
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

ディノスパーク　旭川店 070-0010 北海道旭川市大雪通5-496-5  第8山本ﾋﾞﾙ

ディノスパーク　札幌手稲店 006-0811 北海道札幌市手稲区前田一条11丁目

ディノスパーク　札幌中央店 060-0063 北海道札幌市中央区南3条西1-8.1F

ディノスパーク　ノルベサ店 060-0063 北海道札幌市中央区南3条西5丁目1-1

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

ｎａｍｃｏ札幌エスタ店 060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2丁目1番地1ｴｽﾀ9階

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

ＢＩＧＢＡＮＧ室蘭 050-0075 北海道室蘭市中島本町2丁目8番1号

イオン千歳　キッズパーク 066-0063 北海道千歳市幸町６－５１      

ディノスパーク　帯広店 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

ディノスパーク　苫小牧店 053-0053 北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝﾓｰﾙ苫小牧2F

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

ディノスパーク　北見店 090-0838 北海道北見市西三輪５丁目１番地１６    

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

ゲームランド盛岡店 020-0148 岩手県盛岡市前潟4-7-1ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡2F

プラサカプコン　石巻店 986-0861 宮城県石巻市蛇田字新金沼170ｲｵﾝ石巻ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

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

ゲームエプリ 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-7-2

ｎａｍｃｏイオンモール名取店 981-1294 宮城県名取市杜せきのした5-3-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ名取2F

プレビ アクロスプラザ新庄店 996-0002 山形県新庄市金沢字吉袋８５３－３ヨークタウンアクロスプラザ新庄内

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

ｎａｍｃｏエルムの街ショッピングセンター 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1 ｴﾙﾑの街SC C棟2F

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

らくだのせなか鹿島エブリア店 971-8133 福島県いわき市鹿島町米田字日渡5鹿島ｴﾌﾞﾘｱｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内2階

タイトーＦステーション　郡山アティ店 963-8002 福島県郡山市駅前1-16-7

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

こころっこ イトーヨーカドー日立店 317-0073 茨城県日立市幸町1-16-1  イトーヨーカドー日立店5階プレビプレイランドコーナー

こころっこ ニコモール新田店 370-0314 群馬県太田市新田市野井町５９２－１３  ニコモール新田店内プレビプレイランドコーナー

プレビ ジョイフル本田千代田店 370-0722 群馬県邑楽郡千代田町萱野813-1ジョイフル本田千代田店内　プレビゲームコーナー

プレビ劇場ＩＳＥＳＡＫＩ　 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方346-3  ｽﾏｰｸ伊勢崎店3Fﾌﾟﾚﾋﾞ劇場ISESAKI  AM

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

タイトーステーション　大宮店 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町一丁目1番地

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

プラサカプコン　羽生店 348-0039 埼玉県羽生市川崎2-281-3ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生2F

ｎａｍｃｏイオンレイクタウン店 343-0828 埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ3丁目1番地1ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝmori3F

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

ｎａｍｃｏイオンモール北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東1-3-1ｲｵﾝﾓｰﾙ北戸田

ラウンドワンさいたま・鴻巣店 365-0062 埼玉県鴻巣市箕田3163番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

ゲームパニック三郷 341-0052 埼玉県三郷市彦野2-25

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

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

ゲームシティプラス川越店 350-0026 埼玉県川越市泉町1-1ｳﾆｸｽ南古谷ｼﾈﾏ棟1F

ＡＭ　ＰＩＡ川口 332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-16共同ﾋﾞﾙ3･4F

ラウンドワン草加店 340-0024 埼玉県草加市谷塚上町204番地1

ニコパ草加舎人店 340-0032 埼玉県草加市遊馬町2-1島忠ﾎｰﾑｽﾞ草加舎人店1F

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

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　横須賀中央 238-0007 神奈川県横須賀市若松町1-5 ﾌﾟﾗｲﾑﾋﾞﾙ 地下1階

タイトーステーション　横浜西口五番街店 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-12-97階

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

ＡＭ　Ｓｔ．Ｔｒｏｐｅｚ伊勢佐木町 231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-96ﾆｯｶﾂ会館3F

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

ＡＭ　ＰＩＡ　大船 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24大船駅前ﾋﾞﾙ1-3F

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　　本厚木 243-0018 神奈川県厚木市中町2-4-13本厚木駅前ﾋﾞﾙ1F

ｎａｍｃｏラゾーナ川崎店 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1LAZONA川崎ﾌﾟﾗｻﾞ4階

