
地域 店舗名 郵便番号 住所

ラウンドワンスタジアム旭川店 079-8413 北海道旭川市永山3条1丁目4番7号

キャッツアイ新札幌店 004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東五条1丁目1-10

ラウンドワン札幌すすきの店 064-0805 北海道札幌市中央区南五条西三丁目6番地1

ラウンドワンスタジアム札幌北２１条店 065-0021 北海道札幌市東区北21条東1丁目1番21号

ラウンドワンスタジアム札幌・白石本通店 003-0027 北海道札幌市白石区本通16丁目北1番50号

ラウンドワンスタジアム函館店 041-0824 北海道函館市西桔梗町848番地11

ラウンドワンスタジアム盛岡店 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目10-35

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丁目7番10号

セガ　仙台コロナワールド 983-0005 宮城県仙台市宮城野区福室字田中前1-53-1

ラウンドワンスタジアム秋田店 010-0061 秋田県秋田市卸町1丁目1番2号

プレイランドソピア御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1  ｲｵﾝ秋田SC2F

セガ　弘前 036-8085 青森県弘前市大字末広1-3-3

ラウンドワン青森店 030-0843 青森県青森市浜田3丁目1番1号

セガ　小名浜 971-8122 福島県いわき市小名浜林城字塚前18-1

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

ラウンドワンスタジアム郡山店 963-8801 福島県郡山市向河原町4番55号

ラウンドワンスタジアム福島店 960-8068 福島県福島市太田町14番18号

ｎａｍｃｏイオンモールつくば店 305-0071 茨城県つくば市稲岡66-1 ｲｵﾝﾓｰﾙつくば店3F

ｎａｍｃｏ　ｉｉａｓつくば店 305-0817 茨城県つくば市研究学園5丁目19番地 iiasつくば店2F

ＡＧスクエア水戸店 310-0015 茨城県水戸市宮町1-7-44ｺﾑﾎﾞｯｸｽ310

ＡＧスクエア石岡店 315-0031 茨城県石岡市東大橋中峯1976-1

ユーズランド高崎店 370-3521 群馬県高崎市棟高町1400番地ｲｵﾝﾓｰﾙ高崎2F

ラウンドワンスタジアム前橋店 379-2154 群馬県前橋市天川大島町1101-1

ユーズランド太田店 373-0808 群馬県太田市石原町81番地ｲｵﾝﾓｰﾙ太田2F

セガ　与野 338-0004 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

ユーズランド　　越谷店 343-0828 埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ4丁目2番地2 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝKAZE3F

ラウンドワンスタジアムさいたま・栗橋店 349-1105 埼玉県久喜市小右衛門192-1

プレイランド菖蒲店 346-0195 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲3階

ギガステーション戸田店 335-0031 埼玉県戸田市大字美女木943-7

ラウンドワンスタジアムららぽーと新三郷店 341-8550 埼玉県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

ラウンドワンさいたま・上里店 369-0301 埼玉県児玉郡上里町大字金久保394-1

ユーズランド春日部店 344-0122 埼玉県春日部市下柳420-1ｲｵﾝﾓｰﾙ春日部2F  区画番号2037

セガ　所沢 359-1123 埼玉県所沢市日吉町8-1

ラウンドワンスタジアム上尾店 362-0011 埼玉県上尾市大字平塚917番地1

ラウンドワンスタジアム朝霞店 351-0014 埼玉県朝霞市膝折町2丁目16-10

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丁目7番25号

セガ　ワールド　入間 358-0012 埼玉県入間市東藤沢2-18

セガ　ららぽーと　富士見 354-8560 埼玉県富士見市山室1-13133階35200区画

ラウンドワン横浜西口駅 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-8-16

ｎａｍｃｏ横浜ワールドポーターズ店 231-0001 神奈川県横浜市中区新港二丁目2番1号 横浜ﾜｰﾙﾄﾞﾎﾟｰﾀｰｽﾞ5F

ラウンドワンスタジアム川崎大師店 210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町1-5-1

ウエアハウス川崎店 210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町3-7

ラウンドワンららぽーと湘南平塚店 254-8510 神奈川県平塚市天沼10-1 3階

セガ　アリーナ　蘇我 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町51-1蘇我ﾊｰﾊﾞｰｼﾃｨ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｳｫｰｸ ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ棟 1F

