
地域 店舗名 郵便番号 住所

キッズ・パーク　イオン千歳店 066-0063 北海道千歳市幸町6-51

ＢＩＧＢＡＮＧ　室蘭店 050-0075 北海道室蘭市中島本町2-8-1

ＢＩＧＢＡＮＧ　滝川店 073-0024 北海道滝川市東町1-8-14

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

ゲオパーク　函館昭和 041-0812 北海道函館市昭和3-24-18ｹﾞｵ函館昭和店内

ディノスパーク　ノルベサ 063-0063 北海道札幌市中央区南条3条西5丁目1-1 ﾉﾙﾍﾞｻ5･6F

アピナ新千歳空港店 066-0012 北海道千歳市美々1新千歳空港(国内線)旅客ﾀｰﾐﾅﾙ4階

ベガジオ美しが丘店 004-0811 北海道札幌市清田区美しが丘1条7丁目6-10

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

モーリーファンタジー登別店 059-0026 北海道登別市若山町４－３３－１イオン登別店２階

モーリーファンタジー釧路店 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木１－１－７イオン釧路店２階

モーリーファンタジー札幌平岡店 004-0873 北海道札幌市清田区平岡３条５丁目３－１イオン札幌平岡店２階

モーリーファンタジー札幌元町店 065-0031 北海道札幌市東区北３１条東１５丁目１－１イオン札幌元町店３階

モーリーファンタジー札幌苗穂店 007-0802 北海道札幌市東区東苗穂２条３丁目１番１号イオン札幌苗穂店２階

モーリーファンタジー旭川西店 070-0823 北海道旭川市緑町２３－２１６１－３イオン旭川西店２階

モーリーファンタジー苫小牧店 053-0053 北海道苫小牧市柳町３－１－２０イオン苫小牧店２階

モーリーファンタジー札幌発寒店 063-0828 北海道札幌市西区発寒８条１２丁目１－１　イオン札幌発寒店３階

モーリーファンタジー三笠店 068-2165 北海道三笠市岡山１０５９－１イオンスーパーセンター三笠店１階

モーリーファンタジー名寄店 096-0071 北海道名寄市字徳田８０番地１イオン名寄ショッピングセンター２階

ユーズランド下田店 039-2112 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田1F

ユーズランド下田店 039-2112 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田1F

スペースファンタジーインフィニ店 036-8092 青森県弘前市城東北3-10-1さくら野百貨店弘前店4F

モーリーファンタジー十和田店 034-0041 青森県十和田市大字相坂字六日町山１６６番１イオンスーパーセンター十和田店１階

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                       

タイトーステーション仙台クリスロード店　 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-3-25                       

リスコ　アルウ゛ェ 010-0002 秋田県秋田市東通仲町4-1秋田拠点ｾﾝﾀｰｱﾙヴｪ1F

プレイランドソピア御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1  ｲｵﾝ秋田SC2F

モーリーファンタジー能代店 016-0825 秋田県能代市　柳町１１－１イオン能代店３階

モーリーファンタジー大館店 017-0041 秋田県大館市大田面２３８イオンスーパーセンター大館店１階

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

アピナ上尾店 960-8051 福島県福島市曽根田町1-18ﾏｯｸｽふくしまｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

THE 3RD PLANET ピボット福島店 960-8031 福島県福島市栄町1-1 ﾊﾟﾜｰｼﾃｨﾋﾟﾎﾞｯﾄ内

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

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                          

GAMEココナッツパラダイス 鶴ケ島ポポラ 350-2204 埼玉県鶴ｹ島市鶴ｹ丘276-1POPOLA3Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

楽市楽座イオンモール川口店 333-0842 埼玉県川口市前川1-1-11ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川3F

THE 3RD PLANET フレスポ八潮店 340-0822 埼玉県八潮市大瀬822-1ﾌﾚｽﾎﾟ八潮 3F

ギガステーション戸田店 335-0031 埼玉県戸田市美女木943-7

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

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さいたま・栗橋店 349-1105 埼玉県久喜市小右衛門192-1

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ｵｰﾂｰﾊﾟｰｸ内

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

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

ゴジラ　ノア店 278-0031 千葉県野田市中根36-1ｲｵﾝ･ﾉｱ店3F

ソニックビーム松戸 271-0092 千葉県松戸市松戸1172-1

ＥＧＧＳ　ＰＯＲＴ船橋店 273-0012 千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽｰとTOKYO-BAY北館1階

ＳＵＰＥＲ　ＷＡＶＥ柏店 277-0872 千葉県柏市十余二字南翁原249-86

ラウンドワン八千代村上店 276-0028 千葉県八千代市村上南1丁目5番地54

セガ　秋葉原 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-95F

新宿スポーツランド本館 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-121F

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

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

ランブルプラザ 170-0013 東京都豊島区東池袋1ｰ42ｰ19

ドラマ　箱根ケ崎店 190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ｹ崎東松原11-5

アドアーズ下北沢店 155-0031 東京都世田谷区北沢2-12-7

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ﾋﾞﾙ

アドアーズ池袋西口店 171-0021 東京都豊島区西池袋1-33-2  ｱﾄﾞｱｰｽﾞ池袋ﾋﾞﾙ

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 

ラウンドワン八王子店 192-0903 東京都八王子市万町53番地の1

ラウンドワン足立江北店 120-0015 東京都足立区江北7-6-4

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1丁目1番10号 ダイバーシティ東京 プラザ 6階

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  ﾑｻｼﾎﾞｳﾙﾋﾞﾙ1F          

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

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

楽市楽座湘南藤沢店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-5  ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ湘南藤沢ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2階