ＡＭ　ＰＩＡ　川崎モアーズ 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町7番地  岡田屋ﾓｱｰｽﾞ1･2階

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　川崎ダイス 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8番地川崎ﾀﾞｲｽﾋﾞﾙB2F

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

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2F

ゲームランド　ちはら台店 290-0194 千葉県市原市ちはら台西3丁目4番unimoちはら台2F

ラウンドワン市原店 290-0062 千葉県市原市八幡北町三丁目5番1

ラウンドワン習志野店 275-0023 千葉県習志野市芝園1丁目4番5号

ＡＭ　ＰＩＡ　津田沼 275-0016 千葉県習志野市津田沼1-2-1十三ﾋﾞﾙB1F

ゲームランド　津田沼店 275-0016 千葉県習志野市津田沼1-23-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ内

プラサカプコン　成田店 286-0021 千葉県成田市ｳｲﾝｸﾞ土屋24ｲｵﾝﾓｰﾙ成田2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

アドアーズ千葉店 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-4-15  第一東和ﾋﾞﾙ 1～3階

ラッキー中央店フェリシダ 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見町2-41487

プレビ イオン幕張店 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野１－３イオン幕張店内プレイランドコーナー

ｎａｍｃｏイオンモール幕張新都心店 261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾓｰﾙ3階

セガ　ららぽーと　ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ 278-8530 千葉県船橋市浜町2-1-1

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

アドアーズ船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町1-31-26 ｾﾌﾞﾝ船橋ビル　B1F〜4F

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

ｎａｍｃｏ流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店 270-0121 千葉県流山市西初石六丁目185番2号

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

ラウンドワン南砂店 136-0076 東京都江東区南砂六丁目7番15号 ﾄﾋﾟﾚｯｸﾌﾟﾗｻﾞ

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ビル１～４階

タイトーステーション　渋谷店 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-12渋谷東映ﾌﾟﾗｻﾞ

タイトーステーション　新宿東口店 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-7指田ﾋﾞﾙ

アドアーズ下北沢店 155-0031 東京都世田谷区北沢2-12-7

Ｈｅｙ 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-5広瀬本社ﾋﾞﾙ2F

セガ　秋葉原　１号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-9

セガ　秋葉原　３号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-11-11

アドアーズ秋葉原店 101-0021 東京都千代田区外神田1-13-1　Akihabara eX ﾋﾞﾙ1～2階

セガ　秋葉原　４号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-95F

タイトーステーション　上野アメ横店 110-0005 東京都台東区上野4-10-17

アドアーズ上野アメ横店 110-0005 東京都台東区上野4-9-14　上野K･Kﾋﾞﾙ B1～4階

ＡＭ　ＰＩＡ大森 143-0023 東京都大田区山王2-2-15

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　蒲田Ｍ２ 144-0051 東京都大田区西蒲田7-6-3ﾌﾟﾘﾝｽ会館

タイトーステーション　町田店 194-0013 東京都町田市原町田6-21-23松山ﾋﾞﾙ1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

ラウンドワン町田店 194-0022 東京都町田市森野1-13-14

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ八王子 192-0083 東京都八王子市旭町2-5 八王子駅前ﾋﾞﾙA館

ＮＩＣＯＰＡ＆ｎｉｃｏ　ｇｒｏｕｎｄイーアス高尾店 193-0834 東京都八王子市東浅川町550-1 ｲｰｱｽ高尾2F

タイトーＦステーション　南大沢店 192-0364 東京都八王子市南大沢2-3FAB南大沢2F            

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

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

プラサカプコン　吉祥寺店 184-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1いなりやﾋﾞﾙB1F

ラウンドワン吉祥寺店 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-22

アミューズランドモナコ吉祥寺 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-9-7 高橋ﾋﾞﾙ

セガ　東京ドームシティ 112-0004 東京都文京区後楽1-3-61株式会社東京ﾄﾞｰﾑ ｱﾄﾗｸｼｮﾝｽﾞ内ｶｰﾆﾊﾞﾙ

タイトーステーション　池袋西口店 171-0021 東京都豊島区西池袋1-15-9

タイトーステーション　池袋ロサ店 171-0021 東京都豊島区西池袋1-37-12ﾛｻ会館1F

アドアーズサンシャイン店 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

セガ　池袋ＧＩＧＯ 170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-1

ＡＭ　Ｓｔ．Ｔｒｏｐｅｚ　池袋 170-0013 東京都豊島区東池袋1-29ｻﾝﾄﾛﾍﾟﾋﾞﾙ2F

PROJECT ADORES池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目22番12号　高和ﾋﾞﾙB1～5階