セガ　千葉 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ﾋﾞﾙ

セガ　幕張 261-0021 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 1F

マリンガーデンららぽーと船橋店 273-0012 千葉県船橋市浜町2丁目1番1号ららぽｰとTOKYO-BAY 西館3階

ラウンドワンスタジアムアリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田950-1-1070

セガ　ワールド　葛西 134-0084 東京都江戸川区東葛西9-3-3ｲﾄｰﾖｰｶ堂 3F

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(あおみ)1丁目1番10号 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ東京 ﾌﾟﾗｻﾞ 6階

セガ新宿歌舞伎町 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目21番1号第二東亜会館1F･2F

新宿スポーツランド本館 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-121F

セガ　神楽坂 162-0825 東京都新宿区神楽坂2-11第二ｶｸﾞﾗﾋﾙｽﾞ 1F

クラブ　セガ　新宿西口 160-0023 東京都新宿区西新宿1-12-5

ユーズランド日の出店 190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出店3F

クラブ　セガ　秋葉原　新館 101-0021 東京都千代田区外神田1-11-11

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合1-39-2ﾏｸﾞﾚﾌﾞﾋﾞﾙ2F･3F

ラウンドワン町田店 194-0022 東京都町田市森野1-13-14

ラウンドワンスタジアム板橋店 174-0044 東京都板橋区相生町16番13号

セガ　ワールド　アルカス 183-0022 東京都府中市宮西町2-5-1さくら三番館2~4F

セガ　ワールド　府中 183-0046 東京都府中市西原町1-6-2ｸﾚｯｾ府中

ラウンドワン府中本町駅前店 183-0027 東京都府中市本町1丁目13番3号

セガ　イオンモールむさし村山 208-0022 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3-2059

セガ　池袋ギーゴ 170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-1

ラウンドワン池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目14番1号 池袋ｽｸｴｱ

ラウンドワンスタジアム宇都宮店 321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町2072-1

テクモピアパルテロン宇都宮店 321-0962 栃木県宇都宮市今泉町237福田屋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ宇都宮店2F

セガ　ワールド　宇都宮 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7

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

ゲーム　ファンタジアン　岡崎店 444-0067 愛知県岡崎市錦町2-4

ゲーム　ファンタジアン　蒲郡店　 443-0046 愛知県蒲郡市竹谷町中野1−1

セガ　イオンタウン　刈谷 448-0007 愛知県刈谷市東境町京和1

お宝市番館　　尾張小牧 485-0046 愛知県小牧市堀の内3-24

ゲームファンタジアン長久手店 480-1121 愛知県長久手市武蔵塚705

ラウンドワンスタジアム半田店 475-0828 愛知県半田市瑞穂町6丁目7番地の8

ラウンドワンスタジアム豊橋店 441-3147 愛知県豊橋市大岩町字岩田27番地-2

ＡＧスクエア豊川店 442-0019 愛知県豊川市東名町2-101

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

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ﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ4F

アーバンスクエア大須店 460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-30-31萬松寺駐車場ﾋﾞﾙ1F

ラウンドワンスタジアム中川１号線店 454-0859 愛知県名古屋市中川区法蔵町2丁目23番

ｎａｍｃｏイオンモールナゴヤドーム前店 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3ｲｵﾝﾓｰﾙﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前3F

セガマーゴ関 501-3936 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 503-0015 岐阜県大垣市林町6-80-21ｱｸｱｳｫｰｸ大垣2F

ラウンドワンモレラ岐阜店 501-0497 岐阜県本巣市三橋1100

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

ラウンドワンスタジアム新潟店 950-0954 新潟県新潟市中央区美咲町2丁目1番38号

セガ　ワールド　サントムーン 411-0902 静岡県駿東郡清水町玉川61-2ｻﾝﾄﾑｰﾝ柿田川2F

セガ　ワールド　静岡 420-0035 静岡県静岡市葵区七間町4番地2号静活ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 1,2F

