
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　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

ＶＥＧＡＧＩＯ狸小路店 060-0062 北海道札幌市中央区南二条西4丁目6  1F

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

キャッツアイ　東苗穂店 007-0806 北海道札幌市東区東苗穂6条2丁目1-25

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

キャッツアイ　篠路店 002-8021 北海道札幌市北区篠路1条4丁目6-30

キャッツアイ　新川店 001-0922 北海道札幌市北区新川2条7丁目1-7

キャッツアイ　麻生店 001-0040 北海道札幌市北区北40条西4丁目1-1 ﾊﾟﾎﾞｯﾂ麻生1F

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

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

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

万ＳＡＩ堂　　北上店 024-0004 岩手県北上市村崎野14地割68番地32

スーパーノバ仙台利府 981-0111 宮城県宮城郡利府町加瀬字新前谷地55-1利府ﾍﾟｱｶﾞｰﾃﾞﾝ内

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

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ仙台店 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡37281

仙台レジャーランド一番町店 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-3-27  ｶﾞﾚﾘｱ一番町ﾋﾞﾙ1F-3F

ＧＡＭＥ　ＢＡＮＫ 981-3137 宮城県仙台市泉区大沢2-5-4

万代書店仙台南店 981-1103　 宮城県仙台市太白区中田町杉の下34番地

万代書店　多賀城店 985-0843 宮城県多賀城市明月1-168-1

万代書店　古川店 989-6135 宮城県大崎市古川稲葉鴻ﾉ巣138  店内UFOｷｬｯﾁｬｰｺｰﾅｰ

お宝中古市場山形南店 990-2461 山形県山形市南館4丁目1-1

お宝中古市場　鶴岡店 997-0003 山形県鶴岡市文下字広野1

アピナ鶴岡店 997-0003 山形県鶴岡市文下字広野1-1

お宝中古市場山形天童 994-0021 山形県天童市山元1019-1  

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

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

Ｒ－ＢＯＸアルヴェ店 010-0002　 秋田県秋田市東通仲町4-1

万ＳＡＩ堂　秋田店 011-0911 秋田県秋田市飯島字堀川10    

万ＳＡＩ堂　　大曲店 014-0044 秋田県大仙市戸蒔錨17−1 

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

嶺宝スポーツセンター 971-8124 福島県いわき市小名浜住吉折返2-2                          

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

万ＳＡＩ堂　郡山店 963-0111 福島県郡山市安積町荒井字大久保7-7

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

タイトーアミューズメントシティ郡山 963-0115 福島県郡山市南2丁目38 ﾌﾚｽﾎﾟ郡山内

ＳＵＰＥＲ　ＮＯＶＡ　福島店 960-8153 福島県福島市黒岩字中島7番2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

ピンクパンサーつくば店 305-0034 茨城県つくば市小野崎177-2

ジャムジャムひたちなか本店 311-1235 茨城県ひたちなか市田中後40-11 

アミューズＶＩＶＡ 312-0042 茨城県ひたちなか市東大島 2-11-11-1F     

ゲームパドック古河 306-0231 茨城県古河市小堤1916-1

茨城鑑定団　　神栖店 314-0144 茨城県神栖市大野原2-11-5

ピンクパンサー水戸赤塚店　　　　　　 311-4152 茨城県水戸市河和田1-1  常磐線赤塚駅南口駅前    

スタジオプリモマイム水戸店 310-0015 茨城県水戸市宮町1-2-4 ﾏｲﾑ 1F

ピンクパンサー　水戸けやき台店 310-0841 茨城県水戸市酒門町3276-1

フェドラＰ＆Ｄ　ＭＩＴＯ 310-0851 茨城県水戸市千波町2017-1

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

ゲームパニックつくば 300-0850 茨城県土浦市中村東1-1-1

タイトーＦ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ｲｵﾝﾀｳﾝ水戸南ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

ピンクパンサー那珂店 311-0105 茨城県那珂市菅谷1593-8

夢大陸　日立南店 316-0025 茨城県日立市森山町4-10-32

ピンクパンサー日立店　　　　　　 316-0004 茨城県日立市東多賀町5丁目10-10  

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

万代書店　　高崎店　　　　　　　　　　　　　　 370-0851 群馬県高崎市上中居町239-2

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

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

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

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

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

Ｓｐｉｃａ大宮南銀店 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-57

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

ワンパクオウコク　アリオ鷲宮店 340-0212 埼玉県久喜市久本寺谷田7-1 ｱﾘｵ鷲宮2F

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

埼玉レジャーランド春日部店 344-0041 埼玉県春日部市増富谷際163-1

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

ＡＭモナコ川越１号店 350-0043 埼玉県川越市新富町2-4-1関口池田ﾋﾞﾙ1F

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

マグマックス川越 350-1122 埼玉県川越市脇田町7-2    山二ﾋﾞﾙB1F         

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

ウエアハウス草加店　 340-0831 埼玉県八潮市南後谷507

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

ゲームスペースジャンボ　　ドーン 231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6-147                      

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

ＡＭスポット　ドリームス 226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居3-1-9 ｽﾏｰｲﾋﾞﾙ1F                  