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

タイトーFステーション オリナス錦糸町店 130-0012 東京都墨田区太平4-1-2ｵﾘﾅｽﾓｰﾙ地下1階

アドアーズ立川店 190-0023 東京都立川市柴崎町3-4-3  ｸﾞﾙﾒｰﾄﾀｶｵ B1～3階

ジャンボリー ヨークベニマル御幸ヶ原店 321-0982 栃木県宇都宮市御幸が原50-1 ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ御幸が原店内プレビプレイランドコーナー

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

ラウンドワン栃木・樋ノ口店 328-0024 栃木県栃木市樋ﾉ口町55番地1

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

セガ　イオンモール　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ｲｵﾝﾓｰﾙ木曽川3階

ゲームランド岡崎店 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

ポート24幸田店 444-0111 愛知県額田郡幸田町高力字沖原15ｶﾒﾘｱｶﾞｰﾃﾞﾝ幸田内 

小牧メトロポリス 485-0015 愛知県小牧市間々片山181-1

アミューズメントファクトリー 479-0882 愛知県常滑市りんくう町2丁目20番3 ｲｵﾝﾓｰﾙ常滑店2F 

ＮＬヒーローズキャンプ名古屋店 480-0288 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先1番地8

セガプライムツリー赤池 470-0125 愛知県日進市赤池町箕ﾉ手1番

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

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ｍｏｚｏワンダーシティ上小田井 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

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

レジャーランド　ささしま 453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-14 ﾏｰｹｯﾄｽｸｴｱささしま1F

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

ｎａｍｃｏイオンモール熱田店 456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11 ｲｵﾝﾓｰﾙ熱田4F

ｎａｍｃｏイオンモール大高店 459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目450 ｲｵﾝﾓｰﾙ大高3F

ｎａｍｃｏイオンモール各務原店 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ各務原店2F

ｎａｍｃｏカラフルタウン岐阜店 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野三丁目3番6 ｶﾗﾌﾙﾀｳﾝ岐阜内

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

ＹＡＺ　ＷＯＲＬＤ　四日市店 510-0883 三重県四日市市泊小柳町4-34

ラウンドワン津・高茶屋店 514-0817 三重県津市高茶屋小森町277番地8

ｎａｍｃｏイオンモール鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2ｲｵﾝﾓｰﾙ鈴鹿2F

アピナ鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4丁目20番1号ｲｵﾝﾀｳﾝ鈴鹿2階

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

プレビ バロー上越店 943-0146 新潟県上越市樋場239番‐1バロー上越店内

シートピアＹＡＺ大須賀店 437-1304 静岡県掛川市西大渕3359

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

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ沼津店 410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-5

シートピアＹＡＺ　焼津店 425-0055 静岡県焼津市道原585番地

ＭＡＲＫ　ＩＳ静岡店内　アミューズメントパーク 420-0821 静岡県静岡市葵区柚木191MARK IS 静岡3階

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番地

こころっこ清水高橋店 424-0041 静岡県静岡市清水区高橋5-1-1 ﾊﾞﾛｰ清水高橋店内B1Fﾌﾟﾚﾋﾞﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾅｰ

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

ＧＡＭＥ　ＯＦＦ富士宮店 418-0004 静岡県富士宮市三園平1360  

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

イオンモール佐久平ゲームコーナー 385-0029 長野県佐久市佐久平駅南11-10ｲｵﾝﾓｰﾙ佐久平2F

アピナ長野川中島店 381-2221 長野県長野市川中島町御厨967-1

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

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

レインボーランド八幡店 614-8043 京都府八幡市八幡一ﾉ坪23-1 ｲｽﾞﾐﾔ八幡店1F

ゲームランド草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町300番地ｲｵﾝﾓｰﾙ草津ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

ラウンドワンスタジアム浜大津アーカス店 520-0041 滋賀県大津市浜町2番1号浜大津ｱｰｶｽ4F

ｎａｍｃｏビバシティ彦根店 522-0044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43-1 ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ彦根2F

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

レインボーランド泉北店 599-8276 大阪府堺市中区小阪270番地ｲｽﾞﾐﾔ泉北店2F

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

ｎａｍｃｏイオンモール大日店 570-0016 大阪府守口市大日東町1-18 ｲｵﾝﾓｰﾙ大日4F

セガ　あべの　キューズモール 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1あべのﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸ ｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ 3階

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

ｎａｍｃｏイオンモール鶴見緑地店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1-421 ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴見緑地4F