ｎａｍｃｏららぽーと磐田店 438-0801 静岡県磐田市高見丘1200番地ららぽｰと磐田店2F

ラウンドワンスタジアム浜松店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981番17

ラウンドワン富士店 417-0024 静岡県富士市八代町4番15号

ラウンドワンスタジアム金沢店 921-8163 石川県金沢市横川6丁目120-1

セガ　イオンタウン金沢示野 920-0058 石川県金沢市示野中町87街区2号

セガ　松本 390-0841 長野県松本市渚1-7-1

タイトーステーション松本店 399-0014 長野県松本市平田東1-27-1

ラウンドワンスタジアム長野店 381-0038 長野県長野市大字東和田827番地6

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通三条下る山崎町250番地

ラウンドワンスタジアム京都伏見店 612-8387 京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町131

ラウンドワンスタジアムみえ・川越ＩＣ店 510-8124 三重県三重郡川越町大字南福崎851番地1

ラウンドワン岸和田店 596-0049 大阪府岸和田市八阪町2-11-1

ラウンドワンスタジアム高槻店 569-0036 大阪府高槻市辻子3丁目6番4号

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

ラウンドワンスタジアム堺中央環状店 599-8102 大阪府堺市東区石原町2-241

セガ　ワールド　アポロ 545-0052 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

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

ラウンドワン梅田店 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町4番16号

ラウンドワンららぽーと和泉店 594-1157 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 4階

ラウンドワン三宮駅店 651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通6-1-17

セガ　神戸ｕｍｉｅサウスモール 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎1-7-2 A-408

セガフェニックスプラザ摩耶 657-0851 兵庫県神戸市灘区味泥町6-1ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ1F

楽市楽座　　イオンモール神戸北店 651-1515 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

セガ　ワールド　ココエあまがさき 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-3-1ｺｺｴあまがさき内4F

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丁目254番地

セガ明石 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2464-1ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ長沢

ラウンドワンスタジアム和歌山店 641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀739番地の3

ラウンドワンスタジアム岡山妹尾店 701-0205 岡山県岡山市南区妹尾3413番地1

セガ　イオンモール　岡山 700-0907 岡山県岡山市北区下岩井1丁目2番1号6階

岡山ジョイポリス 700-0907 岡山県岡山市北区下石井2-10-1

ユーズランド倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江1番地ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷2F

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一丁目9番28号

ラウンドワンスタジアム高松店 760-0068 香川県高松市松島町二丁目7番43号

ラウンドワン高知店 780-0818 高知県高知市南宝永町4番12号

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

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丁目4-60

ぐるぐる倉庫菊陽店 869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2774−2

ラウンドワンスタジアム熊本店 860-0047 熊本県熊本市西区春日7丁目25番15号

ＧＲＥＥＮ　ＭＯＮＳＴＥＲ 863-0047 熊本県天草市八幡町2番12号  

ラウンドワンスタジアム佐賀店 849-0915 佐賀県佐賀市兵庫北四丁目2番1号

ラウンドワンスタジアム鹿児島宇宿店 890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目2番2号

ジャングルパーク鹿児島店 890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎1-11-1

ラウンドワンスタジアム大分店 870-0921 大分県大分市萩原2丁目13-17

セガ　ワールド　サンスパおおむら 856-0815 長崎県大村市森園町663-3

楽市街道　くるめ店 839-0865 福岡県久留米市新合川2-7-10久留米ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾋﾞﾙ内

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

ラウンドワンスタジアム博多・半道橋店 812-0897 福岡県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小倉店 803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町15-65

沖縄 ラウンドワンスタジアム沖縄・宜野湾店 901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目28番8号

