
地域 店舗名 郵便番号 住所

セガ 弘前 036-8085 ⻘森県弘前市⼤字末広1-3-3

セガ 仙台 980-2100 宮城県仙台市⻘葉区中央2-5-5三経60ビル

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

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

セガワールド ⽯巻 986-0853 宮城県⽯巻市⼤街道東4-1-45

セガワールド 古川 989-6151 宮城県⼤崎市古川字城⻄15

セガ 秋⽥ 010-0065 秋⽥県秋⽥市茨島1-1-16

セガ ⽶沢 992-0021 ⼭形県⽶沢市⼤字花沢字タナコ原177

セガ庄内 997-1316 ⼭形県東⽥川郡三川町⼤字猪⼦字⼤堰端326-6

セガワールド 福島 960-0103 福島県福島市本内字中井1-2

セガワールド ⽩河 961-0853 福島県⽩河市新⾼⼭1-1メガステージ⽩河内

セガ 勿来 979-0145 福島県いわき市勿来町四沢字鍵⽥13

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

セガ ⽔⼾南 310-0851 茨城県⽔⼾市千波町2017-1フェドラP&D⽔⼾１F

セガ ⽯岡 315-0031 茨城県⽯岡市東⼤橋中峯1976-1

セガ 今市 321-2405 栃⽊県⽇光市芹沼1448-1

セガ ⻄那須野 329-2705 栃⽊県那須塩原市南郷屋2-106-27

セガワールド 太⽥ 373-0823 群⾺県太⽥市⻄⽮島575-1

セガワールド 館林 374-0037 群⾺県館林市⼩桑原町949-1

セガワールド 沼⽥ 378-0004 群⾺県沼⽥市下久屋町1100-1

セガ 川⼝ 332-0003 埼⽟県川⼝市東領家2-2-10

セガ 与野 338-0004 埼⽟県さいたま市中央区本町⻄5-2-9イオン与野ショッピングセンター3F

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

セガ ⼊間 358-0012 埼⽟県⼊間市東藤沢2-18

セガ 所沢 359-1123 埼⽟県所沢市⽇吉町8-1

セガワールド 籠原 360-0845 埼⽟県熊⾕市美⼟⾥町1-169

セガ 花園 369-1245 埼⽟県深⾕市荒川359

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 1F

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

クラブセガ 稲⽑オーツーパーク 263-0051 千葉県千葉市稲⽑区園⽣町380-1オーツーパーク内

セガ ららぽーと TOKYO-BAY 273-8530 千葉県船橋市浜町2-1-1北館1階 E122区画

セガ イオンモール 銚⼦ 288-0815 千葉県銚⼦市三崎町2-2660-1イオンモール銚⼦2F

セガ 旭 289-2504 千葉県旭市⼆3150-1

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

セガ秋葉原5号館 101-0021 東京都千代⽥区外神⽥1-10-1

セガワールド 葛⻄ 134-0084 東京都江⼾川区東葛⻄9-3-3イトーヨーカ堂 3F

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

セガ 神楽坂 162-0825 東京都新宿区神楽坂2-11第⼆カグラヒルズ 1F

セガ 池袋GiGO 170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-1

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

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

セガワールド 東⼤和 207-0022 東京都東⼤和市桜ｹ丘1-1330-19ビックボックス東⼤和 1F

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

セガ センター南 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央3-25aune港北

セガ ⼩⽥原 ダイナシティ 250-0872 神奈川県⼩⽥原市中⾥296-1ダイナシティイーストモール3F

セガ イトーヨーカドー 古淵 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵3-13-33イトーヨーカ堂 3F

セガイオンモール⾼岡 933-0813 富⼭県⾼岡市下伏間383イオンモール⾼岡⻄館2F(2001A区画)

セガアルプラザ ⾦沢 920-0014 ⽯川県⾦沢市諸江町30-1アルプラザ⾦沢 2F

セガ イオンタウン ⾦沢⽰野 920-0069 ⽯川県⾦沢市⼾坂⻄2-1

セガワールド 武⽣ 915-0883 福井県越前市新町3字13-4

セガ 松本 390-0841 ⻑野県松本市渚1-7-1渚ライフサイト内

セガ 岡⾕ 394-0026 ⻑野県岡⾕市塚間町2-1-21

セガワールド 豊科 399-8201 ⻑野県安曇野市豊科南穂⾼1115

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

セガワールド ⾼⼭ 506-0055 岐⾩県⾼⼭市上岡本町7-7

セガ 多治⾒ 507-0015 岐⾩県多治⾒市住吉町1-1-1

セガサントムーン柿⽥川 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 ベイドリーム 清⽔ 424-0906 静岡県静岡市清⽔区駒越北町8-1ベイドリーム清⽔

