『ted２ メガネ黒Tシャツぬいぐるみ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

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 札幌中央

060-0063

北海道札幌市中央区南3条西1-8.1F

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

北海道 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

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

キャッツアイ麻生店

007-0804

北海道札幌市北区北40条西4ｰ1ｰ1 ﾊﾟﾎﾞｯﾂ麻生1F

ディノスパーク 帯広

080-0051

北海道帯広市白樺16条西2丁目ﾄﾞﾘｰﾑﾀｳﾝ白樺内

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

アミューズメントゾーン 北上店

024-0094

岩手県北上市本通り二丁目2-1 さくら野百貨店北上店4F

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

ゲームフィールド 仙台長町店

982-0011

宮城県仙台市太白区長町7丁目20番3号 ｻﾞ･ﾓｰﾙ仙台長町店3F

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

ソユーゲームフィールド天童

994-0082

山形県天童市芳賀ﾀｳﾝ北四丁目1番1号 ｲｵﾝﾓｰﾙ天童2階

Ｇ３ポロス横手南店

013-0063

秋田県横手市婦気大堤字中田4-1ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ横手南店内2階

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

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

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

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

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

アピナ下館店

308-0847

茨城県筑西市玉戸1012-3

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

群馬レジャーランド太田店

373-0285

群馬県太田市西矢島町162-2

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

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

プレイランド菖蒲店

346-0195

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲3階

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

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

ＡＭモナコ川越１号店

350-0043

埼玉県川越市新富町2-4-1関口池田ﾋﾞﾙ1F

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

ホワイトベース入間店

358-0026

埼玉県入間市小谷田2-3-33MEGAﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ入間店内

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

ラウンドワンわらび店

335-0001

埼玉県蕨市北町5-1-6

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

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

よこはまコスモワールド

231-0001

神奈川県横浜市中区新港2-8-1

ドラマ港北インターＡＭ

224-0045

神奈川県横浜市都筑区東方町321-6

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

ミリアンパーク厚木店

243-0016

神奈川県厚木市田村町9-25

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

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

アミューズメントランドＹＡＺ 平塚店

254-0013

神奈川県平塚市田村1丁目4−26

キラキラＡｓｏｂｏｘ千葉ニュータウン店

270-1340

千葉県印西市中央南1-8千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ中央駅前ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F

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

宝島

272-0021

千葉県市川市八幡2-6-7ﾌｧｲﾌﾞﾋﾞﾙ

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

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

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950-1-1070

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

アドアーズアクアライン店

292-0071

千葉県木更津市中島地先 海ほたる 4階

イスカンダル木更津店

292-0834

千葉県木更津市潮見4-1-2

キャッツアイ西葛西

134-0088

東京都江戸川区西葛西4-2-28 ｻﾆｰﾓｰﾙ3F

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

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ビル１～４階

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

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

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１店

155-0031

東京都世田谷区北沢2-12-16

ドラマ瑞穂店

190-1213

東京都西多摩郡瑞穂町武蔵382-1

アドアーズ秋葉原店

101-0021

東京都千代田区外神田1-13-1 Akihabara eX ﾋﾞﾙ1～2階

アドアーズ浅草店

111-0032

東京都台東区浅草1-42-4 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺｰﾄ浅草 B1～1階

タイトーステーション 町田店

194-0013

東京都町田市原町田6-21-23松山ﾋﾞﾙ1階

ラウンドワン町田店

194-0022

東京都町田市森野1-13-14

ドラマ八王子高倉店

192-0033

東京都八王子市高倉町55-4

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

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

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

タイトーステーション 池袋西口店

171-0021

東京都豊島区西池袋1-15-9

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

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 1～3階

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

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

ドラマ 足利店

326-0823

栃木県足利市朝倉町244-1

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

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

ゲームランド岡崎店

444-0840

愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

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

ファミリーファーム 赤池店

470-0126

愛知県日進市赤池箕ﾉ手2-757 ﾌﾟﾗｲﾑﾂﾘｰ赤池 3F

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

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

ＮＩＣＯＰＡ 新守山店

463-0070

愛知県名古屋市守山区新守山2830番地ｱﾋﾟﾀ新守山店2階

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

カラフルパーク・にこぱ 千種店

464-0858

愛知県名古屋市千種区千種2丁目16番13号ｲｵﾝ千種2F

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

ｎａｍｃｏ名古屋駅前店

453-0015

愛知県名古屋市中村区椿町6-6 ﾆｯｾｲ名古屋駅西ﾋﾞﾙ別館B1

ファンタジープラザ名古屋

462-0018

愛知県名古屋市北区玄馬町234-1ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ名古屋本店ｸﾛｽﾀｳﾝ2階