地域 店舗名 郵便番号 住所

ラウンドワンスタジアム旭川店 079-8413 北海道旭川市永山3条1丁目4番7号

キャッツアイ新札幌店 004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東五条1丁目1-10

ラウンドワン札幌すすきの店 064-0805 北海道札幌市中央区南五条西三丁目6番地1

ラウンドワンスタジアム札幌北２１条店 065-0021 北海道札幌市東区北21条東1丁目1番21号

ラウンドワンスタジアム札幌・白石本通店 003-0027 北海道札幌市白石区本通16丁目北1番50号

ディノスパーク帯広稲田店 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

ラウンドワンスタジアム函館店 041-0824 北海道函館市西桔梗町848番地11

ラウンドワンスタジアム盛岡店 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目10-35

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丁目7番10号

セガ　仙台コロナワールド 983-0005 宮城県仙台市宮城野区福室字田中前1-53-1

ラウンドワンスタジアム秋田店 010-0061 秋田県秋田市卸町1丁目1番2号

セガ　弘前 036-8085 青森県弘前市大字末広1-3-3

ラウンドワン青森店 030-0843 青森県青森市浜田3丁目1番1号

チーノランド八戸店 031-0042 青森県八戸市十三日町16番地 八戸ｽｶｲﾋﾞﾙ6F

ちびっこザウルス 971-8111 福島県いわき市小名浜大原字東田96 ﾖｰｸﾀｳﾝｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ大原店1F

セガ　小名浜 971-8122 福島県いわき市小名浜林城字塚前18-1

ラウンドワンスタジアム郡山店 963-8801 福島県郡山市向河原町4番55号

ラウンドワンスタジアム福島店 960-8068 福島県福島市太田町14番18号

ｎａｍｃｏイオンモールつくば店 305-0071 茨城県つくば市稲岡66-1 ｲｵﾝﾓｰﾙつくば店3F

ｎａｍｃｏ　ｉｉａｓつくば店 305-0817 茨城県つくば市研究学園5丁目19番地 iiasつくば店2F

ＡＧスクエア水戸店 310-0015 茨城県水戸市宮町1-7-44ｺﾑﾎﾞｯｸｽ310

ＡＧスクエア石岡店 315-0031 茨城県石岡市東大橋中峯1976-1

ユーズランド高崎店 370-3521 群馬県高崎市棟高町1400番地ｲｵﾝﾓｰﾙ高崎2F

ラウンドワンスタジアム前橋店 379-2154 群馬県前橋市天川大島町1101-1

ユーズランド太田店 373-0808 群馬県太田市石原町81番地ｲｵﾝﾓｰﾙ太田2F

キャラポート　さいたま新都心店 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 ｺｸｰﾝ新都心西館1F

セガ　与野 338-0004 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

ユーズランド　　越谷店 343-0828 埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ4丁目2番地2 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝKAZE3F

ラウンドワンスタジアムさいたま・栗橋店 349-1105 埼玉県久喜市小右衛門192-1

ギガステーション戸田店 335-0031 埼玉県戸田市大字美女木943-7

ラウンドワンスタジアムららぽーと新三郷店 341-8550 埼玉県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

ラウンドワンさいたま・上里店 369-0301 埼玉県児玉郡上里町大字金久保394-1

セガ　所沢 359-1123 埼玉県所沢市日吉町8-1

ラウンドワンスタジアム上尾店 362-0011 埼玉県上尾市大字平塚917番地1

ラウンドワンスタジアム朝霞店 351-0014 埼玉県朝霞市膝折町2丁目16-10

スイーツファンタジー　パックン東松山店 355-0048 埼玉県東松山市あずま町四丁目3番地 ﾋﾟｵﾆｳｫｰｸ東松山店2F

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丁目7番25号

セガ　ワールド　入間 358-0012 埼玉県入間市東藤沢2-18

セガ　ららぽーと　富士見 354-8560 埼玉県富士見市山室1-13133階35200区画

ラウンドワン横浜西口駅 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-8-16

ｎａｍｃｏ横浜ワールドポーターズ店 231-0001 神奈川県横浜市中区新港二丁目2番1号 横浜ﾜｰﾙﾄﾞﾎﾟｰﾀｰｽﾞ5F

ＹＡＺ川崎店 212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉5-19-23 ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ川崎1F

ラウンドワンスタジアム川崎大師店 210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町1-5-1

ラウンドワンららぽーと湘南平塚店 254-8510 神奈川県平塚市天沼10-1 3階

東京ガリバー松戸店 271-0092 千葉県松戸市松戸1230-1 ﾋﾟｱｻﾞ松戸 1F

セガ　アリーナ　蘇我 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町51-1蘇我ﾊｰﾊﾞｰｼﾃｨ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｳｫｰｸ ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ棟 1F

