
地域 店舗名 郵便番号 住所

ラウンドワン旭川店 079-8413 北海道旭川市永山三条１－４－７

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山本ビル

ディノスパーク音更店 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西１５－２－１２  ビッグマートＢ棟

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３丁目６番地１

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

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  スズランボウル内

ディノスパーク帯広店 080-0051 北海道帯広市白樺１６条西２丁目ドリームタウン白樺内

ラウンドワン函館店 041-0824 北海道函館市西桔梗町８４８－１１

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

セガ 水沢 023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字鎧田4-1

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

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 986-0866 宮城県石巻市茜平4丁目104番地 イオン石巻ショッピングセンター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１－７－１０

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

セガ 仙台 980-21 宮城県仙台市青葉区中央2-5-5三経60ビル

ゲームランド佐沼店 987-0443 宮城県登米市南方町新島前46-1 イオンタウン佐沼ショッピングセンター内1F

セガ 名取セッツウイングス 981-1225 宮城県名取市飯野坂字土城堀57-1

お宝中古市場  山形南店 990-2461 山形県山形市南館４－１－１

アピナ鶴岡店 997-0003 山形県鶴岡市文下字広野1-1

ラウンドワン秋田店 010-0061 秋田県秋田市卸町１－１－２

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 ショッピングセンター2F

ゲームランド つがる柏店 038-3107 青森県つがる市柏稲盛幾世41 イオンモールつがる柏 本館 2F

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３－１－１

セガ八戸 031-0072 青森県八戸市城下4-25-14

ラウンドワン郡山店 963-8801 福島県郡山市向河原町４－５５1階

セガ 日和田 963-0534 福島県郡山市日和田町字西中島7-1

ラウンドワン福島店 960-8068 福島県福島市太田町14番18号

セガ 水戸 310-0015 茨城県水戸市宮町1-7-44コムボックス310

セガ 水戸南 310-0851 茨城県水戸市千波町2017-1フェドラP&D水戸１F

セガ 石岡 315-0031 茨城県石岡市東大橋中峯1976-1

インターパークプラスワン宇都宮店 321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク６－５－１

タイトーFステーション ララスクエア宇都宮店 321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6ララスクエア宇都宮B1階

ラウンドワン宇都宮店 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

モーリーファンタジー佐野新都市店 327-0821 栃木県佐野市高萩町１３２４－１イオン佐野新都市店２階

タイトーFステーション 小山店 323-0014 栃木県小山市喜沢1475番地

セガ小山 323-0825 栃木県小山市東城南1-1-18

ラウンドワン前橋店 379-2154 群馬県前橋市天川大島町１１０１－１

ＡＭ　ＰＩＡ　川口 332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-16　イート川口ビル４階

ソユーゲームフィールド 川口店 332-0033 埼玉県川口市並木元町1番79号　アリオ川口3F

プラサカプコン羽生店 348-0035 埼玉県羽生市川崎2丁目281番地3 イオンモール羽生ショッピングセンター内2F

ユーズランド  越谷店 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン４－２－２ イオンレイクタウンＫＡＺＥ ３Ｆ－Ａ３４２

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

ラウンドワン鴻巣店 365-0062 埼玉県鴻巣市箕田３１６３－７

ラウンドワン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３－１－１ららぽーと新三郷２階20000番

ラウンドワン上里店 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 埼玉県上尾市平塚917-1

アミューズランドモナコ川越店 350-0043 埼玉県川越市新富町２－４－１

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入間店 358-0026 埼玉県入間市小谷田３－７－２５

セガ 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

SILK　HAT　　本厚木 243-0018 神奈川県厚木市中町2-4-13　本厚木駅前ビル

ＡＭ　ＰＩＡ　大船 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24　大船駅前ビル1～3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　　ダイスビル　地下２階

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丁目96 日活会館3F

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　岡田屋モアーズ内１・２階

プラサカプコン磯子店 235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子1-2-1 マリコム磯子ショッピングセンター2F

クラブセガ 新杉田 235-0033 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

トレジャースポット野庭店 234-0056 神奈川県横浜市港南区野庭町610-2 野庭センター 1F

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

セガ 海老名 243-0432 神奈川県海老名市中央1-4-31海老名プラザビル

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

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１０－１３階  店舗番号３３２８０

ＡＭ　ＰＩＡ　津田沼 275-0016 千葉県習志野市津田沼1-2-1　十三ビル地下1階

モーリーファンタジー千葉ニュータウン店 270-1350 千葉県印西市中央北３丁目１番１イオン千葉ニュータウン店３階

ゲームランド千葉ニュータウン店 270-1392　 千葉県印西市中央北3丁目2番 イオンモール千葉ニュータウンモール棟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3-4 ショッピングモールunimoちはら台

