『ted2 青バンダナぬいぐるみXL プレミアム』 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。
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

ＧａｍｅＦｉｅｌｄ旭川駅前店

070-0030

北海道旭川市宮下通7丁目2番5号 ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前4F

遊戯街ロマン通り旭川西

070-0823

北海道旭川市緑町23-2161-3 ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西3F

ディノスパーク音更店

080-0101

北海道河東郡音更町木野大通西15丁目2番地12 ﾋﾞｯｸﾏｰﾄB棟

タイトーステーション イオンモール釧路昭和店

084-0902

北海道釧路市昭和中央4-18ｰ1 ｲｵﾝﾓｰﾙ釧路昭和2F

キャッツアイ恵庭店

061-1441

北海道恵庭市住吉町2丁目9-1

万代書店札幌手稲店

006-0032

北海道札幌市手稲区稲穂二条 2丁目2-8

ディノスパーク 札幌手稲

006-0811

北海道札幌市手稲区前田一条11丁目

キャッツアイ手稲店

006-0813

北海道札幌市手稲区前田三条40230

キャッツアイ清田店

004-0841

北海道札幌市清田区清田一条1丁目20-1

北海道 ソユーゲームフィールド発寒

063-0828

北海道札幌市西区発寒八条12丁目1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌発寒3F

ディノスパーク ノルベサ店

060-0063

北海道札幌市中央区南3条西5丁目1-1

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

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

万代札幌藤野 ＵＦＯコーナー

061-2282

北海道札幌市南区藤野二条3丁目41334

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二条7-1-7

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

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

ＡＭスペースＢＡＧＩＢＡＧＩ

027-0081

岩手県宮古市新川町3-17

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

ソユーゲームフィールド盛岡南

020-0866

岩手県盛岡市本宮7丁目1番1号ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡南1階

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

万代書店 多賀城店

985-0843

宮城県多賀城市明月1-168-1

ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ ＴＥＮＤＯ

994-0049

山形県天童市南町1丁目5-26

ソユーゲームフィールド天童

994-0000

山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内34街区 ｲｵﾝﾓｰﾙ天童2階

ソユーゲームフィールド三川店

997-1316

山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128-1ｲｵﾝﾓｰﾙ三川1F

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

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

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

らくだのせなか鹿島エブリア店

971-8133

福島県いわき市鹿島町米田字日渡5鹿島ｴﾌﾞﾘｱｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内2階

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

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

エンターテイメントスタジオ須賀川

962-0803

福島県須賀川市古河105番ｲｵﾝﾀｳﾝ須賀川B棟内

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

ＪＡＭ

305-0032

茨城県つくば市竹園1-9-2ﾃﾞｨｽﾞﾀｳﾝつくばB1F

アミューズＶＩＶＡ

312-0042

茨城県ひたちなか市東大島 2-11-11-1F

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

ファンタジープラザ上水戸店

310-0041

茨城県水戸市上水戸2-9-10長崎屋上水戸店2F

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

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

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

エブリテデイ ドン・キホーテ太田

373-0851

群馬県太田市飯田町1404-1 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ太田店内 1F

ウエアハウス岩槻店

339-0056

埼玉県さいたま市岩槻区加倉3-3-63

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