セガ 掛川 436-0048 静岡県掛川市細⽥248

セガ 飯村 440-0833 愛知県豊橋市飯村町字⻄⼭ 25-121

セガ イオンタウン刈⾕ 448-0007 愛知県刈⾕市東境町京和1

セガ イオンタウン 名⻄ 451-0015 愛知県名古屋市⻄区⾹呑町六丁⽬49-1

セガ mozoワンダーシティ 上⼩⽥井 452-0817 愛知県名古屋市⻄区⼆⽅町40mozoワンダーシティ4F

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（311区画）

セガワールド 知⽴ 472-0045 愛知県知⽴市⻑篠町⼤⼭18-1ギャラリエアピタ1Ｆ

セガ 東名ボール 489-0972 愛知県瀬⼾市⻄原町2丁⽬114

セガ イオンモール ⽊曽川 493-0001 愛知県⼀宮市⽊曽川町⿊⽥南字⼋ツヶ池25-1ダイヤモンドシティ・キリオ3階

セガ 尾⻄ 494-0002 愛知県⼀宮市篭屋3-9-7アソビックス尾⻄

セガワールド 桑名 511-0947 三重県桑名市⼤字⼤仲新⽥字宮前158番地サンシパーク内

セガワールド 久居 514-1101 三重県津市久居明神町字⾵早2534-1インターｶﾞｰﾃﾞﾝ内

クラブセガ アドバンスモール 松阪 515-0055 三重県松坂市⽥村町235-1

クラブセガ 名張 518-0773 三重県名張市希央台3-15

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

セガワールド 六地蔵 612-8002 京都府京都市伏⾒区桃⼭町⼭ノ下32京都ショッピングセンター 2F

セガ 今福 536-0002 ⼤阪府⼤阪市城東区今福東1-9-34

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

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あべのマーケットパーク キューズモール

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

セガ 新三国アルゴ7 561-0823 ⼤阪府豊中市神州町1-15アルゴセブンビル2階

セガ ビバモール 寝屋川 572-0855 ⼤阪府寝屋川市寝屋南2-22-2ビバモール寝屋川 モール棟2F

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

セガワールド 枚⽅ 573-1164 ⼤阪府枚⽅市須⼭町83-1サンシャインプラザ枚⽅内

セガ 東⼤阪 577-0004 ⼤阪府東⼤阪市稲⽥新町3-9-64

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

クラブセガ 藤井寺 583-0000 ⼤阪府藤井寺市沢⽥1-20-8

セガワールド 松原 599-8101 ⼤阪府堺市東区⼋下町3-10

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

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

セガ フェニックスプラザ 摩耶 657-0851 兵庫県神⼾市灘区味泥町6-1フェニックスプラザ１Ｆ

セガ つかしん 661-0001 兵庫県尼崎市塚⼝本町4-8-1つかしん内

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

セガ コロワ甲⼦園 663-8166 兵庫県⻄宮市甲⼦園⾼潮町3-3コロワ甲⼦園

セガ ららぽーと 甲⼦園 663-8178 兵庫県⻄宮市甲⼦園⼋番町1-100ららぽーと甲⼦園2050ソニックタウン

セガ 明⽯ 674-0074 兵庫県明⽯市⿂住町清⽔2464-1

セガ ⿃取 680-0913 ⿃取県⿃取市安⻑416

セガ 松江 690-0047 島根県松江市嫁島町12-15

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

セガワールド 福⼭ 720-0838 広島県福⼭市瀬⼾町⼭北300

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

セガ LECT広島 733-8509 広島県広島市⻄区扇2-1-45LECT2F

セガ⼩郡 754-0023 ⼭⼝県⼭⼝市⼩郡前⽥町3-6

セガ 徳島 スエヒロボウル 770-0865 徳島県徳島市南末広町4-95-2

セガ ⾼松 761-8058 ⾹川県⾼松市勅使町535

セガ 丸⻲ 763-0062 ⾹川県丸⻲市蓬莱町56-1

セガ 松⼭ 790-0962 愛媛県松⼭市枝松5-7-32

セガワールド フジグラン 780-8076 ⾼知県⾼知市朝倉東町52-15フジグラン⾼知 3F

セガアリーナ 中間 809-0013 福岡県中間市上蓮花寺3-1-1

セガ 武雄 843-0024 佐賀県武雄市武雄町⼤字富岡12517-1

セガ みらい⻑崎ココウォーク 852-8104 ⻑崎県⻑崎市茂⾥町1-55みらい⻑崎ココウォーク 5F

ハイテクセガ もみの⽊村 854-0053 ⻑崎県諫早市⼩川町90-1

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

セガワールド 中津 871-0021 ⼤分県中津市沖代町1-2-16

セガ 延岡  882-0866 宮崎県延岡市平原町5-1492-8

近畿

中四国

九州

セガ限定︕『映画すみっコぐらし ティーポット＆カップセット』 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。
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関東

北陸東海