ＳＯＹＵ　ゲームフィールド湘南 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1湘南ﾓｰﾙFILL 2F

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

メジャーロード２４ 954-0111 新潟県見附市今町4-20-568-1

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

モーリーファンタジーｆ（旧）ｆａｍｉｕ新潟南店 950-0145 新潟県新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号イオンモール新潟南店２階

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

ゲームパラダイス 920-0849 石川県金沢市堀川新町5-1ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｽｸｴｱ1F

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

楽市楽座イオンモール甲府店 409-3852 山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内1街区

セガ　ワールド　上田 386-0001 長野県上田市大字上田1847-1

アピナ穂高店 399-8303 長野県安曇野市穂高2450

アピナ上田インター店 386-0002 長野県上田市住吉280-1

アピナ松本店 390-0833 長野県松本市双葉19-10

アピナ諏訪店 392-0012 長野県諏訪市四賀1811-2

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

ラウンドワン モレラ岐阜店 501-0497 岐阜県本巣市三橋1100

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

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

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

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

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

THE 3RD PLANET 浜松プラザ店 435-0048 静岡県浜松市東区上西町1020-1FRESPO  2F

ポート２４浜松店 431-0202 静岡県浜松市西区坪井町4183

セガ　ワールド　上小田井　ｍｏｚｏワンダーシティ 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

楽市楽座イオンモール扶桑店 480-0105 愛知県丹羽郡扶桑町南山名字高塚5番地ｲｵﾝﾓｰﾙ扶桑ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

モーリーファンタジー南陽店 455-0873 愛知県名古屋市港区春田野１－３３０イオン南陽店３階

モーリーファンタジー松阪店 515-0812 三重県松阪市船江町１３９２－２７マーム３階

モーリーファンタジー四日市尾平店 512-0921 三重県四日市市尾平町字天王川原１８０５イオン四日市尾平店３階

モーリーファンタジー鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２イオン鈴鹿店２階

モーリーファンタジーララパーク店 516-0007 三重県伊勢市小木町曽弥５３８イオンタウン伊勢ララパーク店２階

モーリーファンタジー津城山店 514-1112 三重県津市久居小野辺町１１３０－７イオンタウン津城山店２階

THE 3RD PLANET イオンタウン彦根店 522-0007 滋賀県彦根市古沢町255-1

モーリーファンタジー草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町３００イオン草津店３階

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

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

モーリーファンタジー洛南店 601-8327 京都府京都市南区吉祥院御池町３１イオン洛南店２階

モーリーファンタジー福知山店 620-0922 京都府福知山市岩井７９－８イオン福知山店２階

モーリーファンタジー久御山店 613-0024 京都府久世郡久御山町森南大内１５６－１イオン久御山店２階

モーリーファンタジー京都五条店 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町２５－１イオン京都五条店２階

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イオン高の原ショッピングセンター４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 ｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ行 区画番号332 

ゲームポイント　シャトーＥＸ 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町3-9-3 ｸﾞﾗﾝｼｬﾄｰﾋﾞﾙ1F/2F

ＭＥＣＨＡ天保山 552-0022 大阪府大阪市港区海岸通り 1-1-10天保山ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ内

ＭＥＣＨＡ高井田店 577-0053 大阪府東大阪市高井田本通4-2-5

ラウンドワン豊中店 561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目1番1号

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

ＴＳＵＴＡＹＡ　篠山店　　　　　　　　　 669-2202 兵庫県篠山市東吹字行石ﾉ坪406-1                      

ゲームセンタートップラン 651-2404 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷1427030

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

モーリーファンタジー加古川店 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川店２階

モーリーファンタジー南淡路店 656-0511 兵庫県南あわじ市賀集八幡北　字東内３７８－１イオン南淡路店１階

モーリーファンタジー和田山店 669-5215 兵庫県朝来市和田山町枚田岡７７４イオン和田山店２階

モーリーファンタジー洲本店 656-0021 兵庫県洲本市塩屋１－１－８イオン洲本店２階

モーリーファンタジー姫路大津店 671-1146 兵庫県姫路市大津区大津町２丁目５番イオンモール姫路大津店２階

モーリーファンタジー加西北条店 675-2312 兵庫県加西市北条町北条３０８－１イオン加西北条店２階

モーリーファンタジー明石店 674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り３－３－１イオン明石３番街３階

モーリーファンタジー姫路ＲＣ店 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江２５６０番地  イオン姫路店リバーシティ店１階