セガ　千葉 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ﾋﾞﾙ

セガ　幕張 261-0021 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 1F

マリンガーデンららぽーと船橋店 273-0012 千葉県船橋市浜町2丁目1番1号ららぽｰとTOKYO-BAY 西館3階

ラウンドワンスタジアムアリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田950-1-1070

セガ　ワールド　葛西 134-0084 東京都江戸川区東葛西9-3-3ｲﾄｰﾖｰｶ堂 3F

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(あおみ)1丁目1番10号 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ東京 ﾌﾟﾗｻﾞ 6階

セガ新宿歌舞伎町 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目21番1号第二東亜会館1F･2F

新宿スポーツランド本館 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-121F

セガ　神楽坂 162-0825 東京都新宿区神楽坂2-11第二ｶｸﾞﾗﾋﾙｽﾞ 1F

クラブ　セガ　新宿西口 160-0023 東京都新宿区西新宿1-12-5

ユーズランド日の出店 190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出店3F

クラブ　セガ　秋葉原　新館 101-0021 東京都千代田区外神田1-11-11

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合1-39-2ﾏｸﾞﾚﾌﾞﾋﾞﾙ2F･3F

ラウンドワン町田店 194-0022 東京都町田市森野1-13-14

ラウンドワンスタジアム板橋店 174-0044 東京都板橋区相生町16番13号

セガ　ワールド　アルカス 183-0022 東京都府中市宮西町2-5-1さくら三番館2~4F

ラウンドワン府中本町駅前店 183-0027 東京都府中市本町1丁目13番3号

セガ　イオンモールむさし村山 208-0022 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3-2059

セガ　池袋ギーゴ 170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-1

ラウンドワン池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目14番1号 池袋ｽｸｴｱ

ラウンドワン池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目14番1号 池袋ｽｸｴｱ

ラウンドワンスタジアム宇都宮店 321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町2072-1

セガ　ワールド　宇都宮 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7

セガ　イオンタウン　刈谷 448-0007 愛知県刈谷市東境町京和1

ユーズランド東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町緒川申新田二区67-8ｲｵﾝﾓｰﾙ東浦2F

ラウンドワンスタジアム半田店 475-0828 愛知県半田市瑞穂町6丁目7番地の8

ラウンドワンスタジアム豊橋店 441-3147 愛知県豊橋市大岩町字岩田27番地-2

ＡＧスクエア豊川店 442-0019 愛知県豊川市東名町2-101

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

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ﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ4F

アーバンスクエア大須店 460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-30-31萬松寺駐車場ﾋﾞﾙ1F

ラウンドワンスタジアム中川１号線店 454-0859 愛知県名古屋市中川区法蔵町2丁目23番

ｎａｍｃｏイオンモールナゴヤドーム前店 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3ｲｵﾝﾓｰﾙﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前3F

セガマーゴ関 501-3936 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 503-0015 岐阜県大垣市林町6-80-21ｱｸｱｳｫｰｸ大垣2F

ラウンドワンモレラ岐阜店 501-0497 岐阜県本巣市三橋1100

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

ラウンドワンスタジアム新潟店 950-0954 新潟県新潟市中央区美咲町2丁目1番38号

セガ　ワールド　サントムーン 411-0902 静岡県駿東郡清水町玉川61-2ｻﾝﾄﾑｰﾝ柿田川2F

セガ　ワールド　静岡 420-0035 静岡県静岡市葵区七間町4番地2号静活ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 1,2F

ファミリーランド袋井店 437-0043 静岡県袋井市新池原川田1158-1  ﾋﾟｱｺﾞ袋井店2F

ｎａｍｃｏららぽーと磐田店 438-0801 静岡県磐田市高見丘1200番地ららぽｰと磐田店2F

ラウンドワンスタジアム浜松店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981番17

ラウンドワン富士店 417-0024 静岡県富士市八代町4番15号

ラウンドワンスタジアム金沢店 921-8163 石川県金沢市横川6丁目120-1

セガ　イオンタウン金沢示野 920-0058 石川県金沢市示野中町87街区2号

セガ　松本 390-0841 長野県松本市渚1-7-1

ラウンドワンスタジアム長野店 381-0038 長野県長野市大字東和田827番地6

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通三条下る山崎町250番地

ラウンドワンスタジアム京都伏見店 612-8387 京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町131