ラウンドワン市原店 290-0069 千葉県市原市八幡北町３－５－１

ＰＡＬＯ市川 272-0015 千葉県市川市鬼高１－１－１

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イオンモール津田沼2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蘇我ハーバーシティ フェスティバルウォーク アミューズメント棟

セガ 千葉 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ビル

セガ 幕張 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-8メッセアミューズモール 1F

モーリーファンタジー船橋店 273-0021 千葉県船橋市山手１丁目１番地８号イオン船橋店３階

ラウンドワン  アリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田９５０－１店舗番号１０７０

プラサカプコン富津店 293-0012 千葉県富津市青木1丁目5番地1 イオンモール富津内ゲームコーナー

ＡＭ　ＰＩＡ　大森 143-0023 東京都大田区山王2-2-15

AM　St.Tropez　池袋 170-0013 東京都豊島区東池袋1-29　サントロペビル2階

SILK　HAT　八王子 192-0083 東京都八王子市旭町2-5　八王子ツインタワービルＡ館

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　蒲田西口 144-0051 東京都大田区西蒲田７－２－３ 第二醍醐ビル　地下１Ｆ～地上２階

セガ 船堀 134-0091 東京都江戸川区船堀1-6-11

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

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

セガ 新宿歌舞伎町 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-21-1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

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

セガ秋葉原5号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-1

セガ 秋葉原3号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-11-11

セガ 町田 194.-0013 東京都町田市原町田6-13-17アーバンミサワビル

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

セガ イオンモール むさし村山 208-0022 東京都武蔵村山市榎1-1-3イオンモールむさし村山2F

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

プラサカプコン吉祥寺店 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目10-1 いなりやビルB1F

セガ 池袋GiGO 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１丁目１４番１号  池袋スクエア

プラサカプコン池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目30番1 東池袋一丁目 シネマコンプレックスプロジェクト 3階

セガ 赤羽駅前 115-0045 東京都北区赤羽1-2-4

クラブセガ 自由ヶ丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-10-9

クラブセガ 立川 190-0023 東京都立川市柴崎町3-2-1サザンビル 1F

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ダイヤモンドシティ・キリオ3階

プラサカプコン稲沢店 492-8601 愛知県稲沢市長野7丁目1-2 リーフウォーク稲沢 2Ｆ

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SC シネマ棟2階

セガ イオンタウン刈谷 448-0007 愛知県刈谷市東境町京和1

アミューズファクトリー常滑店 479-0882　 愛知県常滑市りんくう町2-20-3イオンモール常滑2階

セガ 東名ボール 489-0972 愛知県瀬戸市西原町2丁目114

ユーズランド東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２イオンモール東浦２Ｆ

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

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

セガ 飯村 440-0833 愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121

セガ 豊田 471-0841 愛知県豊田市深田町1-65-1

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

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40mozoワンダーシティ4F

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

セガ 金山 456-0001 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

セガ マーゴ関 501-3936 岐阜県関市倉知516番地

セガ 多治見 507-0015 岐阜県多治見市住吉町1-1-1

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

プラサカプコン甲府店 409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条字北河原3717番地

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

ラウンドワン新潟店 950-0954 新潟県新潟市中央区美咲町２丁目１－３８

カプコサーカス新潟東店 950-0813 新潟県新潟市東区大形本町3-1-2 ジャスコシティ新潟東内ゲームコーナー

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4-2静活プラザビル 1,2F

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

YAZ磐田店 438-0026 静岡県磐田市西貝塚横須賀道北3690 イオンタウン磐田内

プラサカプコン志都呂店 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂二丁目37番1号　イオンモール浜松志都呂3階

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

タイトーFステーションイオン富士宮店 418-0032 静岡県富士宮市浅間町1-8 イオンショッピングセンター3階

ラウンドワン　富士店 417-0024 静岡県富士市八代町4-15

ラウンドワン金沢店 921-8163 石川県金沢市横川6-120-1ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝｽﾀｼﾞｱﾑ金沢店

セガ イオンタウン 金沢示野 920-0069 石川県金沢市戸坂西2-1

セガ 松本 390-0841 長野県松本市渚1-7-1渚ライフサイト内

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

ＰＡＬＯ桑名 511-0863 三重県桑名市新西方１丁目２２番地イオン桑名店２階

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

ＮＩＣＯＰＡ四日市北店 510-8016 三重県四日市市富州原町2-40イオン四日市北店2F

PALO津南店 514-0817 三重県津市高茶屋小森町145番地イオンモール津南３階

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

NICOPA津イオン店 514-0003 三重県津市桜橋３－４４６イオン津店２Ｆにこぱ

プラサカプコン京都店 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町25-1 イオンモール京都五条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三条下ル山崎町２５０番地