モーリーファンタジー三木店 673-0404 兵庫県三木市大村字砂１６３イオン三木店３階

モーリーファンタジー社店 673-1431 兵庫県加東市社１１２６－１イオン社店２階

モーリーファンタジー高砂店 676-0019 兵庫県高砂市緑丘２丁目１－４０イオン高砂店２階

楽市楽座イオンモール大和郡山店 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町741-333ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山店3F

ゲームアイビスかしはら店 634-0837 奈良県橿原市曲川町7-25-1ﾐﾄﾞﾘ電化2階

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

モーリーファンタジー大和郡山店 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋　７４１イオン大和郡山店３階

THE 3RD PLANET 鳥取店 680-0903 鳥取県鳥取市南隈519番地ﾄﾘﾆﾃｨｰﾓｰﾙAｿﾞｰﾝ

ピノッキーランドゆめタウン井原店 715-0022 岡山県井原市下出部町2-11-2 3F

パルド スパティオ ゆめタウン倉敷店 710-0834 岡山県倉敷市笹沖1274-1ゆめﾀｳﾝ倉敷店3F

モーリーファンタジー児島店 711-0921 岡山県倉敷市児島駅前２－３５天満屋ハピータウン児島店３階

モーリーファンタジー玉野店 706-0011 岡山県玉野市宇野１－３８－１天満屋ハピータウン玉野店３階

ブラックジャック東広島 739-0000 広島県東広島市西条町御蘭宇6120

ファンタジア 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井6-21-1 7F

ブラックジャックアクア店 731-0124 広島県広島市安佐南区大町東4丁目12-11

ピノッキースパティオ大竹店 739-0622 広島県大竹市晴海1-5-1

ゲームパークＭＥＣＨＡ海田店 736-0042 広島県安芸郡海田町南大正町3-30  ｲｵﾝ海田店3F

福山メトロポリス 721-0953 広島県福山市一文字町24-1

モーリーファンタジー三原店 723-0014 広島県三原市城町２－１３－１イオン三原店２階

モーリーファンタジー宇品店 734-0003 広島県広島市南区宇品東６－１－１５イオン宇品店２階

モーリーファンタジー広島府中店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須２－１－１イオン広島府中店２階

モーリーファンタジー広島祇園ＦＩ店 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園３丁目２－１イオン広島祇園店３階

イオンファンタジーワールド広島祇園 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園３丁目２－１イオンモール３Ｆ

ピノッキースパティオ 南岩国店 740-0034 山口県岩国市南岩国1-20-30 2F

フラーボ　スパティオ 742-0031 山口県柳井市南町4-5-3ゆめﾀｳﾝ柳井店2F

ピノッキースパティオ防府店 747-0037 山口県防府市八王子2丁目8-8ゆめﾀｳﾝ防府3階

THE 3RD PLANET 山口店 753-0056 山口県山口市湯田温泉6-8-3

アミューズメントパークＭＧ徳島 770-8008 徳島県徳島市西新浜町1-45ﾏﾙﾅｶ徳島店2F

セガ　丸亀 763-0062 香川県丸亀市蓬莱町56-1

セガ　高松 761-8058 香川県高松市勅使町535

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

セガ　松山 790-0962 愛媛県松山市枝松5-7-32

グラントシティＭＧ INN キスケ店 790-0066 愛媛県松山市宮田町5-6ｷｽｹﾎﾞｯｸｽ内1F

ＦｏｒｅｓｔＨｕｎｔｅｒ松前店 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850ｴﾐﾌﾙMASAKIAM棟1階

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ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ高知 3F

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

楽市楽座砂津店店 802-0014 福岡県北九州市小倉北区砂津3-1-1ﾁｬﾁｬﾀｳﾝ小倉B棟3F

楽市楽座　サンリブシティ小倉店 800-0255 福岡県北九州市小倉南区上葛原2-14-1 ｻﾝﾘﾌﾞｼﾃｨ小倉店2F

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

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

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

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

セガ　ワールド　長崎ココウォーク 852-8104 長崎県長崎市茂里町1-55みらい長崎ｺｺｳｫｰｸ5階

モーリーファンタジー大村店 856-0836 長崎県大村市幸町２５－２００イオン大村店２階

モーリーファンタジー大塔店 857-1161 長崎県佐世保市大塔町１４－２イオン大塔店３階

モーリーファンタジー時津店 851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷７５１－５イオン時津店２階

楽市楽座イオンモール熊本店 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232-1603 ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本店2F

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

ビッグ・ウェーブ　ゆめタウン別府店 874-0943 大分県別府市楠町382-6

楽市楽座イオンモール宮崎店 880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎2F

アーバンスクエア北バイパス店 880-0036 宮崎県宮崎市花ｹ島町立毛1032-7

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

モーリーファンタジー鹿児島店 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町７イオンモール鹿児島店３階

ラウンドワン沖縄・南風原店 901-1111 沖縄県島尻郡南風原町字兼城552番地

北陸東海

近畿

中四国

九州
沖縄

『おじぱん ：なかまたちﾏｽｺｯﾄｷｰﾁｪｰﾝ』 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