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

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

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ﾋﾞﾙ 1F･2F

ＡＧスクエア東大阪店 577-0004 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64

レインボーランド八尾店 581-0036 大阪府八尾市沼1-1ｲｽﾞﾐﾔ八尾店1F

ラウンドワンスタジアム枚方店 573-1131 大阪府枚方市高野道1丁目20番20号

セガニトリモール枚方 573-0171 大阪府枚方市北山1-2-1ﾆﾄﾘﾓｰﾙ枚方2F

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

レインボーランド和泉中央店 594-0041 大阪府和泉市いぶき野5丁目1番11号 ｲｽﾞﾐﾔ和泉中央店3階

レインボーランド神戸玉津店 651-2132 兵庫県神戸市西区森友3-7-3ｲｽﾞﾐﾔ神戸玉津店2F

レインボーランド西神戸店 651-2412 兵庫県神戸市西区竜が岡1-21-1ｲｽﾞﾐﾔ西神戸店2F

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

ｎａｍｃｏ三宮店　１号店 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通1-1-1

ラウンドワン新開地店 652-0811 兵庫県神戸市兵庫区新開地2-3-4大京聚楽館ﾋﾞﾙ

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　あまがさきキューズモール 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-3-1ｺｺｴあまがさき内4F

ｎａｍｃｏイオンモール姫路リバーシティー 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江2560番地ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ2F

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

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

レインボーランド和歌山店 640-8325 和歌山県和歌山市新生町7-20 イズミヤ和歌山店２Ｆ

レインボーランド紀伊川辺店 649-6312 和歌山県和歌山市川辺220ｲｽﾞﾐﾔ紀伊川辺店内

ラウンドワン松山店 791-8005 愛媛県松山市東長戸1-3-10

ポップンパーク東石井店 790-0932 愛媛県松山市東石井6-16-39マルナカ東石井店内

こころっこ原尾島店 703-8235 岡山県岡山市中区原尾島1-6-20 天満屋ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝ原尾島店内3階

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石井1-2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山内6階

こころっこ玉野店 706-0011 岡山県玉野市宇野1-38-1 天満屋ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝ玉野店内3階

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

アミパラ倉敷店 710-0833 岡山県倉敷市西中新田624-1ｱﾐﾊﾟﾗﾎﾞｳﾙ1F

ｎａｍｃｏイオンモール広島府中店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須2-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中3F

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

ゆめタウン高松店 761-8072 香川県高松市三条町中所608-1ゆめﾀｳﾝ高松店2Fゆめﾗﾝﾄﾞ

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

ポップンパーク丸亀店 763-0063 香川県丸亀市新浜町新浜町1丁目８０３－２パワーシティ丸亀店2階

プラサカプコン　高知店 780-0026 高知県高知市秦南町1-4-8ｲｵﾝﾓｰﾙ高知2F

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

フレスパランドカッタの湯　ゲームコーナー 755-0038 山口県宇部市海南町1675

万代書店　新松江店 690-0825 島根県松江市学園1-8-21 

セガ　徳島　スエヒロボウル 770-0865 徳島県徳島市南末広4-18

ｎａｍｃｏゆめタウン徳島店 771-1202 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88番地の1 ゆめﾀｳﾝ徳島2階

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

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

アミューズメントカフェ  プレビ 姶良店 899-5431 鹿児島県姶良市西餅田２６４－１　イオンタウン姶良店内３階

プラサカプコン　大分店 870-0174 大分県大分市公園通り西2-1ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分2F

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

ｎａｍｃｏゆめタウン夢彩都店 850-0035 長崎県長崎市元船町10-1 夢彩都4F

ラウンドワン大野城店 816-0912 福岡県大野城市御笠川1丁目18番16号

楽市楽座　イオンモール筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺434-1ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野店3F

プラサカプコン　直方店 822-0001 福岡県直方市湯野原2-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ直方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

楽市楽座  イオンモール福津店 811-3213 福岡県福津市793番地ｲｵﾝﾓｰﾙ福津店3階3043A

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

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

ｎａｍｃｏ那覇メインプレイス店 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4丁目4番地9号 ｻﾝｴｰ那覇ﾒｲﾝﾌﾟﾚｲｽ内2F

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

ソユーゲームフィールド旭川西店 070-0823 北海道旭川市緑町二十三丁目2161番地3 ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西3F

