 池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋１丁目１４番１号　池袋スクエア

らんらんらんど　上溝店 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝5-14-19   ﾀﾞｲｴｰ上溝店

らんらんらんど　向ヶ丘店 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸2789    ﾀﾞｲｴｰ向ヶ丘店

らんらんらんど　戸塚店 244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町884   ﾀﾞｲｴｰ戸塚店

らんらんらんど　三ツ境店 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ﾂ境7-1     ﾀﾞｲｴｰ三ﾂ境店

らんらんらんど　綾瀬店 252-1104 神奈川県綾瀬市大上2-1-1  ﾀﾞｲｴｰ綾瀬店

らんらんらんど　東戸塚店 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町535-1 ﾀﾞｲｴｰ東戸塚店

らんらんらんど　サクラス戸塚店 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4253-1 ｻｸﾗｽ戸塚店

らんらんらんど　港南台店 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-1-2   ﾀﾞｲｴｰ港南台店

らんらんらんど　横須賀店 238-0041 神奈川県横須賀市本町2-1-12 ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ横須賀店

らんらんらんど　金沢八景店 236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-27-1   ﾀﾞｲｴｰ金沢八景店

パロ横須賀店 238-0041 神奈川県横須賀市本町2-1-12 ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ横須賀店

ゲームファンファン藤沢　新館 251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-3-8

THE 3RD PLANET 港北ニュータウン店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ﾉｰｽﾎﾟｰﾄﾓｰﾙ6F

セガ 横浜中華街 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町80-1

ラウンドワン　横浜駅西口店 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸２－８－１６

ラウンドワン 川崎大師店 210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町1-5-1

らんらんらんど　十日町店 948-0000 新潟県十日町市旭町161 ﾘｵﾝ･ﾄﾞｰﾙ十日町店

メジャーロード黒埼店 950-1101 新潟県新潟市西区山田3303番地

ラウンドワン 新潟店 950-0954 新潟県新潟市美咲町2丁目１－３８

キッズサーカス五福店 930-0887 富山県富山市五福1143-1SCｱﾘｽ2F

ゲームパラダイス 920-0849 石川県金沢市堀川新町5-1ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｽｸｴｱ1F警備室止め

ラウンドワン 金沢店 921-8163 石川県金沢市横川6-120-1

らんらんらんど　武生店 915-0094 福井県越前市横市町28-14-1 ｴｽｶﾓｰﾙ武生楽市店

キッズサーカスシピィ武生店 915-0883 福井県越前市新町7-8ｼﾋﾟｨ武生内2F

ゲームファンタジオ敦賀店 914-0812 福井県敦賀市昭和町2-22-9

らんらんらんど　南アルプス店 400-0306 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市小笠原1423-1 ﾄﾗｲｱﾙ南ｱﾙﾌﾟｽ店

ラウンドワン 山梨・石和 406-0035 山梨県笛吹市石和町広瀬７３７－1

らんらんらんど　長野若里店 380-0922 長野県長野市若里3丁目22-1 ｹｰｽﾞﾀｳﾝ若里

パロ佐久店 385-0022 長野県佐久市岩村田6-2 ｽﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰｸ･佐久

パロ諏訪店 392-0013 長野県諏訪市沖田町5-18 ｽﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰｸ･諏訪

ラウンドワンスタジアム 長野店 381-0038 長野県長野市東和田827番6

らんらんらんど　多治見店 507-0051 岐阜県多治見市西坂町5-31-1    多治見ｲﾝﾀｰﾓｰﾙ

ラウンドワン モレラ岐阜店 501-0497 岐阜県本巣市三橋１１００

らんらんらんど　御殿場店 412-0042 静岡県御殿場市萩原636番地  ｻﾝｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ

らんらんらんど　裾野店 410-1118 静岡県裾野市佐野1039 ｸﾞﾙﾒｼﾃｨ裾野店

らんらんらんど　清水高橋店 424-0041 静岡県静岡市清水区高橋5-1-1 ﾋﾟｱｺﾞ清水高橋店

らんらんらんど　袋井店 437-0043 静岡県袋井市新池字原川田1158番地1 ﾋﾟｱｺﾞ袋井店

ラウンドワン　富士店 417-0024 静岡県富士市八代町4-15

ラウンドワン 浜松店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町諏訪１９８１－１７

ラウンドワン 静岡・駿河店 421-0102 静岡県静岡市駿河区手越７５

らんらんらんど　メイトピア店 465-0081 愛知県名古屋市名東区高間町501-1 ﾀﾞｲｴｰﾒｲﾄﾋﾟｱ店

らんらんらんど　名古屋東店 465-0008 愛知県名古屋市名東区猪子石原2-1701 ﾀﾞｲｴｰ名古屋東店

らんらんらんど　コムタウン岡崎店 444-0859 愛知県岡崎市上六名町字宮前1 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰｺﾑﾀｳﾝ

らんらんらんど　妙興寺店 491-0922 愛知県一宮市大和町妙興寺字白山西3番地2 ﾋﾟｱｺﾞ妙興寺店

らんらんらんど　ピアゴ大和店 491-0932 愛知県一宮市大和町毛受字一本松19番地 ﾋﾟｱｺﾞ大和店

甲子園バッティングセンター 496-0003 愛知県津島市寺野町字五反田43

北山バッティングセンター 441-8105 愛知県豊橋市北山町字西ﾉ原40-20

名古屋レジャーランド大高店 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字忠治山12-1

セガ ワールド 上小田井 mozoワンダーシティ 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番地mozoワンダーシティ4F

セガ ワールド セガおもしろ遊技御殿木曽川 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田南字八ツヶ池25-1ダイヤモンドシティ・キリオ3階

ラウンドワン 中川１号線店 454-0859 愛知県名古屋市中川区法蔵町2-23

ラウンドワン 名古屋西春店 481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺神明１５番地

ラウンドワン 半田店 475-0828 愛知県半田市瑞穂町6-7-8

ラウンドワン 豊橋店 441-3147 愛知県豊橋市大岩町字岩田２７－２

らんらんらんど　鈴鹿店 513-0806 三重県鈴鹿市算所2-5-1  鈴鹿ﾊﾝﾀｰ

らんらんらんど　大安店 511-0272 三重県いなべ市大安町高柳1945 ｲｵﾝ大安

ラウンドワン みえ川越IC店 510-8124 三重県三重郡川越町南福崎８５１－１

らんらんらんど　豊郷店 529-1173 滋賀県犬上郡豊郷町大字高野瀬字下池田197-1 ﾋﾟｱｺﾞ豊郷店

らんらんらんど　ピアゴ近江八幡店 523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町字一本木223番地3 ﾋﾟｱｺﾞ近江八幡店

アクション長浜店 526-0846 滋賀県長浜市川崎町字八王寺町375

らんらんらんど　桂南店 601-8212 京都府京都市南区久世上久世町485   ﾀﾞｲｴｰ桂南店

プラザピア峰山店 627-0041 京都府京丹後市峰山町菅376

ゲームパニック京都 604-8035 京都府京都市中京区新京極三条下る桜之町415  MOVIX京都別館

ラウンドワン　京都河原町店 604-8032 京都府京都市中京区河原町三条下ル２丁目山崎町２５０番地

ラウンドワン　伏見店 612-8387 京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町２３

らんらんらんど　京橋店 534-0025 大阪府大阪市都島区片町2-3-51   ﾀﾞｲｴｰ京橋店

らんらんらんど　古川橋駅前店 571-0030 大阪府門真市末広町41-2    ﾀﾞｲｴｰ古川橋駅前店

パロ京橋店 534-0025 大阪府大阪市都島区片町2-3-51   ﾀﾞｲｴｰ京橋店

らんらんらんど　吹田店 564-0027 大阪府吹田市朝日町2-101    ﾀﾞｲｴｰ吹田店

らんらんらんど　摂津富田店 569-1144 大阪府高槻市大畑町13-1     ﾀﾞｲｴｰ摂津富田店

らんらんらんど　池田駅前店 563-0041 大阪府池田市満寿美町2-2    ﾀﾞｲｴｰ池田駅前店

らんらんらんど　金剛店 589-0011 大阪府大阪狭山市半田1-35-1  ﾀﾞｲｴｰ金剛店

らんらんらんど　おおとり店 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町7-733   おおとりｳｨﾝｸﾞｽ

ゲームハウス ジョイボックス 573-0054 大阪府枚方市枚方公園町1-1ひらかたﾊﾟｰｸ内

ムーンライト 552-0007 大阪府大阪市港区弁天1-2-1ｵｰｸ3番街1F

ｎａｍｃｏ梅田店 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町３番３号ＯＳビル２Ｆ

セガ 難波アビオン 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15MMOビル 1F・2F

ラウンドワン 高槻店 569-0036 大阪府高槻市辻子3-6-4

ラウンドワン 堺・中央環状店 599-8102 大阪府堺市東区石原町2丁241番

ラウンドワンスタジアム 堺駅前店 590-0985 大阪府堺市堺区戎島町4-44-3

ラウンドワン 枚方店 573-1131 大阪府枚方市高野道1-20-20

ラウンドワン 岸和田 596-0049 大阪府岸和田市八阪町２－１１－１

ラウンドワン 梅田店 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町４－１６

ラウンドワンラウンドワンスタジアム 千日前店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1丁目3番1号

