
地域 店舗名 郵便番号 住所

げーむぱーくぎゃらくしー旭川 079-8422 北海道旭川市永山12条3丁目ｳｴｽﾀﾝﾊﾟﾜｰｽﾞ2F

ディノスパーク　旭川 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　室蘭 050-0083 北海道室蘭市東町4-31-2

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

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

らんらんらんど上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜4-44-1

ディノスパーク上磯 049-0111 北海道北斗市七重浜7丁目14番1号ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ上磯店内

青森メトロポリス 038-0006 青森県青森市石江三好1-15-8

ザ・モール仙台長町　キッズＰ 982-0011 宮城県仙台市太白区長町7丁目41353

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

万ＳＡＩ堂　秋田店 011-0911 秋田県秋田市飯島字堀川10

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

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

四日市アミューズメントパーク店 970-8026 福島県いわき市平6-6-2ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ平店内

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

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2F2190

ぷれいらんど３７３　勝田店 312-0057 茨城県ひたちなか市石川町1-1MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ勝田店2階

ユーズランド水戸内原店 319-0305 茨城県水戸市中原町字西135ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原2F

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

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ISESAKIAM

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

群馬レジャーランド太田店 373-0285 群馬県太田市西矢島町162-2

群馬レジャーランド藤岡店 375-0005 群馬県藤岡市中2002-1

ウエアハウス三橋店　 331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋6-955-1

宝島　浦和美園店 336-0900 埼玉県さいたま市緑区大門3710ｲｵﾝ浦和美園SC2F

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mori3F3133区画

キャッツアイ狭山店 350-1305 埼玉県狭山市入間川3141

エブリディ行田店 361-0037 埼玉県行田市下忍644-1

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

ゲームランド　千葉ニュータウン店 270-1350 千葉県印西市中央北3-3ｲｵﾝﾓｰﾙ千葉ﾆｭｰﾀｳﾝｼﾈﾏｽﾎﾟｰﾂ棟2F

ティックタックワールド鴨川店 296-0001 千葉県鴨川市横渚973-1ﾌﾛｰﾚ鴨川4F

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

千葉鑑定団湾岸習志野 275-0024 千葉県習志野市茜浜1-1-1

セガ　成田　ＨＵＭＡＸ 286-0029 千葉県成田市ｳｲﾝｸﾞ土屋80番地ﾋｭｰﾏｯｸｽﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ成田1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　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

ぷれいらんど３７３　ららぽーと柏の葉店 277-0871 千葉県柏市若柴175ららぽｰと柏の葉3F

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

キャッツアイ八千代緑ケ丘 276-0047 千葉県八千代市吉橋1851ism緑ｹ丘1F

らんらんらんど千葉長沼店 263-0005 千葉市稲毛区長沼町330-50

こちら葛飾区亀有公園前派出所　こち亀ゲームぱ～く 125-0061 東京都葛飾区亀有3-49-3ｱﾘｵ亀有ｱﾘｵﾓｰﾙ3F

ぷれいらんど３７３　瑞江店 132-0011 東京都江戸川区瑞江2-1-2ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃﾗﾊﾟｰｸ瑞江店4F

東京レジャーランド　パレットタウン店 135-0064 東京都江東区青海1丁目3−8

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

東京ジョイポリス 135-0091 東京都港区台場1-6-1DECKSTOKYOBEACH4F

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

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１店 155-0031 東京都世田谷区北沢2-12-16

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

フェドラＢＩＧＦＵＮ平和島 143-0006 東京都大田区平和島1-1-1BIGFUN平和島3F

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

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

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

タイトーステーション錦糸町楽天地店　　 130-0022 東京都墨田区江東橋4-27-14楽天地ﾋﾞﾙ地下1階

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

カーニバルハウス 236-0006 神奈川県横浜市金沢区八景島横浜･八景島ｼｰﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ

キッズプラザきゃらんど立場店 245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西1-1-15ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ立場店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