ラウンドワン大宮店

330-0802

埼玉県さいたま市大宮区宮町4丁目90番地7

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

ウエアハウス越谷店

343-0804

埼玉県越谷市南荻島841-1

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

キャッツアイ狭山店

350-1305

埼玉県狭山市入間川3141

エブリディ行田店

361-0037

埼玉県行田市下忍644-1

ラウンドワンさいたま・鴻巣店

365-0062

埼玉県鴻巣市箕田3163番7

ラウンドワンスタジアムららぽーと新三郷店

341-8550

埼玉県三郷市新三郷ららｼﾃｨ3丁目1-1ららぽｰと新三郷 2階 20000番

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

セガ 所沢

359-1123

埼玉県所沢市日吉町8-1

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

ソユーゲームフィールド 川口店

332-0033

埼玉県川口市並木元町1番79号 ｱﾘｵ川口3F

ラウンドワン草加店

340-0024

埼玉県草加市谷塚上町204番地1

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

ラウンドワンわらび店

335-0001

埼玉県蕨市北町5-1-6

クラブ セガ 新杉田

235-0033

神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目1-1 らびすた新杉田2F

ラウンドワン横浜戸塚店

245-0064

神奈川県横浜市戸塚区影取町1759-5

ラウンドワン横浜綱島店

222-0001

神奈川県横浜市港北区樽町2-6-40 T-PLATZ

横浜コスモワールド

220-0000

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-1ｺｽﾓﾜｰﾙﾄﾞ内日本丸地区

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

セガ 横浜中華街

231-0023

神奈川県横浜市中区山下町80-1

横浜みなとみらい万葉の湯８Ｆお祭り広場

231-0001

神奈川県横浜市中区新港2-7-1

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

小田原メトロポリス

256-0813

神奈川県小田原市前川219-4

ラウンドワン高津店

213-0002

神奈川県川崎市高津区二子4丁目8番1号

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

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

ソユーゲームフィールド 湘南店

251-0042

神奈川県藤沢市辻堂新町四丁目1番1号 湘南ﾓｰﾙFILL2F

ドラマ

251-0875

神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8

ラウンドワンららぽーと湘南平塚店

254-8510

神奈川県平塚市天沼10-1 3階

ラウンドワン市原店

290-0062

千葉県市原市八幡北町三丁目5番1

ラウンドワン市川鬼高店

272-0015

千葉県市川市鬼高4丁目1番3号

大慶園

272-0801

千葉県市川市大町359

ラウンドワン習志野店

275-0023

千葉県習志野市芝園1丁目4番5号

ゲームランド 津田沼店

275-0016

千葉県習志野市津田沼1-23-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ内

ＡＧスクエア松戸店

270-2253

千葉県松戸市日暮1-1-1八柱駅第2ﾋﾞﾙ2階

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

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

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

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

タイトーステーション 船橋店

273-0005

千葉県船橋市本町1丁目6-1

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

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

ソユーゲームフィールド木更津店

292-0835

千葉県木更津市築地1番4 ｲｵﾝﾓｰﾙ木更津2F

セガ ワールド 船堀

134-0091

東京都江戸川区船堀1-6-11

アムネット 小岩店

133-0056

東京都江戸川区南小岩6-31-3石井ﾋﾞﾙ1F

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

東京レジャーランドお台場メディアージュ店

135-0091

東京都港区台場1-7-1ﾒﾃﾞｨｱｰｼﾞｭ4F

ハイテクランド セガ シブヤ

150-0002

東京都渋谷区渋谷1-14-14東口会館 1F

タイトーステーション 渋谷店

150-0002

東京都渋谷区渋谷1-24-12 渋谷東映ﾌﾟﾗｻﾞ

ハローズガーデン武蔵小金井店

184-0004

東京都小金井市本町6-14-9ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ武蔵小金井店4F

新宿プレイランドカーニバル

160-0021

東京都新宿区歌舞伎町1-20-1 ﾋｭｰﾏｯｸｽﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ1-2F

