
地域 店舗名 郵便番号 住所

グルグル イトーヨーカドー屯田店 002-0858 北海道札幌市北区屯田八条3丁目41395

ディノスパーク函館昭和 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　札幌白石 003-0023 北海道札幌市白石区南郷通1丁目北8番1号

ディノスパーク伊達店 052-0021 北海道伊達市末永町66-1

ちびっこ遊園地ジョイランド余市店 046-0003 北海道余市郡余市町黒川町12丁目ｲｵﾝ余市店2F

ファンタジープラザ苫小牧店 053-0033 北海道苫小牧市木場町1-6-1長崎屋新苫小牧店内

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

Ｂｅ－ｃｏｍｅ愛子店 989-3122 宮城県仙台市青葉区栗生7丁目1番地1号

Ｇ３ポロス安積店 963-0107 福島県郡山市安積3-160

Ｇ３ポロス船引店 963-4312 福島県田村市船引町船引字川代105  ﾘｵﾝﾄﾞｰﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ船引内

プラサカプコン　羽生店 348-0039 埼玉県羽生市川崎2-281-3ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生2F

ゲームチッタ 336-0026 埼玉県さいたま市南区辻8-24-10

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

ウェアハウス越谷店 343-0804 埼玉県越谷市南荻島841-1

カードキングダム二俣川店 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川1-43-28  ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ二俣川店5F

カバロ イトーヨーカドー鶴見店 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-15-30ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ鶴見店2F

コスモワールド ダウンタウン 231-0001 神奈川県横浜市中区新港2丁目8番1号  一文字地区1F

マーズ 231-0033 神奈川県横浜市中区長者町6-106

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

ファレノ十日市場店 226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町820029

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

ガロパ佐倉店 285-0855 千葉県佐倉市井野1475

ウェアハウス市川店 272-0015 千葉県市川市鬼高3-32-12

セガ　秋葉原 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-95F

セガ　秋葉原　１号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-9

カバロ イトーヨーカドー竹の塚店 121-0813 東京都足立区竹の塚5-17-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ竹の塚店内3F

わいわいランド イトーヨーカドー四つ木店 124-0011 東京都葛飾区四つ木2ｰ21ｰ1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ四つ木店内3F 

アミュージアムOSC店 178-0063 東京都練馬区東大泉2-34-1ｵｽﾞ･ｽﾀｼﾞｵ･ｼﾃｨｰ2F

プレイランド仲宿店 173-0005 東京都板橋区仲宿39-8

レインボーランド板橋店 174-0063 東京都板橋区前野町4-21-22 ｲｽﾞﾐﾔ板橋店2階

THE 3RD PLANET 多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合1-39-2ﾏｸﾞﾚﾌﾞﾋﾞﾙ2F､3F

栃木レジャーランド足利店 326-0824 栃木県足利市八幡町620ｰ1ｺﾝﾌｫﾓｰﾙ足利ｽﾎﾟｰﾂ棟

ハーマン今市店 321-1261 栃木県日光市今市929

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

コスタデルソル 460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-17-26

アミューズメントスペース　サーカスサーカス本店 460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-3-4

ポート２４幸田店 444-0111 愛知県額田郡幸田町高力字沖原15ｶﾒﾘｱｶﾞｰﾃﾞﾝ幸田内

Ｕ-ＷORLD豊明 470-1152 愛知県豊明市前後町螺貝1384-1

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

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

わいわいランド イトーヨーカドー三島店 411-0838 静岡県三島市中田町9-30ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ三島店内3F

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警備室止め

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

バイパスレジャーランド藤江本店 920-0346 石川県金沢市藤江南2-41

アピナ松本店 390-0833 長野県松本市双葉19-10

アピナ長野川中島店 381-2221 長野県長野市川中島町御厨967-1

フォルム岡谷店 394-0022 長野県岡谷市銀座1-1-5ｱﾋﾟﾀ岡谷店2F

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

ゲットゲーム佐野 933-0824 富山県高岡市西藤平蔵1256ｰ1  AGIO2F

ジョイランドベル店 918-0000 福井県福井市花堂南2-16-1

ジョイランドエルパ店 910-0802 福井県福井市大和田町32-23

タカラ島 亀岡店 ～Big Santa～ 621-0822 京都府亀岡市篠町野条上又11-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ亀岡3F