ラウンドワンモレラ岐阜店

501-0497

岐阜県本巣市三橋1100

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

ＹＡＺ ＷＯＲＬＤ 四日市店

510-0883

三重県四日市市泊小柳町4-34

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

ＮＩＣＯＰＡ イオン津店

514-0003

三重県津市桜橋3-446ｲｵﾝ津店2Fにこぱ

513-0808

三重県鈴鹿市西條町430-1

タイトーＦステーション ラザウォーク甲斐双葉店

400-0107

山梨県甲斐市志田字柿木616-1

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

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

アピナ長岡店

940-2026

新潟県長岡市堺東町22

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ＢｉＶｉ沼津店

410-0801

静岡県沼津市大手町1-1-5

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

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

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加賀店

922-0303

石川県加賀市箱宮町ｦ1-1

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

ゲームパラダイス

920-0849

石川県金沢市堀川新町5−1

アピナ伊那店

396-0021

長野県伊那市西町5093

アムワールド

385-0021

長野県佐久市長土呂125-1 ｱﾑｱﾑﾋﾞﾚｯｼﾞ

アピナ長野村山店

381-0011

長野県長野市村山502-1

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

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

アルプラザボウル

916-0038

福井県鯖江市下河端町16−6−1

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

ゲームパニック京都

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

ハリケーン寺町京極店

604-8046

京都府京都市中京区新京極蛸薬師下る東側町501-18

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

イオンタウン湖南ゲームコーナー

520-3252

滋賀県湖南市岩根4580 ｲｵﾝﾀｳﾝ湖南

ゲームランド草津店

525-0067

滋賀県草津市新浜町300番地ｲｵﾝﾓｰﾙ草津ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

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

ゲームパニック堺

590-0901

大阪府堺市堺区築港八幡町1番地1 堺浜えんため館

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

ソユーウエスタンシティＵＣＷ店

554-0024

大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨｳｫｰｸTM3F

ＡＴＣあそびマーレ

559-0034

大阪府大阪市住之江区南港北2丁目1番10 ITM棟4F･5F

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

アミューズメントニコニコ

542-0077

大阪府大阪市中央区道頓堀1-6-12ﾆｺｰﾋﾞﾙ1F

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

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

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

ラウンドワンスタジアム 奈良・ミナーラ店

630-8012

奈良県奈良市二条大路南1-3-1 ﾐ･ﾅｰﾗ 5階

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

アルゴ

650-0011

兵庫県神戸市中央区下山手通り1-9

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

ｎａｍｃｏ三宮店 １号店

650-0012

兵庫県神戸市中央区北長狭通1-1-1

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

ＶＩＶＯ氷上店

669-3467

兵庫県丹波市氷上町本郷300番地 ゆめﾀｳﾝ2F

Ｇ－ｐａｌａ姫路店

672-8074

兵庫県姫路市 飾磨区加茂203-1

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

ドナリアコット 岩出店

649-6215

和歌山県岩出市中迫塚本147ﾐﾚﾆｱｼﾃｨ岩出店2Fﾄﾞﾅﾘｱｺｯﾄ岩出店

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

にこぱ ガーデンパーク和歌山店

640-8421

和歌山県和歌山市松江字向鵜ﾉ島1469番地-1ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰｸ和歌山 2F

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

アミパラ松山店

790-0051

愛媛県松山市生石町655-1

ラウンドワン松山店

791-8005

愛媛県松山市東長戸1-3-10

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

アミパラ岡山店

700-0941

岡山県岡山市北区青江1-13-8

709-0816

岡山県赤磐市下市133

室内遊園地ハッピーランド鴨方店

719-0252

岡山県浅口市鴨方町六条院中2128-1 天満屋ﾊｯﾋﾟｰﾀｳﾝ鴨方店3F

ｎａｍｃｏイオンモール広島府中店

735-0021

広島県安芸郡府中町大須2-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中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

スペース Ｖ１廿日市店

738-0015

広島県廿日市市本町4−23

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

アミュージアム高松店

761-8071

香川県高松市伏石町111-1

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

フレスパランドカッタの湯 ゲームコーナー

755-0038

山口県宇部市海南町1675

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

てくもぴあ阿知須店

754-1277

山口県山口市阿知須4825-1 ｻﾝﾊﾟｰｸあじす2階

ちびっこランド長門店

759-4106

山口県長門市大字仙崎網田322-1ﾌｼﾞ長門店内2F

Ｔ－ＢＩＲＤＳ鳥取店

680-0913

鳥取県鳥取市安長223開放倉庫鳥取店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

アミパラ鳥取店

680-0904

鳥取県鳥取市晩稲100-1ｲｵﾝ鳥取北SC内2F

アミパラ

683-0803

鳥取県米子市日ﾉ出町1丁目8-13

ゆめタウン斐川店

699-0624

島根県出雲市斐川町上直江1301-1

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

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 イオンモール都城駅前店

885-0023

宮崎県都城市栄町4672−5

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

楽市楽座 鳥栖店

841-0026

佐賀県鳥栖市本鳥栖町537−1 ﾌﾚｽﾎﾟ鳥栖 2F からだ110 ﾌﾚｽﾎﾟ鳥栖院

Ｇ－ＳＴＡ

895-0021

鹿児島県薩摩川内市向田本町49番

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

さくらボウル

871-0011

大分県中津市大字下池永71-1

ゆめタウン別府ＢＩＧＷＡＶＥ

874-0943

大分県別府市楠町382-6

アミパラ佐世保店

857-1161

長崎県佐世保市大塔町18-15

ソニックワールド大村

856-0817

長崎県大村市古賀島町383-1

楽市楽座 クリエイト宗像店

811-3400

福岡県宗像市くりえいと1-4-4

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

楽市楽座

819-0025

福岡県福岡市西区石丸4丁目10−263−1

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

ふくの湯 花畑店 アミューズメントコーナー

811-1356

福岡県福岡市南区花畑4丁目12-3

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

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

タイトーステーション サニーサイドモール小倉店

800-0221

福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10-1

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

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

クラブ セガ 北谷

904-0115

沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

楽市楽座 イオンモール沖縄ライカム店

901-2300

沖縄県中頭郡北中城村ｱﾜｾ土地区画整理事業区域内4街区

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

東北

関東

藤沢店

本八幡店

北陸東海 アミパラ

近畿

鈴鹿店

アミューズメントパーク

中四国

九州

沖縄

マルナカ山陽店

がいな店

福重店