ゲームプラザＧＡＯ歌舞伎町店

160-0021

東京都新宿区歌舞伎町1-6-8 ｱﾐｭｰｽﾞ歌舞伎町ﾋﾞﾙ1F

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

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

タイトーステーション 祖師谷大蔵店

157-0073

東京都世田谷区砧8-10-1 ﾌﾟﾗｯﾂ砧1F

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１店

155-0031

東京都世田谷区北沢2-12-16

セガ 竹の塚

121-0813

東京都足立区竹の塚6-8

ウエアハウス入谷店

121-0836

東京都足立区入谷7-8-111F

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

タイトーステーション 浅草店

111-0032

東京都台東区浅草1-27-5 ROX DOME 1F

セガ ワールド 大森

143-0023

東京都大田区山王2-1-5大森駅ﾗﾗﾋﾞﾙ2F

ラウンドワン町田店

194-0022

東京都町田市森野1-13-14

セガ ワールド 東大和

207-0022

東京都東大和市桜ｹ丘1-1330-19ﾋﾞｯｸﾎﾞｯｸｽ東大和 1F

ドラマ野猿店

192-0352

東京都八王子市大塚628-1

タイトーステーション 南大沢店

192-0364

東京都八王子市南大沢2-3 FAB南大沢 2F

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

ラウンドワンスタジアム板橋店

174-0044

東京都板橋区相生町16番13号

アムネット 五反田店

141-0031

東京都品川区西五反田1-27-5NA五反田ﾋﾞﾙ

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

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

ラウンドワン武蔵村山店

208-0023

東京都武蔵村山市伊奈平3-1-1

プラサカプコン 吉祥寺店

184-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1いなりやﾋﾞﾙB1F

ラウンドワン吉祥寺店

180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-22

アミューズランドモナコ吉祥寺

180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-9-7 高橋ﾋﾞﾙ

西友 福生店 キッズパーク

197-0021

東京都福生市東町5-1

タイトーステーション 池袋ロサ店

171-0021

東京都豊島区西池袋1-37-12 ﾛｻ会館1F

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

ＡＧスクエア赤羽店

115-0045

東京都北区赤羽1-7-9

クラブ セガ 自由ヶ丘

152-0035

東京都目黒区自由が丘2-10-9

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

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

ゲーム・モアイ宇都宮店

321-0111

栃木県宇都宮市川田町1001-1ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾓｰﾙ ｿｰﾚ21 2F