ラウンドワンスタジアムみえ・川越ＩＣ店 510-8124 三重県三重郡川越町大字南福崎851番地1

ラウンドワン岸和田店 596-0049 大阪府岸和田市八阪町2-11-1

ラウンドワンスタジアム高槻店 569-0036 大阪府高槻市辻子3丁目6番4号

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

ラウンドワンスタジアム堺中央環状店 599-8102 大阪府堺市東区石原町2-241

セガ　ワールド　アポロ 545-0052 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

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

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

ラウンドワン梅田店 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町4番16号

ラウンドワンららぽーと和泉店 594-1157 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 4階

ラウンドワン三宮駅店 651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通6-1-17

セガ　神戸ｕｍｉｅサウスモール 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎1-7-2 A-408

セガフェニックスプラザ摩耶 657-0851 兵庫県神戸市灘区味泥町6-1ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ1F

楽市楽座　　イオンモール神戸北店 651-1515 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

セガ　ワールド　ココエあまがさき 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-3-1ｺｺｴあまがさき内4F

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丁目254番地

セガ明石 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2464-1ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ長沢

ラウンドワンスタジアム和歌山店 641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀739番地の3

ユーズランド和歌山店 640-8451 和歌山県和歌山市中字楠谷573番地

ふぇすたらんど築港店 702-8051 岡山県岡山市南区築港元町14-1 山陽ﾏﾙﾅｶ築港店内

ラウンドワンスタジアム岡山妹尾店 701-0205 岡山県岡山市南区妹尾3413番地1

セガ　イオンモール　岡山 700-0907 岡山県岡山市北区下岩井1丁目2番1号6階

岡山ジョイポリス 700-0907 岡山県岡山市北区下石井2-10-1

キッズプラザきゃらんど倉敷店 710-0813 岡山県倉敷市寿町12-2 ｱﾘｵ倉敷2F

ふぇすたらんど倉敷マスカット店 701-0114 岡山県倉敷市松島1154番地2 ﾏﾙﾅｶﾏｽｶｯﾄ店別館3F

ユーズランド倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江1番地ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷2F

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一丁目9番28号

ラウンドワンスタジアム高松店 760-0068 香川県高松市松島町二丁目7番43号

ラウンドワン高知店 780-0818 高知県高知市南宝永町4番12号

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

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丁目4-60

ラウンドワンスタジアム熊本店 860-0047 熊本県熊本市西区春日7丁目25番15号

ＧＲＥＥＮ　ＭＯＮＳＴＥＲ 863-0047 熊本県天草市八幡町2番12号  

ラウンドワンスタジアム佐賀店 849-0915 佐賀県佐賀市兵庫北四丁目2番1号

ラウンドワンスタジアム鹿児島宇宿店 890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目2番2号

ジャングルパーク鹿児島店 890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎1-11-1

ラウンドワンスタジアム大分店 870-0921 大分県大分市萩原2丁目13-17

セガ　ワールド　サンスパおおむら 856-0815 長崎県大村市森園町663-3

ニコニコランド島原店 855-0802 長崎県島原市弁天町1-7080-1  ｲｵﾝ島原店2階ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

楽市街道　くるめ店 839-0865 福岡県久留米市新合川2-7-10久留米ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾋﾞﾙ内

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

ラウンドワンスタジアム博多・半道橋店 812-0897 福岡県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小倉店 803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町15-65

ＭＥＣＨＡうるま店 904-2231 沖縄県うるま市塩屋浜原502-1 MEGAﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ラウンドワンスタジアム沖縄・宜野湾店 901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目28番8号

近畿

中四国

九州

近畿

中四国

九州

沖縄

『笑う招き猫 ぬいぐるみXL』 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

東北

関東

北陸東海

『笑う招き猫 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

東北

関東

北陸東海