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

ディノスパーク　札幌中央店 060-0063 北海道札幌市中央区南3条西1-8.1F

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

ｎａｍｃｏサッポロファクトリー店 060-0031 北海道札幌市中央区北1条東4丁目1番地1 札幌ﾌｧｸﾄﾘｰ1条館

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

アドアーズ札幌北４２条店 007-0842 北海道札幌市東区北42条東7-1-1　嶋ﾋﾞﾙ2階

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

ＢＩＧＢＡＮＧ室蘭 050-0075 北海道室蘭市中島本町2丁目8番1号

プラボ小樽店 047-0008 北海道小樽市築港11番5号 ｳｨﾝｸﾞﾍﾞｲ小樽5番街3階

イオン千歳　キッズパーク 066-0063 北海道千歳市幸町６－５１      

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

ジャンボリー　ヨークベニマル大和吉岡店 981-3627 宮城県黒川郡大和町吉岡東1-2-1 ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ大和吉岡内ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ

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

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

こころっこムサシ名取店 981-1239 宮城県名取市愛島塩手字野田48-10 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾑｻｼ名取店内2F

プレビジョイカム新庄店 996-0002 山形県新庄市金沢字吉袋853-3 ﾖｰｸｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ新庄内

マックスバリュ白鷹ゲームコーナー 992-0832 山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙535-1ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ白鷹店内ﾌﾟﾚﾋﾞ

アピナ鶴岡店 997-0003 山形県鶴岡市文下字広野1-1

ソユーゲームフィールド　三川店 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128番地1 ｲｵﾝﾓｰﾙ三川1F

プレビプレイランドコーナー　ヨークベニマル米沢店 992-0027 山形県米沢市駅前3-1-18 ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ米沢店内

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

プラサカプコン　大曲店 014-0033 秋田県大仙市和合字坪立177ｲｵﾝ大曲ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

ハロータイトーむつ 035-0071 青森県むつ市小川町2-4-8前田百貨店内 4F

ｎａｍｃｏエルムの街ショッピングセンター 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1 ｴﾙﾑの街SC C棟2F

スペースファンタジーインフィニ 036-8092 青森県弘前市城東北三丁目10番地1 さくら野百貨店弘前店4F

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

らくだのせなか鹿島エブリア店 971-8133 福島県いわき市鹿島町米田字日渡5鹿島ｴﾌﾞﾘｱｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内2階

SOYU GAME FIELD　いわき小名浜店 971-8101 福島県いわき市小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業内 イオンモールいわき小名浜　3階

あひるのたまごＹＢ泉店 971-8185 福島県いわき市泉町滝尻町折返57ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ泉SC内ﾌﾟﾚﾋﾞﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞ

スウィーツファクトリーパックン会津若松店 965-0858 福島県会津若松市神指町南四合154 ｱﾋﾟﾀ会津若松店2階

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

ゲームパドック古河 306-0231 茨城県古河市小堤1916-1

セガ　水戸 310-0015 茨城県水戸市宮町1-7-44ｺﾑﾎﾞｯｸｽ310

タイトーステーション　イオンタウン水戸南店 311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101

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

ｎａｍｃｏけやきウォ－ク前橋店 371-0801 群馬県前橋市文京町2-1-1 けやきｳｫｰｸ前橋2F

こころっこ新田店 370-0314 群馬県太田市新田市野井町592-13 ﾆｺﾓｰﾙ新田店内

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

タイトーステーション　大宮店 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町一丁目1番地

プラサカプコン　羽生店 348-0039 埼玉県羽生市川崎2-281-3ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生2F

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

ｎａｍｃｏイオンモール北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東1-3-1ｲｵﾝﾓｰﾙ北戸田

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

ゲームパニック三郷 341-0052 埼玉県三郷市彦野2-25

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

クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ　ブリブリ　シネマスタジオ 344-0064 埼玉県春日部市南1丁目1-1 ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ春日部 3階 

セガ　所沢 359-1123 埼玉県所沢市日吉町8-1

龍宮ガーデンアリオ上尾店 362-0046 埼玉県上尾市壱丁目字上原367ｱﾘｵ上尾店2F

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

埼玉レジャーランド川越店 350-0043　 埼玉県川越市新富町1-17-4

ゲームシティプラス川越店 350-0026 埼玉県川越市泉町1-1ｳﾆｸｽ南古谷ｼﾈﾏ棟1F

ｎａｍｃｏ川越店 350-1122 埼玉県川越市脇田町3番地6 長谷川ﾋﾞﾙ1F

ＡＭ　ＰＩＡ川口 332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-16共同ﾋﾞﾙ3･4F

ＳＯＹＵＧａｍｅＦｉｅｌｄ川口店 332-0033 埼玉県川口市並木元町1-79ｱﾘｵ川口店3F

ニコパ草加舎人店 340-0032 埼玉県草加市遊馬町2-1島忠ﾎｰﾑｽﾞ草加舎人店1F

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

スウィ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4-3 ﾋﾟｵﾆｳｫｰｸ東松山店2階

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

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　横須賀中央 238-0007 神奈川県横須賀市若松町1-5 ﾌﾟﾗｲﾑﾋﾞﾙ 地下1階