ビバーチ久御山 613-0024 京都府久世郡久御山町森小字大内301

レインボーランド八幡店 614-8043 京都府八幡市八幡一ﾉ坪23-1ｲｽﾞﾐﾔ八幡店1F

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

アミューズメントパークタカラ島峰山店 627-0005 京都府京丹後市峰山町新町1601-1  ﾏｲﾝ峰山店4F

ぷらっとらんど野洲店 520-2435 滋賀県野洲市乙窪字長繰480番1 ｻﾞ･ﾋﾞｯｸﾞｴｸｽﾄﾗ野洲店内

レインボーランド八尾店 581-0036 大阪府八尾市沼1-1ｲｽﾞﾐﾔ八尾店1F

レインボーランド若江岩田店 578-0946 大阪府東大阪市瓜生堂1-10-52  ｲｽﾞﾐﾔ若江岩田店4Fﾌﾟﾚｲｶﾞｰﾃﾞﾝ

レインボーランド千里丘店 565-0823 大阪府吹田市山田南1-1ｲｽﾞﾐﾔ千里丘店内2階

ソユーロケットドライブ泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3-12  ｲｵﾝりんくう泉南SC2F

ＡＭ　ＣＵＥ　奈良大和高田 635-0065 奈良県大和高田市東中2-11-16

レインボーランド西神戸店 651-2412 兵庫県神戸市西区竜が岡1-21-1ｲｽﾞﾐﾔ西神戸店2F

レインボーランド神戸玉津店 651-2132 兵庫県神戸市西区森友3-7-3ｲｽﾞﾐﾔ神戸玉津店2F

お宝市番館　姫路東店 671-0244 兵庫県姫路市四郷町見野824-1

レインボーランド和歌山店 640-8325 和歌山県和歌山市新生町7-20ｲｽﾞﾐﾔ和歌山店2F

レインボーランド紀伊川辺店 649-6312 和歌山県和歌山市川辺220ｲｽﾞﾐﾔ紀伊川辺店内

レインボーランド津高店 701-1145 岡山県岡山市北区横井上83-3ｲｽﾞﾐﾔ津高店4F

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

セガ　高松 761-8058 香川県高松市勅使町535

ＳＯＹＵ　ゲームフィールド高松 761-8012 香川県高松市香西本町1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ高松2F

ふぁんたじーらんど　てくもぴあ宇部店 759-0204 山口県宇部市大字妻崎開作411ゆめﾀｳﾝ宇部2F

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

ファミリーゲームフィールド防府 747-0823 山口県防府市鐘紡町7-1ｲｵﾝﾀｳﾝ防府 1F

ふぇすたらんど下松店 744-0027 山口県下松市南花岡6-8-1ｻﾝﾘﾌﾞ下松店2Fふぇすた

ビバーチ松江店 690-0001 島根県松江市東朝日町203-1

ゆめらんど益田 698-0041 島根県益田市高津7-21-12ｲｽﾞﾐゆめﾀｳﾝ益田2F

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

ファンタジーフィールドダイヤ 770-0023 徳島県徳島市佐古三番町15-33

楽市楽座　イオンモール都城駅前店 885-0023 宮崎県都城市栄町4672番5ｰ217  ｲｵﾝﾓｰﾙ都城駅前店

マンガ倉庫八代店 866-0013 熊本県八代市沖町3989-1

FESTA下通り店 860-0801 熊本県熊本市中央区安政町1-2ｶﾘｰﾉ下通店地下1Fﾌｪｽﾀ

アミパラ佐賀店 840-0008 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730 ﾓﾗｰｼﾞｭ佐賀店南館1F

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

THE 3RD PLANET ジャングルパーク鹿児島店 890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎1-11-1ﾌﾚｽﾎﾟｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾊﾟｰｸ内2F

THE 3RD PLANET フレスポ国分店 894-4321 鹿児島県霧島市国分広瀬2-4-1

Ｇ－Ｐａｌａ　　日田店 877-0078 大分県日田市大字友田986-1

FESTAフリーモールわさだ店 870-1161 大分県大分市大字木之上字鉾手2102番地  FESTAﾌﾘｰﾓｰﾙわさだ店

ＦＥＳＴＡコスモタウン佐伯店 876-0046 大分県佐伯市鶴岡西町2丁目163番地 ｺｽﾓﾀｳﾝ佐伯店内

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

スマイルステーション戸畑 804-0067 福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2  ｲｵﾝ戸畑3F

『おじぱん ：出張セット』 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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