ラウンドワン栃木・樋ノ口店

328-0024

栃木県栃木市樋ﾉ口町55番地1

ドリームワン新安城店

446-0007

愛知県安城市東栄町3-1-12 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ内

安城メトロポリス

446-0022

愛知県安城市浜富町6-8

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

お宝市番館

485-0046

愛知県小牧市堀の内3-24

アミューズメントファクトリー

479-0882

愛知県常滑市りんくう町2丁目20番3 ｲｵﾝﾓｰﾙ常滑店2F

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

ゲームファンタジーランドナイル

476-0002

愛知県東海市名和町三番割上40-2

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

セガ ワールド 飯村

440-0833

愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121

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

楽市街道 名古屋店

481-0045

愛知県北名古屋市中之郷神明45番1

ラウンドワン千種店

464-0859

愛知県名古屋市千種区新栄3-20-17ﾀｲﾎｳ千種駅南ﾋﾞﾙ8階

クラブ セガ 名古屋伏見

460-0008

愛知県名古屋市中区栄1-4-5ZXAﾋﾞﾙ1F

中川メトロポリス

454-0954

愛知県名古屋市中川区江松3-110

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

クラブ セガ 金山

456-0001

愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

ラウンドワン鳴海店

458-0801

愛知県名古屋市緑区鳴海町杜若28番地

大垣メトロポリス

503-0808

岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

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

400-0117

山梨県甲斐市西八幡4415

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

ＤｅＫＫＹ４０１ファミリーパーク

950-0973

新潟県新潟市中央区上近江4-12-20 Dekky401 2F

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

ソユーゲームフィールド 新発田店

957-0061

新潟県新発田市住吉町五丁目11番5号 ｲｵﾝﾓｰﾙ新発田2F

アップルグランリバー大井川店

421-0218

静岡県焼津市下江留1327

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

ラウンドワン静岡・駿河店

421-0102

静岡県静岡市駿河区手越75番地

ソユー竜宮タウン 静岡店

422-8042

静岡県静岡市駿河区石田一丁目5番1号 ｱﾋﾟﾀ静岡SC2F

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

アミュージアム清水店

424-0942

静岡県静岡市清水区入船町13-15 ｴｽﾊﾟﾙｽﾄﾞﾘｰﾑﾌﾟﾗｻﾞ3F

アップル島田店

427-0016

静岡県島田市宝来町8-5

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

ラウンドワン富士店

417-0024

静岡県富士市八代町4番15号

バイパスレジャーランド宇ノ気店

929-1123

石川県かほく市森子85

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

タイトーステーション 金沢店

920-0981

石川県金沢市片町2-1-7 宇都宮片町ﾋﾞﾙ 1F

金沢メトロポリス

920-0333

石川県金沢市無量寺第2土地区画整理事業地内B-20街区金沢ｺﾛﾅﾜｰﾙﾄﾞ1F

ＹＡＺ長野店

381-0000

長野県長野市 南石堂町1418-2

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

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

タイトーステーション ファボーレ婦中店

939-2716

富山県富山市婦中町下轡田165-1 ﾌｭｰﾁｬｰｼﾃｨ ﾌｧﾎﾞｰﾚ2F

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

ハリケーン

京都店

604-8046

京都府京都市中京区新京極通り蛸薬師 東側町501-17

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

ラウンドワン津・高茶屋店

514-0817

三重県津市高茶屋小森町277番地8

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

ラウンドワン茨木店

567-0056

大阪府茨木市南清水町3-5

ラウンドワン岸和田店

596-0049

大阪府岸和田市八阪町2-11-1

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駅前店

590-0985

大阪府堺市堺区戎島町4-44-3

ソユーゲームフィールド堺鉄砲

590-0905

大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ堺鉄砲町3F 3319

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

ラウンドワン泉北店

590-0132

大阪府堺市南区原山台1丁14番2号

ラウンドワン守口店

570-0017

大阪府守口市佐太東町2-6-14ｼﾞｬｶﾞｸﾞﾘｰﾝ2階

東北

関東

北陸東海

ＪＡＭつくば店

藤沢店

尾張小牧

山梨本店

エンターテイメントフィールド ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1ららぽｰとEXPOCITY 3F

近畿

セガ ワールド アポロ

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31ｱﾎﾟﾛﾋﾞﾙ 3F

ＭＥＣＨＡ天保山店

552-0022

大阪府大阪市港区海岸通1-1-10 天保山ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ内

ラウンドワンスタジアム城東放出店

536-0003

大阪府大阪市城東区今福南3-4-38

アルカブース

542-0071

大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目6−9

ラウンドワン北心斎店

542-0081

大阪府大阪市中央区南船場3丁目6番18号

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

ラウンドワン東淀川店

533-0022

大阪府大阪市東淀川区菅原7-14-29

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

アミュージアム茶屋町店

530-0013

大阪府大阪市北区茶屋町15-34

アミューズメントエリア ライズ

556-0005

大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目7−6 日本橋無線ﾋﾞﾙ

萌ぷら 日本橋店

556-0005

大阪府大阪市浪速区日本橋4-10-6 ﾄｰｴｲﾋﾞﾙ1棟1階

ラウンドワン東大阪店

578-0943

大阪府東大阪市若江南町1丁目2番12号

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

ラウンドワンスタジアム枚方店

573-1131

大阪府枚方市高野道1丁目20番20号

ラウンドワンららぽーと和泉店

594-1157

大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 4階

ソユーゲームフィールド 奈良橿原店

634-0837

奈良県橿原市曲川町七丁目20番1 ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F

開放倉庫 桜井店

633-0061

奈良県桜井市上之庄227-1

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

ラウンドワン奈良店

630-8115

奈良県奈良市大宮町7-1-43

ラウンドワン伊丹店

664-0881

兵庫県伊丹市昆陽7丁目29番地

ラウンドワン加古川店

675-0021

兵庫県加古川市尾上町安田325番地の6

メガコート

675-0021

兵庫県加古川市尾上町安田351 2F ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ワンダーランドプレゴ神戸店