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

ファンファン本厚木 243-0018 神奈川県厚木市中町2-1-6

ミリアンパーク厚木店 243-0016 神奈川県厚木市田村町9-25

小田原メトロポリス 256-0813 神奈川県小田原市前川219-4

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

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

アピナ橋本店 252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-1-1ﾗ･ﾌﾛｰﾙ駐車場棟1階 

アミューズメントランドＹＡＺ　平塚店 254-0013 神奈川県平塚市田村1丁目4−26

アミューズメントタウンタイガー　 270-1340 千葉県印西市中央南1-8 CCB1F

千葉鑑定団　　酒々井店　　　　　　　　　　 285-0925 千葉県印旛郡酒々井町上本佐倉字外宿122-1                

千葉レジャーランド成東店 289-1327 千葉県山武市姫島111-1

大慶園 272-0801 千葉県市川市大町359

ムー大陸稲毛店 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台2-5-7海宝ﾋﾞﾙ2F

スポーツウエーブ鉄腕２４ 260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町1025-59

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

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

ゲームアルファー 277-0005 千葉県柏市柏1-1-11ﾌｧﾐﾘｰかしわB1

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ＢＩＧＢＯＸ高田馬場 169-0075 東京都新宿区高田馬場1-35-3 BIG BOX6F

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

タイトーステーション新宿南口ゲームワールド店　　　 160-0022 東京都新宿区新宿3-35-8

ドラマ瑞穂店 190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵382-1

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

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 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-9

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

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

秋葉原ギーゴ 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-1第一半田ﾋﾞﾙ

神ぷら本店 101-0021 東京都千代田区外神田1-9-11  神ﾀﾜｰﾋﾞﾙ1F

東京レジャーランド秋葉原店 101-0021 東京都千代田区外神田1丁目9-5

神ぷら中央通り店 101-0021 東京都千代田区外神田3-14-10秋葉原HFﾋﾞﾙ1F

遊戯場 101-0021 東京都千代田区外神田3-8-5ｲｻﾐﾔ第2ﾋﾞﾙ1F

タイトーステーション秋葉原店　　　　　　 101-0021 東京都千代田区外神田4-2-2 貴三ﾋﾞﾙ

東京レジャーランド秋葉原２号店 101-0021 東京都千代田区外神田4-3-3ﾐﾅﾐﾋﾞﾙ6F7F

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

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

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

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

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

池袋ランブルプラザ 170-0013 東京都豊島区東池袋1ｰ42ｰ19

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

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

スタジオプリモ宇都宮店 320-0803 栃木県宇都宮市曲師町2-8  宇都宮ﾌｪｽﾀB1F            

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

遊ｉｎｇ 321-0912 栃木県宇都宮市石井町下平出境 2707-4

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

タイトーステーション宇都宮ベルモール店 321-0904 栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1