ラウンドワン京都伏見店 612-8387 京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町１３１

モーリーファンタジー高の原店 619-0223 京都府木津川市相楽台１－１－１イオンＳＣ高の原店４階

ゲームフィールド 守山店 524-0101 滋賀県守山市今浜町2620-5　ピエリ守山店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SC 3階

セガエイスクエア草津 525-0025 滋賀県草津市西渋川1-23-23ＡーＳＱＵＡＲＥ ＳＡＲＡ新棟2F

ラウンドワン浜大津アーカス店 520-0041 滋賀県大津市浜町２－１浜大津アーカス４Ｆ

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 大阪府阿倍野区阿倍野筋1-6-1キューズモール3F Q-332

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

ラウンドワン高槻店 569-0036 大阪府高槻市辻子3-6-4

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

ソユーゲームフィールド　堺鉄砲町店 590-0905 大阪府堺市堺区鉄砲町１番地　イオンモール堺鉄砲町3F

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丁目241番

モーリーファンタジー堺北花田店 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町４－１－１２イオン堺北花田店２階

ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　ＦＩＥＬＤ　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1　3Ｆ　30060

モーリーファンタジー金剛店 589-0011 大阪府大阪狭山市半田１－３５－１イオン金剛店３階

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アポロビル 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

ＰＡＬＯ京橋 534-0025 大阪府大阪市都島区片町２－３－５１

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

クラブセガ 東梅田 530-0027 大阪府大阪市北区堂山町9-28

ハイテクランドセガ ミスト2 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-11-4駅前第4ビル B1F

セガワールド 布施 577-0056 大阪府東大阪市長堂1-1-1ロンモール布施内

モーリーファンタジー金剛東店 584-0082 大阪府富田林市向陽台３－１－１イオン金剛東店４階

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 ららぽーと和泉店 594-1157 大阪府和泉市あゆみ野４－４－７４階 店舗番号４２１００

モーリーファンタジー橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町７－２０－１イオン橿原店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

ラウンドワンスタジアム奈良ミ・ナーラ店 630-8012 奈良県奈良市二条大路南１－３－１ ミ・ナーラ５階

NICOPAカリヨンパーク伊丹店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽店４Ｆ

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

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1-7-2A-408

セガ 神戸umie モザイク 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1神戸ハーバーランドｕｍｉｅＭＯＳＡＩＣ

クラブセガ 姫路OS 670-0927 兵庫県姫路市駅前町254姫路OSビル B1F

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

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

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

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

セガ 倉敷 710-0833 岡山県倉敷市西中新田535-2

セガ 海田 736-0042 広島県安芸郡海田町南大正町 3-35

プラサカプコン広島店 731-5162 広島県広島市佐伯区石内東4丁目1番1号　ジ アウトレット広島1Ｆ

セガ 広島本通 730-0035 広島県広島市中区本通9-30ランドマークビル

ラウンドワン広島店 730-0032 広島県広島市中区立町３－１１

アミパラ神辺店 720-2104 広島県福山市神辺町大字新道上字１－２－１

ラウンドワン福山店 721-0961 広島県福山市明神町１－９－２８

モーリーファンタジー・ｆ綾川店 761-2304 香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１イオンＳＣ綾川店３階

ラウンドワン高松店 760-0068 香川県高松市松島町２－７－４３

ソユーフォレストハンター 松前店 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850番地　エミフルMASAKI AM棟1F

アミパラ松山店 790-0051 愛媛県松山市生石町６５５－１

プラサカプコン新居浜店 792-0007 愛媛県新居浜市前田町8-8 イオンモール新居浜2F

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

ラウンドワン高知店 780-0816 高知県高知市南宝永町4-12

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

you me CIRCUS(出雲店) 693-0063 島根県出雲市大塚町650番地1 ゆめタウン出雲 東館3F

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

モーリーファンタジー南宮崎店 880-0902 宮崎県宮崎市大淀４－７－３０イオン南宮崎店３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３－４－６０

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

ラウンドワン熊本店 860-0047 熊本県熊本市西区春日7-25-15

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

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

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

モーリーファンタジー福岡店 811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２－１イオン福岡店２階

ラウンドワン大野城店 816-0912 福岡県大野城市御笠川１－１８－１６

プラサカプコン直方店 822-0008 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

モーリーファンタジー香椎浜店 813-0016 福岡県福岡市東区香椎浜３－１２－１イオンモール香椎浜店２階

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

モーリーファンタジー福津店 811-3208 福岡県福津市日蒔野６－１６－１イオン福津店２階

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

モーリーファンタジー八幡東店 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田３丁目２－１０２イオン八幡東店３階

沖縄 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

北陸東海

近畿

中四国

九州

北海道

東北

関東

『ともだちはくま もちもちクッション』 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。