タイトーステーション　戸塚西口店 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4023番地

タイトーステーション　横浜西口五番街店 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-12-97階

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

ＡＭ　Ｓｔ．Ｔｒｏｐｅｚ伊勢佐木町 231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-96ﾆｯｶﾂ会館3F

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

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

スウィーツファクトリーパックン長津田店 226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-7-1 ｱﾋﾟﾀ長津田2階

ＡＭ　ＰＩＡ　大船 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24大船駅前ﾋﾞﾙ1-3F

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　　本厚木 243-0018 神奈川県厚木市中町2-4-13本厚木駅前ﾋﾞﾙ1F

タイトーステーション　溝の口店　　　　　 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-11-8  OKKA634ﾋﾞﾙ3階         

ＡＭ　ＰＩＡ　川崎モアーズ 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町7番地  岡田屋ﾓｱｰｽﾞ1･2階

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　川崎ダイス 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8番地川崎ﾀﾞｲｽﾋﾞﾙB2F

こころっこ川崎店 210-0818 神奈川県川崎市川崎区中瀬3-20ﾎｰﾑｽﾞ川崎店内2階     

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

ゲームランド　ちはら台店 290-0194 千葉県市原市ちはら台西3丁目4番unimoちはら台2F

ＡＭ　ＰＩＡ　津田沼 275-0016 千葉県習志野市津田沼1-2-1十三ﾋﾞﾙB1F

ゲームランド　津田沼店 275-0016 千葉県習志野市津田沼1-23-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ内

プラサカプコン　成田店 286-0021 千葉県成田市ｳｲﾝｸﾞ土屋24ｲｵﾝﾓｰﾙ成田2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

アドアーズ千葉店 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-4-15  第一東和ﾋﾞﾙ 1～3階

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

プレビ イオン幕張店 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野１－３イオン幕張店内プレイランドコーナー

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

ｎａｍｃｏイオンモール幕張新都心店 261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾓｰﾙ3階

アドアーズ船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町1-31-26 ｾﾌﾞﾝ船橋ビル　B1F〜4F

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

アドアーズ柏店 277-0005 千葉県柏市柏1-3-1　柏長崎屋共同ﾋﾞﾙ 1階

ｎａｍｃｏ流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店 270-0121 千葉県流山市西初石六丁目185番2号

アドアーズ新小岩店 124-0024 東京都葛飾区新小岩1-44-4　ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾞﾙ B1～3階

キャッツアイ西葛西店 134-0088 東京都江戸川区西葛西4-2-28 ｻﾆｰﾓｰﾙ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

アミュージアム豊洲店 135-8614 東京都江東区豊洲2-4-9ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｯｸららぽｰと豊洲3F

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ビル１～４階

ハイテクランド　セガ　渋谷 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-14-14東口会館 1F

タイトーステーション　新宿東口店 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-7指田ﾋﾞﾙ

ｎａｍｃｏ荻窪店 167-0043 東京都杉並区上荻1-13-10ﾊｸｻﾝﾋﾞﾙ

アドアーズ下北沢店 155-0031 東京都世田谷区北沢2-12-7

セガ　秋葉原　１号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-9

セガ　秋葉原　３号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-11-11

アドアーズ秋葉原店 101-0021 東京都千代田区外神田1-13-1　Akihabara eX ﾋﾞﾙ1～2階

セガ　秋葉原　２号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-1第一半田ﾋﾞﾙ

セガ　秋葉原　４号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-95F

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

タイトーステーション　上野アメ横店 110-0005 東京都台東区上野4-10-17

アドアーズ上野アメ横店 110-0005 東京都台東区上野4-9-14　上野K･Kﾋﾞﾙ B1～4階

アドアーズ浅草店 111-0032 東京都台東区浅草1-42-4　ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺｰﾄ浅草 B1～1階

ＡＭ　ＰＩＡ大森 143-0023 東京都大田区山王2-2-15

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　蒲田Ｍ２ 144-0051 東京都大田区西蒲田7-6-3ﾌﾟﾘﾝｽ会館

アドアーズ中野店 164-0001 東京都中野区中野5-52-15  ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ 185

ｎａｍｃｏ中野店 164-0001 東京都中野区中野5-52-15 中野ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ別館