らんらんらんど　西宮店 663-8014 兵庫県西宮市林田町2-24    ﾀﾞｲｴｰ西宮店

らんらんらんど　宝塚中山店 665-0867 兵庫県宝塚市売布東の町21-22    ﾀﾞｲｴｰ宝塚中山店

らんらんらんど　湊川店 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2-18-20    ﾀﾞｲｴｰ湊川店

らんらんらんど　名谷店 654-0154 兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-2   ﾀﾞｲｴｰ名谷店

らんらんらんど　板宿店 654-0011 兵庫県神戸市須磨区前池町3-2-1   ﾀﾞｲｴｰ板宿店

らんらんらんど　西神中央店 651-2273 兵庫県神戸市西区糀台5-3-4 ﾀﾞｲｴｰ西神中央店

らんらんらんど　藤原台店 651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町1-2-2   ﾀﾞｲｴｰ藤原台店

らんらんらんど　甲子園店 663-8166 兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3   ﾀﾞｲｴｰ甲子園店

らんらんらんど　甲南店 658-0015 兵庫県神戸市東灘区本山南町8-7-18 ﾀﾞｲｴｰ甲南店

らんらんらんど　長田南店 653-0023 兵庫県神戸市長田区東尻池新町1番20号 ｲｵﾝ長田南ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

らんらんらんど　竜野店 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本字五反田250-1 ﾀﾞｲｴｰ竜野店

プレイランド　和田山店 669-5215 兵庫県朝来市和田山町枚田岡774ｲｵﾝ和田山SC内1F

ラウンドワン　三宮駅前店 651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通６－１－１７

ラウンドワン 姫路飾磨店 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島１－２５４

らんらんらんど　大和高田店 635-0015 奈良県大和高田市幸町3番地6 ｵｰｸﾀｳﾝ大和高田

アミューズメント ＣＵＥ　奈良大和高田 635-0065 奈良県大和高田市東中2-11-16

らんらんらんど　田辺店 646-0026 和歌山県田辺市宝来町24番26号  ｸﾞﾙﾒｼﾃｨ田辺店

紀の川ボウル 649-6200 和歌山県岩出市西国分656-1

ラウンドワン 和歌山店 641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀７３９－３

パロ橋本彩の台店 648-0019 和歌山県橋本市あやの台1-50-2 　ｵｰ･ｽﾄﾘｰﾄ彩の台内

パロ境港店 684-0046 鳥取県境港市竹内団地81番地3 

らんらんらんど　浜田店 697-1321 島根県浜田市周布町ｲ61番地-1 ﾄﾗｲｱﾙ浜田店

パロ岡山店 700-0023 岡山県岡山市北区駅前町1-8-5  ﾄﾞﾚﾐの街

パルド　スパティオ 710-0834 岡山県倉敷市笹沖1274-1ゆめﾀｳﾝ倉敷店3F

ピノッキーランドゆめタウン井原店 715-0022 岡山県井原市下出部町2-11-2 3F

サンサンランド新見店 718-0013 岡山県新見市正田字橋ﾉ本433-6ｻﾝﾊﾟｰｸ新見内1F

ラウンドワン 岡山妹尾店 701-0205 岡山県岡山市南区妹尾３４１３－１

ゆめＬＡＮＤ大竹店 739-0622 広島県大竹市晴海1-6-1ゆめﾀｳﾝ大竹店2F

BLACK JACK東広島店 739-0000 広島県東広島市西条町御蘭宇6120

ピノッキースパティオ大竹店 739-0622 広島県大竹市晴海1-5-1

ラウンドワン　広島店 730-0032 広島県広島市中区立町３－１１

ラウンドワン 福山店 721-0961 広島県福山市明神町１－９－２８

らんらんらんど　下関店 750-0025 山口県下関市竹崎町4-4-7   ｼｰﾓｰﾙｴｽﾄ

ピノッキースパティオ南岩国店 740-0034 山口県岩国市南岩国1-20-30 2F

フラーボ　スパティオ 742-0031 山口県柳井市南町4-5-3ゆめﾀｳﾝ柳井店2F

ピノッキースパティオ防府店 747-0037 山口県防府市八王子2丁目8-8ゆめﾀｳﾝ防府3階

はいからっと横丁営業 750-0036 山口県下関市あるかぽｰと1番40  はい!からっと横丁内

パロ小松島店 773-0001 徳島県小松島市小松島町字領田20番地 小松島ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ ﾙﾋﾟｱ

アミューズメントパフェパレパレ 770-0004 徳島県徳島市南田宮2-2-46

ラウンドワン 徳島・万代店 770-0941 徳島県徳島市万代町４－１９－１

セガ 高松 761-8058 香川県高松市勅使町535

ラウンドワン 高松店 760-0068 香川県高松市松島町2-7-43

らんらんらんど　南松山店 790-0952 愛媛県松山市朝生田町5丁目1番25号 ｼﾞｮｰ･ﾌﾟﾗ

らんらんらんど　三津店 791-8061 愛媛県松山市三津3-5-40  ﾋﾟｺｱ21 三津店

ラウンドワン 高知 780-0818 高知県高知市宝永町４－１２

らんらんらんど　中間店 809-0013 福岡県中間市上蓮花寺1丁目1番1号 ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾓｰﾙなかま店 