ドラマ港北インターＡＭ 224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町321-6

神奈川レジャーランド厚木店 243-0031 神奈川県厚木市戸室5-31-1

小田原メトロポリス 256-0813 神奈川県小田原市前川219-4

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

こころっこアリオ橋本店 252-0146 神奈川県相模原市緑区大山1-22ｱﾘｵ橋本2F235区画ｴﾌﾞﾘﾃﾞｲFUNﾊｳｽ

宝島　大和店 242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-6-1ｲｵﾝつきみ野4F

ドラマ　　藤沢店 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8

夢大陸　　長岡店 940-2121 新潟県長岡市喜多町392-1

ユーズランド高岡店 933-0813 富山県高岡市下伏間江383ｲｵﾝ高岡SC2F

アピナ富山南店 939-8072 富山県富山市堀川町355-3ﾏｲﾌﾟﾗｻﾞ内

金沢メトロポリス 920-0333 石川県金沢市無量寺第2土地区画整理事業地内B-20街区金沢ｺﾛﾅﾜｰﾙﾄﾞ1F

福井メトロポリス 910-0836 福井県福井市大和田2-1201

万代書店　　山梨本店 400-0117 山梨県甲斐市西八幡4415

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　長野大通り店 380-0833 長野県長野市鶴賀権堂町1506ｰ3長電権堂第2ﾋﾞﾙ1F

ドリームワン瑞穂店 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里580-1ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ瑞穂店内

大垣メトロポリス 503-0808 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

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

エーツー南瀬名店 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町2-5

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　静岡インター店 422-8051 静岡県静岡市駿河区中野新田383-3

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　フレスポ八潮店 424-0067 静岡県静岡市清水区鳥坂860

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　富士店 417-0055 静岡県富士市永田町2-99

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

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

半田メトロポリス 475-0838 愛知県半田市旭町3-11-1

豊川メトロポリス 442-0824 愛知県豊川市下長山町上ｱﾗｲ41288

サムソンみなと店 455-0804 愛知県名古屋市港区当知2-1501ﾎﾟｰﾄｳｫｰｸみなと2F

中川メトロポリス 454-0954 愛知県名古屋市中川区江松3-110

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

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ京都二条店 604-8415 京都府京都市中京区西ﾉ京栂尾町107番地

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KYOTO14060

マンガ倉庫　高槻店 569-0023 大阪府高槻市松川町23−2

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3F3319

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3F3280

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

エンターテイメントフィールド　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1ららぽｰとEXPOCITY3F

ソユーウエスタンシティＵＣＷ店 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋6-2-61ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨｳｫｰｸTM3F

心斎橋ギーゴ 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-2-19

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　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　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

きゃらんどスーパーシティ明石店 674-0095 兵庫県明石市二見町西二見駅前1-18ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ明石店3F

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

アミパラ　　がいな店 683-0803 鳥取県米子市日ﾉ出町1丁目8-13

モーリーファンタジーｆ岡山店 700-0907 岡山県岡山市北区下石井1丁目2番1号ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山店4F

アミパラ広島店 733-0037 広島県広島市西区西観音町3-17

モーリーファンタジー尾道店 722-0038 広島県尾道市天満町17-23ｲｵﾝ尾道店2階

福山メトロポリス 721-0953 広島県福山市一文字町24-1

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

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ｲｵﾝ綾川ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ

アミパラ松山店 790-0051 愛媛県松山市生石町655-1

モーリーファンタジー大牟田店 836-0037 福岡県大牟田市岬町3-4ｲｵﾝ大牟田店2F

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

楽市街道　　箱崎店 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎5-1-8楽市街道箱崎店内

楽市楽座　　砂津店 802-0014 福岡県北九州市小倉北区砂津3丁目1−1

小倉メトロポリス 803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町41421

モーリーファンタジー佐賀大和店 840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535番地ｲｵﾝ佐賀大和店2階

モーリーファンタジー唐津店 847-0022 佐賀県唐津市鏡字立神4671ｲｵﾝ唐津店2階

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

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

モーリーファンタジーパークプレイス大分店 870-0125 大分県大分市公園通り西2丁目-1ｲｵﾝﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分店2

モーリーファンタジー延岡店 882-0847 宮崎県延岡市旭町2-2-1ｲｵﾝ延岡店2階

モーリーファンタジー宮崎店 880-8577 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1ｲｵﾝ宮崎店2階

サンアミューズＧⅡ 895-0006 鹿児島県薩摩川内市永利町777

ジョイジャングル美浜店 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜15番68ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾊﾟﾚｽ2F

モーリーファンタジー沖縄ライカム 901-2300 沖縄県中頭郡北中城村ｱﾜｾ土地区画整理事業区画内4街区ｲｵﾝ

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

モーリーファンタジー那覇店 901-0155 沖縄県那覇市金城5-10-2ｲｵﾝ那覇店3階

近畿

中四国

九州

沖縄

『ゴーストバスターズ ラウンドクッション』 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。

北海道

東北

関東

北陸東海