タイトーステーション　町田店 194-0013 東京都町田市原町田6-21-23松山ﾋﾞﾙ1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

ラウンドワン町田店 194-0022 東京都町田市森野1-13-14

アドアーズ仙川店 182-0002 東京都調布市仙川町2-21-12  VICﾋﾞﾙ7 1～3階

こころっこイトーヨーカドー東久留米店 203-0053 東京都東久留米市本町3-8-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ東久留米店内

ＹＡＺワールド　八王子みなみ野店 192-0916 東京都八王子市みなみ野1丁目2−1 ｱｸﾛｽﾓｰﾙ八王子みなみ野 3F

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ八王子 192-0083 東京都八王子市旭町2-5 八王子駅前ﾋﾞﾙA館

ＮＩＣＯＰＡ＆ｎｉｃｏ　ｇｒｏｕｎｄイーアス高尾店 193-0834 東京都八王子市東浅川町550-1 ｲｰｱｽ高尾2F

タイトーＦステーション　南大沢店 192-0364 東京都八王子市南大沢2-3FAB南大沢2F            

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

プラサカプコン　吉祥寺店 184-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1いなりやﾋﾞﾙB1F

ラウンドワン吉祥寺店 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-22

プレイロットジョイ 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-23河田ﾋﾞﾙ1F

アミューズランドモナコ吉祥寺 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-9-7 高橋ﾋﾞﾙ

セガ　東京ドームシティ 112-0004 東京都文京区後楽1-3-61株式会社東京ﾄﾞｰﾑ ｱﾄﾗｸｼｮﾝｽﾞ内ｶｰﾆﾊﾞﾙ

タイトーステーション　池袋ロサ店 171-0021 東京都豊島区西池袋1-37-12ﾛｻ会館1F

アドアーズサンシャイン店 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

セガ　池袋ＧＩＧＯ 170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-1

ＡＭ　Ｓｔ．Ｔｒｏｐｅｚ　池袋 170-0013 東京都豊島区東池袋1-29ｻﾝﾄﾛﾍﾟﾋﾞﾙ2F

アドアーズ池袋東口店 170-0013 東京都豊島区東池袋1-41-4　池袋とうきゅうﾋﾞﾙ 1～2階

PROJECT ADORES池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目22番12号　高和ﾋﾞﾙB1～5階

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

ｎａｍｃｏ王子サンスクエア店 114-0002 東京都北区王子1-4-1 ｻﾝｽｸｴｱ2階

クラブ　セガ　立川 190-0023 東京都立川市柴崎町3-2-1ｻｻﾞﾝﾋﾞﾙ 1F

アドアーズ立川店 190-0023 東京都立川市柴崎町3-4-3  ｸﾞﾙﾒｰﾄﾀｶｵ B1～3階

タイトーステーション　立川北口店 190-0012 東京都立川市曙町2-4-5       ｸﾘｻｽ立川              

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

ファンタジーランドガルー宇都宮店 321-0101 栃木県宇都宮市江曽島本町22-7 ｱﾋﾟﾀ宇都宮店2階

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

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

セガ　イオンモール　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ｲｵﾝﾓｰﾙ木曽川3階

ゲームランド岡崎店 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

ポート24幸田店 444-0111 愛知県額田郡幸田町高力字沖原15ｶﾒﾘｱｶﾞｰﾃﾞﾝ幸田内 

小牧メトロポリス 485-0015 愛知県小牧市間々片山181-1

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

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ｍｏｚｏワンダーシティ上小田井 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

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名古屋駅前店 453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町6-6 ﾆｯｾｲ名古屋駅西ﾋﾞﾙ別館B1

レジャーランド　ささしま 453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-14 ﾏｰｹｯﾄｽｸｴｱささしま1F

セガ　金山 456-0001 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

ｎａｍｃｏイオンモール熱田店 456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11 ｲｵﾝﾓｰﾙ熱田4F

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

ラウンドワンモレラ岐阜店 501-0497 岐阜県本巣市三橋1100

プレビプレイランド 四日市AMパーク 510-0075 三重県四日市市安島1-3-31ﾗﾗｽｸｴｱ5F

ＹＡＺ　ＷＯＲＬＤ　四日市店 510-0883 三重県四日市市泊小柳町4-34

ｎａｍｃｏイオンモール鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2ｲｵﾝﾓｰﾙ鈴鹿2F

アピナ鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4丁目20番1号ｲｵﾝﾀｳﾝ鈴鹿2階

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

シートピアＹＡＺ大須賀店 437-1304 静岡県掛川市西大渕3359

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

タイトーステーション　ウェルディ長泉店 411-0934 静岡県駿東郡長泉町下長窪字城山1076-1ｳｪﾙﾃﾞｨ長泉2F

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ沼津店 410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-5

