
地域 店舗名 郵便番号 住所

コープさっぽろ釧路貝塚店内ゲームコーナー 085-0816 北海道釧路市貝塚3丁目2-28                         

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

ＧＡＬＡＸＹ　ＧＡＴＥ　函館 041-0812 北海道函館市昭和3-31-12

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

ラウンドワン盛岡店 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-10-35

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                       

ゲームエプリ　　　　　　　　　　　　　　 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-7-2                        

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

パルケデアミーゴ山形店 990-0885 山形県山形市嶋北1丁目3番1号

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

ラウンドワン青森店 030-0843 青森県青森市浜田3-1-1

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

ラウンドワン福島店 960-8068 福島県福島市太田町14番18号

ラウンドワン郡山店 963-8801 福島県郡山市向河原町4-551階

楽市楽座 イオンモール土浦店 300-0811 茨城県土浦市上高津367番地ｲｵﾝﾓｰﾙ土浦ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ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

ベイシア滑川店　遊びの国 355-0811 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾2780

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

アミューズメントサーカスマジシャン 360-0817 埼玉県熊谷市新島181-1

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

ゲオ東越谷店 343-0023 埼玉県越谷市東越谷4-8-17

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

ラウンドワンららぽーと新三郷店 358-0026 埼玉県入間市小谷田3-7-25

セガ　横浜中華街 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町80-1

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

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

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

ラウンドワン横浜駅西口店 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-8-16

チャリオット成田店 286-0046 千葉県成田市飯仲9番地4

ゲームフジ船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町4-40-1

ジョイプラザ印西店 270-1335 千葉県印西市原1-2ﾋﾞｯｸﾞﾎｯﾌﾟｶﾞｰﾃﾞﾝﾓｰﾙ印西内2F

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

ＧＡＭＥＡ＆ＧＯ！　ＫＩＳＡＲＡＺＵ 292-0044 千葉県木更津市太田2-6-1精文館書店木更津店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

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

カプセル永山店 206-0025 東京都多摩市永山1-3-4ﾋｭｰﾏｯｸｽﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ

プレイランド仲宿店 173-0005 東京都板橋区仲宿39-8

ラウンドワンダイバーシティ東京  プラザ店 135-0064 東京都江東区青海一丁目1番10号ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ東京ﾌﾟﾗｻﾞ6階

ラウンドワン池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目14番1号  池袋ｽｸｴｱ

ガラクタ鑑定団　白沢店 321-0972 栃木県宇都宮市下川俣町208-10

ラウンドワン宇都宮店 321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町62824

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

ラウンドワン中川１号線店 454-0859 愛知県名古屋市中川区法蔵町41328

ラウンドワン豊橋店 441-3147 愛知県豊橋市大岩町字岩田41332

ラウンドワンモレラ岐阜店 501-0497 岐阜県本巣市三橋1100

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

ラウンドワン新潟店 950-0954 新潟県新潟市中央区美咲町2丁目1-38

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 富士店 417-0055 静岡県富士市永田町2-99

ＳＵＰＥＲ　ＷＡＶＥ静岡店 422-8001 静岡県静岡市駿河区中吉田15-8ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾟｱ2F

ラウンドワン富士店 417-0024 静岡県富士市八代町4-15

アピナ諏訪店 392-0012 長野県諏訪市四賀1811-2

ドルフィン駅前店 380-0824 長野県長野市南石堂町1367-5

アピタ富山東店ゲームコーナー 930-0835 富山県富山市上冨居3-8-38ｱﾋﾟﾀ富山東店2F

アピタ魚津店ゲームコーナー 937-0851 富山県魚津市住吉600番地 ｱﾋﾟﾀ魚津店2F

アピタ黒部店ゲームコーナー 938-0806 富山県黒部市前沢字北1017番地4 ｱﾋﾟﾀ黒部店2F

アピタ富山店ナムコランド 939-8071 富山県富山市上袋100番地 ｱﾋﾟﾀ富山店内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

ゲームサンショウアピタ富山店 939-8071 富山県富山市上袋100-1ｱﾋﾟﾀ富山店2F

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

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

プラザピア峰山店 627-0041 京都府京丹後市峰山町菅376

ゲームパニック京都店 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

ナムコランドイオンモール鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2ｲｵﾝﾓｰﾙ鈴鹿2F

ラウンドワン堺中央環状店 599-8102 大阪府堺市東区石原町2丁241番

ラウンドワン梅田店 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町41380

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

ラウンドワン三宮駅前店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1丁目3番1号

ラウンドワン京都河原町店     542-0076 大阪府大阪市中央区難波1丁目3番1号

アピタ西大和店ゲームコーナー 639-0200 奈良県北葛城郡郡上牧町ささゆり台1-1 ｱﾋﾟﾀ西大和店2

ケイキャット　ツインゲート橿原 634-0008 奈良県橿原市十市町1222-1ﾂｲﾝｹﾞｰﾄ橿原WEST  1F

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

プリッズ姫路店 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江520 ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ2F

イオン赤穂ファミリーランド 678-0232 兵庫県赤穂市中広字別所55-3ｲｵﾝ赤穂店2F

姫路セントラルパークサイバーステーション 679-2121 兵庫県姫路市豊富町神谷1436-1 姫路ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ

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

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

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

モーリーファンタジー姫路リバーシティ店 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江2560番地

メガパレス 651-2143 兵庫県神戸市西区丸塚2-9-18

プレイランド　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SC内1F

パームシティ和歌山ナムコランド 640-8535 和歌山県和歌山市中野31-1ﾊﾟｰﾑｼﾃｨ和歌山店2F

プリッズ田辺店 646-0051 和歌山県田辺市稲成町新江原3165ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝｼﾃｨ田辺店C館2F

セガ　松山 790-0962 愛媛県松山市枝松5-7-32

アミューズメントパークＭＧ東予店 799-1371 愛媛県西条市周布191番地ﾏﾙﾅｶ東予店内

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

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

モーリーファンタジーイオン倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江1番地

モーリーファンタジー水島店 712-8066 岡山県倉敷市水島高砂町3番11号

ラウンドワン広島店 730-0032 広島県広島市中区立町3-11

モーリーファンタジー高松東店 760-0066 香川県高松市福岡町3-8-5 

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

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

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

トライセン中津店 871-0011 大分県中津市下池永67-3

アミューズ２１（スペースワールド） 805-8585 福岡県北九州市八幡東区東田4-1-1ｽﾍﾟｰｽﾜｰﾙﾄﾞ

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

『おじぱん：マフラータオル』 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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