
地域 店舗名 郵便番号 住所

セガ ワールド 八戸Ｒ４５ 031-0072 青森県八戸市城下4-25-14

セガ 弘前 036-8085 青森県弘前市大字末広1-3-3

セガ ワールド 水沢 023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字鎧田4-1

セガ ワールド 石巻 986-0853 宮城県石巻市大街道東4-1-45

セガ ワールド 日和田 963-0534 福島県郡山市日和田町字西中島7-1

セガ 小名浜 971-8122 福島県いわき市小名浜林城字塚前18-1

ＡＧスクエア水戸店 310-0015 茨城県水戸市宮町1-7-44ｺﾑﾎﾞｯｸｽ310

ＡＧスクエア石岡店 315-0031 茨城県石岡市東大橋中峯1976-1

セガ ワールド 宇都宮 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7

セガ 与野 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9ｲｵﾝ与野ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

セガ ららぽーと 富士見 354-8560 埼玉県富士見市山室1-13133階

セガ ワールド 入間 358-0012 埼玉県入間市東藤沢2-18

セガ 千葉 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ﾋﾞﾙ

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

セガ ららぽーと ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ 278-8530 千葉県船橋市浜町2-1-1北館1階 E122区画

セガイオンモール銚子 288-0815 千葉県銚子市三崎町2丁目2660-1ｲｵﾝﾓｰﾙ銚子2F

セガ 秋葉原 1号館 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

セガ 秋葉原 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-9

セガ 東京ドームシティ 112-0004 東京都文京区後楽1-3-61株式会社東京ﾄﾞｰﾑ ｱﾄﾗｸｼｮﾝｽﾞ内ｶｰﾆﾊﾞﾙ

セガ ワールド 葛西 134-0084 東京都江戸川区東葛西9-3-3ｲﾄｰﾖｰｶ堂 3F

セガ新宿歌舞伎町 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目21番1号第二東亜会館1F･2F

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 新宿西口 160-0023 東京都新宿区西新宿1-12-5

セガ 池袋ギーゴ 170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-1

セガ ワールド アルカス 183-0022 東京都府中市宮西町2-5-1さくら三番館2~4F

セガ ワールド 府中 183-0046 東京都府中市西原町1-6-2ｸﾚｯｾ府中

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

セガ イオンモールむさし村山 208-0022 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3-2059

セガ ワールド トレッサ横浜 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地ﾄﾚｯｻ横浜 南棟 1F

セガ 横浜中華街 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町80-1

セガ ワールド 古淵 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵3-13-33ｲﾄｰﾖｰｶ堂 3F

セガ イオンタウン金沢示野 920-0058 石川県金沢市示野中町87街区2号

セガマーゴ関 501-3936 岐阜県関市倉知516番地

セガ ワールド アクアウォーク大垣 503-0015 岐阜県大垣市林町6-80-21ｱｸｱｳｫｰｸ大垣2F

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

セガ ワールド 静岡 420-0035 静岡県静岡市葵区七間町4番地2号静活ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 1,2F

ＡＧスクエア清水店 424-0906 静岡県静岡市清水区駒越北町8-1ﾍﾞｲﾄﾞﾘｰﾑ清水

セガ ワールド 飯村 440-0833 愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121

セガイオンタウン 名西 451-0015 愛知県名古屋市西区香呑町六丁目49-1

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

セガメイカーズ ピア名古屋 455-0848 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-7-1

クラブ セガ 金山 456-0001 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

セガ豊田 471-0841 愛知県豊田市深田町1-65-1

セガ ワールド 知立 472-0045 愛知県知立市長篠町大山18-1ｷﾞｬﾗﾘｴｱﾋﾟﾀ1F

セガ イオンモール 木曽川 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田南字八ﾂヶ池25-1ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ･ｷﾘｵ3階

セガ ワールド 六地蔵 612-8002 京都府京都市伏見区桃山町山ﾉ下32京都ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2F

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

セガ　ビバモール　寝屋川 572-0855 大阪府寝屋川市寝屋南2-22-2ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ寝屋川 ﾓｰﾙ棟2F

セガニトリモール枚方 573-0171 大阪府枚方市北山1-2550-2ﾆﾄﾘﾓｰﾙ枚方2F

ＡＧスクエア東大阪店 577-0004 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64

セガ ワールド 布施 577-0056 大阪府東大阪市長堂1-1-1ﾛﾝﾓｰﾙ布施内

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1-7-2 A-408

セガ神戸ｕｍｉｅモザイク 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumieMOSAIC

セガ つかしん 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1つかしん内

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

セガ ららぽーと甲子園 663-8178 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100ららぽｰと甲子園2050ｿﾆｯｸﾀｳﾝ

セガ イオンモール 岡山 700-0907 岡山県岡山市北区下岩井1丁目2番1号6階

岡山ジョイポリス 700-0907 岡山県岡山市北区下石井2-10-1

セガ ワールド 倉敷 710-0833 岡山県倉敷市西中新田535-2

セガLECT広島 733-8509 広島県広島市西区扇2-1-1LECT

セガ 徳島 スエヒロボウル 770-0865 徳島県徳島市南末広町4-95-2

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

セガ ワールド サンスパおおむら 856-0815 長崎県大村市森園町663-3

沖縄 クラブ セガ 北谷 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

近畿

中四国

九州

『すみっコぐらし 5周年A5クリアファイル ねこ』プレゼントキャンペーン開催店舗一覧
※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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