シートピアＹＡＺ　焼津店 425-0055 静岡県焼津市道原585番地

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

プラサカプコン　志都呂店 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂町5605ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松志都呂3F

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

楽市楽座　サンストリート浜北店 434-0041 静岡県浜松市浜北区平口2861ｻﾝｽﾄﾘｰﾄ浜北内M-207

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

イオンモール佐久平ゲームコーナー 385-0029 長野県佐久市佐久平駅南11-10ｲｵﾝﾓｰﾙ佐久平2F

アピナ長野大橋店 380-0928 長野県長野市若里7-9-12

アピナ長野川中島店 381-2221 長野県長野市川中島町御厨967-1

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

楽市楽座　イオンモール京都桂川店 601-8211 京都府京都市 南区久世高田町376−1

プレイランド　京都店 615-0072 京都府京都市右京区山ﾉ内池尻町1-1 京都ﾌｧﾐﾘｰ3F

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

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

ｎａｍｃｏイオンモールＫＹＯＴＯ店 601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町1番地ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO

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

ｎａｍｃｏビバシティ彦根店 522-0044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43-1 ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ彦根2F

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

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ鳳店 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12 ｱﾘｵ鳳ｱﾘｵﾓｰﾙ3F

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

ソユーゲームフィールド　泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3番地の12 ｲｵﾝﾓｰﾙりんくう泉南2階

セガ　あべの　キューズモール 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1あべのﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸ ｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ 3階

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

タイトーステーション　難波店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波千日前15-12

ｎａｍｃｏイオンモール鶴見緑地店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1-421 ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴見緑地4F

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

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ﾋﾞﾙ 1F･2F

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

キッズプラザきゃらんど和泉店 594-1157 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽｰと和泉 2階

ソユーゲームフィールド　奈良橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町七丁目20番1 ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F

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

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

タイトーステーション　尼崎つかしん店 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1SCつかしん内東町北館3階

ｎａｍｃｏイオンモール姫路リバーシティー 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江2560番地ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ2F

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

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石井1-2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山内6階

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

タイトーステーション　フジグラン緑井店 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井1-5-2ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ緑井3F

セガ広島本通 730-0035 広島県広島市中区本通9-30ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾋﾞﾙ

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

ゆめタウン高松店 761-8072 香川県高松市三条町中所608-1ゆめﾀｳﾝ高松店2Fゆめﾗﾝﾄﾞ

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

ソユーファミリーゲームフィールド　防府店 747-0823 山口県防府市鐘紡町7番1号 ｲｵﾝﾀｳﾝ防府1F

ｎａｍｃｏゆめタウン徳島店 771-1202 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88番地の1 ゆめﾀｳﾝ徳島2階

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

ｎａｍｃｏゆめタウン光の森店 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森7丁目39番1 ゆめﾀｳﾝ光の森南館3F

スペースタイム２５・イオン錦店 868-0303 熊本県球磨郡錦町西字打越715-1ｲｵﾝ錦店内

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

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

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　フレスポ国分店 894-4321 鹿児島県霧島市国分広瀬2-4-1

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

ｎａｍｃｏゆめタウン夢彩都店 850-0035 長崎県長崎市元船町10-1 夢彩都4F

Ｇ－ＳＴＡＧＥ浜町 850-0853 長崎県長崎市浜町2-26

スペースタイム２５　宗像店 811-3400 福岡県宗像市くりえいと1-5-1ｻﾝﾘﾌﾞ宗像店2F

ゆうゆうパーク イオン福岡東店 811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北二丁目14番1号ｲｵﾝ福岡東ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

楽市楽座　イオンモール筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺434-1ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野店3F

G-STAGE飯塚 820-0081 福岡県飯塚市枝国６８０－２    

ジャンボパンチ希林 820-0083 福岡県飯塚市秋松947

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

ふくの湯 花畑店　アミューズメントコーナー 811-1356 福岡県福岡市南区花畑4丁目12-3

ｎａｍｃｏ博多バスターミナル店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1 博多ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ7F

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

楽市楽座  イオンモール福津店 811-3213 福岡県福津市793番地ｲｵﾝﾓｰﾙ福津店3階3043A

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

九州

北海道

東北

関東

北陸東海

近畿

中四国

※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。

『自分ツッコミくま　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

近畿

中四国

九州

沖縄

『自分ツッコミくま　ボールチェーン付きぬいぐるみ』 導入店一覧