アピナ小山店 323-0822 栃木県小山市駅南町4-27-18

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

ゲームゾーン一宮店 491-0025 愛知県一宮市羽衣2-5-1

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

小牧メトロポリス 485-0015 愛知県小牧市間々片山181-1

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

半田メトロポリス 475-0838 愛知県半田市旭町3-11-1

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

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

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

タイトーステーション　大須店 460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-20-7

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

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

コムテックタワー 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4-10-20                     

ポート２４　一社店　　　　　　　　　　　　　　　 465-0095 愛知県名古屋市名東区高社1-260                          

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

万代書店　　各務原店 509-0111 岐阜県各務原市鵜沼川崎町 2-196  

岐阜レジャーランド穂積 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里630番地

ラウンドワンモレラ岐阜店 501-0497 岐阜県本巣市三橋1100

万代書店　　山梨本店 400-0117 山梨県甲斐市西八幡4415

ゲームパニック甲府 400-0043 山梨県甲府市国母5−20−24

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

お宝中古市場新潟本店 950-1102 新潟県新潟市西区善久708    

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

お宝中古市場　　赤道店 950-0886 新潟県新潟市東区中木戸56

夢大陸　　長岡店 940-2121 新潟県長岡市喜多町392-1

ヤッターランド大仁店 410-2322 静岡県伊豆の国市吉田字九十分153番1ﾕﾆｰ2F

アン・キン・タン浜岡店 437-1500 静岡県御前崎市池新田5832-1

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

新清水鑑定団 424-0043 静岡県静岡市清水区永楽町7-8

藤枝鑑定団 426-0009 静岡県藤枝市八幡363-4    

エーツー藤枝店 426-0027 静岡県藤枝市緑町1丁目6−5

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

夢大陸　富士本店 417-0826 静岡県富士市中里2588-2  

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

バイパスレジャーランド藤江新館店 920-0346 石川県金沢市藤江南2-105

浪漫遊　金沢本店 921-8801 石川県野々市市御経塚4丁目1番地

アムワールド 385-0021 長野県佐久市長土呂125-1 ｱﾑｱﾑﾋﾞﾚｯｼﾞ

アピナ松本店 390-0833 長野県松本市双葉19-10

ＹＡＺ長野店 381-0000 長野県長野市 南石堂町1418-2

アピナ長野大橋店 380-0928 長野県長野市若里7-9-12

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

ゲットゲーム佐野 933-0824 富山県高岡市西藤平蔵1256−1 AGIO

アピナ富山豊田店 931-8313 富山県富山市豊田町2-12-66

浪漫遊　福井店 918-8025 福井市江守中町6-10-1

ファインワールド亀岡店 621-0815 京都府亀岡市古世町西内坪101 ｲｵﾝ亀岡店3F

ゲームＡ－ＣＨＯ 604-8042 京都府京都市 中京区寺町通四条上る東大文字町302

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

お宝市番館　三重本店 511-0947 三重県桑名市大仲新田383

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

万代書店　四日市日永店 510-0885 三重県四日市市日永5丁目7−3

万代書店　松阪店ＡＭ 515-0811 三重県松阪市塚本町72-1

万代書店　鈴鹿店 513-0808 三重県鈴鹿市西条町500-1  

買取倉庫　甲西店 520-3223 滋賀県湖南市夏見163−1

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

スキップパーク 520-0242 滋賀県大津市本堅田5-20-10ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ堅田3F

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

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

梅田ジョイポリス 530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15HEP5 8F

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

ｎａｍｃｏ大阪日本橋店　１階 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-1-17ｺｽﾓﾋﾞﾙ1~3F

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

アテナプライズ 559-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目4−3

わいわいランド　東大阪店 578-0983 大阪府東大阪市吉田下島1-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ東大阪店2F 

開放倉庫　橿原店 634-0008 奈良県橿原市十市町888-5

お宝市番館　　加古川店 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福71−2

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

アミューズメントランド　ズモズモ新長田店 653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町5丁目2番1ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞﾌｧｰｽﾄ124号

Ｇ－ｐａｌａ姫路店 672-8074 兵庫県姫路市 飾磨区加茂203-1

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

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

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

福山メトロポリス 721-0953 広島県福山市一文字町24-1

わいわいランド福山店 720-8524 広島県福山市入船町3-1-60 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ福山店内 2F

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

お宝市番館瀬戸大橋店 769-0213 香川県綾歌群宇多津町東分295-1

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

ドリームプラネット高松店 761-8056 香川県高松市上天神町536ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃﾊﾟｳ高松店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

メリーランド倉吉 682-0023 鳥取県倉吉市山根557-1ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾀｳﾝ2F

マンガ倉庫　倉吉店 682-0023 鳥取県倉吉市山根646-1    

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

万代書店　新松江店 690-0825 島根県松江市学園1-8-21 

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

タイトーステーションフジグラン北島店　　 771-0204 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ﾉ須174

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

マンガ倉庫　　都城店 885-0006 宮崎県都城市吉尾町840ﾏﾝｶﾞ倉庫都城店内

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

ピクシーズ 862-0971 熊本県熊本市中央区大江4丁目2-65ｸﾞﾗﾝﾊﾟﾚｯﾀ熊本内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

フェスタ山鹿店 861-0382 熊本県山鹿市方保田字鳥越3468-1 ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ山鹿ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

フェスタ人吉店 868-0011 熊本県人吉市宝来町1307-1 人吉ﾚｯｸｽ内

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

Ａｓｏｂｉｄｏｕｒａｋｕ嘉瀬店 840-0861 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原2488−1

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

マンガ倉庫　　加治木店 899-5241 鹿児島県姶良市加治木町木田159-2ｿﾚｲﾕﾀｳﾝ加治木

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

マンガ倉庫鹿児島店 891-0114 鹿児島県鹿児島市小松原1-6-7

フェスタフリーモールわさだ店 870-1161 大分県大分市大字木上字鉾手2102番地ﾌﾘｰﾓｰﾙわさだ内

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

アミパラ佐世保店 857-1161 長崎県佐世保市大塔町18-15

Ｇ－ｐａｌａ時津店 851-2104 長崎県西彼杵郡時津町野田郷59

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

マンガ倉庫　　大川店 831-0005 福岡県大川市大字向島1373-1

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

タイトーステーション福岡天神店　　　　　 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-6-35 ｻｻﾞﾝｸﾛｽﾋﾞﾙ

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

Ｇ－Ｐａｌａ小倉 800-0255 福岡県北九州市 小倉南区上葛原1-4-1

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

マンガ倉庫浦添店 901-2133 沖縄県浦添市城間2689-1F

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

沖縄

近畿

九州

中四国

『ガルパン劇場版 ボコXL おいらジャンボな本格仕様 眼帯ver.』 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