651-2405

兵庫県神戸市西区岩岡町野中字福吉556ﾋﾗｷ内

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

ラウンドワン新開地店

652-0811

兵庫県神戸市兵庫区新開地2-3-4大京聚楽館ﾋﾞﾙ

ラウンドワン尼崎店

660-0893

兵庫県尼崎市西難波町4-5-25

ラウンドワンＪＲ尼崎駅前店

660-0808

兵庫県尼崎市潮江1-4-5 ﾌﾟﾗｽﾄいきいき館4階

Ｇ－ｐａｌａ姫路店

672-8074

兵庫県姫路市 飾磨区加茂203-1

クラブ セガ 姫路ＯＳ

670-0927

兵庫県姫路市駅前町254姫路OSﾋﾞﾙ B1F

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

ラウンドワン宝塚店

665-0845

兵庫県宝塚市栄町1-14-3

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

楽市楽座 イオンモール今治新都市店

794-0068

愛媛県今治市にぎわい広場1番地1ｲｵﾝﾓｰﾙ今治新都市店内

ドリームプラネット松山店

790-0056

愛媛県松山市土居田町133-1ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ松山店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ラウンドワン松山店

791-8005

愛媛県松山市東長戸1-3-10

プラサカプコン 新居浜店

792-0007

愛媛県新居浜市前田町8-8ｲｵﾝﾓｰﾙ新居浜2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

アミパラ倉敷店

710-0833

岡山県倉敷市西中新田624-1ｱﾐﾊﾟﾗﾎﾞｳﾙ1F

セガ 海田

736-0042

広島県安芸郡海田町南大正町 3-35

タイトーステーション フジグラン緑井店

731-0103

広島県広島市安佐南区緑井1-5-2 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ緑井3F

タイトーステーション 広島本通店

730-0035

広島県広島市中区本通3-5 せらかぐ本通ﾋﾞﾙ

ラウンドワン広島店

730-0032

広島県広島市中区立町3-11

721-0953

広島県福山市一文字町24-1

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

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

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

ゆめシティ３Ｆ ゆめパーク

751-0869

山口県下関市伊倉新町3丁目41275

ラウンドワン下関店

750-0066

山口県下関市東大和町1丁目3番15号

アミュージアム周南店

744-0025

山口県下松市中央町21-3THE MALL周南3F

ｙｏｕｍｅ ＣＩＲＣＵＳ

693-0063

島根県出雲市大塚町650-1ゆめﾀｳﾝ出雲 東館3F

Ｇ−Ｐａｌａ 出雲店

693-0004

島根県出雲市渡橋町784

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

楽市楽座 小川店

869-0606

熊本県宇城市小川町河江1−1

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

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

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

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

タイトーステーション アミュプラザおおいた店

870-0831

大分県大分市要町1-14 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞおおいた4F

ユーズランド三光店

871-0111

大分県中津市三光佐知1032ｲｵﾝﾓｰﾙ三光2F

Ｇ－Ｐａｌａ 日田店

877-0000

大分県日田市 友田986-1

ゆめタウン別府ＢＩＧＷＡＶＥ

874-0943

大分県別府市楠町382-6

タイトーステーション アミュプラザ長崎店

850-0058

長崎県長崎市尾上町1-1 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ長崎4F

ゆめたうん 行橋店ＢＩＧ ＷＡＶＥ

824-0031

福岡県行橋市西宮市3丁目8-1

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

タイトーステーション マリノア店

819-0001

福岡県福岡市西区小戸2-12-30 ﾏﾘﾉｱｼﾃｨ福岡 ﾏﾘﾅｻｲﾄﾞ棟 2F

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

タイトーステーション キャナルシティ博多店

812-0018

福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多4F

ドリームワン福岡空港南店

812-0857

福岡県福岡市博多区西月隈1-13-54 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ内

Ｇ－ｐａｌａ博多店

812-0896

福岡県福岡市博多区東光寺町2-6-40ｺﾏｰｼｬﾙﾓｰﾙ博多2F

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

小倉メトロポリス

803-0801

福岡県北九州市小倉北区西港町41421

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

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

中四国 福山メトロポリス

九州

沖縄