らんらんらんど　水巻店 807-0002 福岡県遠賀郡水巻町樋口3-10   ﾀﾞｲｴｰ水巻店 

らんらんらんど　ミスターマックス新宮店 811-0117 福岡県糟屋郡新宮町大字上府898番地 ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ新宮店

らんらんらんど　福重店 819-0041 福岡県福岡市西区拾六町1丁目7-1 ﾀﾞｲｴｰ福重店 

らんらんらんど　笹丘店 810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘1-28-74   ﾀﾞｲｴｰ笹丘店 

らんらんらんど　飯塚店 820-0033 福岡県飯塚市大字徳前1-4  ﾄﾗｲｱﾙ飯塚店

らんらんらんど　田川店 825-0002 福岡県田川市大字伊田4616 ﾄﾗｲｱﾙ田川店

らんらんらんど　福岡空港店 811-2205 福岡県糟屋郡志免町別府2-17-20 ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ福岡空港店

キッズパーク 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-22   ｷｬﾅﾙｼﾃｨOPA

らんらんらんど　筑後店 833-0033 福岡県筑後市大字上北島字井原口1259-1 ﾄﾗｲｱﾙ筑後店

ビデオアメリカ上津 830-0052 福岡県久留米市上津町1-2-2

スマイルステーション戸畑 804-0067 福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2  ｲｵﾝ戸畑3F

楽市楽座　イオンモール福岡店 811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ﾉ木192-1  2F

楽市楽座　行橋店 824-0038 福岡県行橋市西泉6-1-1ｺｽﾀ行橋ｱﾐｭｰｽﾞ棟2F

ラウンドワン　福岡天神店 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－６－１２

ラウンドワン 小倉店 803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町15-65

ラウンドワン 半道橋店 812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋２－２－８

ラウンドワンスタジアム 佐賀店 849-0915 佐賀県佐賀市兵庫町藤木1110番

らんらんらんど　壱岐店 811-5463 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触字干拓2604-2 ﾀﾞｲｴｰ壱岐店 

らんらんらんど　長崎千歳店 852-8135 長崎県長崎市千歳町5番1号   ﾀﾞｲｴｰ千歳店 

らんらんらんど　あらおシティモール店 864-0033 熊本県荒尾市緑ヶ丘1-1-1 あらおｼﾃｨﾓｰﾙ

フェスタ下通り店 860-0801 熊本県熊本市中央区安政町1-2ｶﾘｰﾉ下通店地下1Fﾌｪｽﾀ

ラウンドワン 熊本店 860-0047 熊本県熊本市春日7-25-15

らんらんらんど　日田店 877-0024 大分県日田市南元町14-22 ﾀﾞｲｴｰ日田店

ラウンドワン 大分店 870-0921 大分県大分市萩原2-13-17

らんらんらんど　宮崎店 880-0902 宮崎県宮崎市大淀4-7-30   ﾀﾞｲｴｰ宮崎店 

らん２らんど　宮交シティ店 880-0902 宮崎県宮崎市大淀4-6-28 宮交ｼﾃｨ内

らんらんらんど　都城駅前店 885-0023 宮崎県都城市栄町4672-5 ﾀﾞｲｴｰ都城駅前店

ラウンドワンスタジアム 宮崎店 880-0904 宮崎県宮崎市中村東3-4-60

らんらんらんど　鹿児島店 890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池2-26-30  ﾀﾞｲｴｰ鹿児島店 

らんらんらんど　鹿児島谷山店 891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄5-10-51  ﾀﾞｲｴｰ鹿児島谷山店 

テクノパークミューズ 891-0123 鹿児島県鹿児島市卸本町5-35N'S CITY ﾆｼﾑﾀ2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ラウンドワン 鹿児島宇宿店 890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿2-2-2

パロ宜野湾店 901ｰ2223 沖縄県宜野湾市大山7-6-1 はにんす宜野湾

らんらんらんど　糸満店 901-0303 沖縄県糸満市字兼城400番地 ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞいとまん店

らんらんらんど　浦添店 901-2133 沖縄県浦添市城間4-7-1 浦添ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

ラウンドワン 宜野湾店 901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜３－２８－８

近畿

 東海北陸

九州

中四国

関東

東北

『ﾚﾋﾟ丸 ﾏｽｺｯﾄｷｰﾁｪｰﾝ』 導入店一覧
※導入のタイミングは店舗によって異なります。

※景品は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

北海道


