
地域 店舗名 郵便番号 住所

キャッツアイ　新川店 001-0922 北海道札幌市北区新川2条7丁目1-7

ラウンドワン旭川店 079-8413 北海道旭川市永山三条１－４－７

ソユーゲームフィールド 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

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4-18-1イオンモール釧路昭和2F

キャッツアイ新札幌店 004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東五条１丁目１－１０

キャッツアイ　手稲店 006-0813 北海道札幌市手稲区前田3条10丁目2-21

キャッツアイ　清田店 004-0841 北海道札幌市清田区清田1条1丁目20-1

ソユーゲームフィールド 発寒店 063-0828 北海道札幌市西区発寒8条12丁目1番1号　イオンモール札幌発寒3F 

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３丁目６番地１

キャッツアイ　東苗穂店 007-0806 北海道札幌市東区東苗穂6条2丁目1-25

ラウンドワン札幌北２１条店 065-0021 北海道札幌市東区北二十一条東１丁目１番２１号

ラウンドワン札幌白石本通店 003-0027 北海道札幌市白石区本通北１６丁目北１－５０

キャッツアイ　ミュンヘン店 062-0931 北海道札幌市豊平区平岸1条23丁目1-21

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

タイトーステーション 千歳店 066-0036 北海道千歳市北栄2-12-5

ディノスパーク帯広店 080-0051 北海道帯広市白樺１６条西２丁目ドリームタウン白樺内

ラウンドワン函館店 041-0824 北海道函館市西桔梗町８４８－１１

セガ 水沢 023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字鎧田4-1

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

万ＳＡＩ堂  北上店 024-0004 岩手県北上市村崎野１４－６８－３２

スーパーノバ 仙台利府店 981-0111 宮城県宮城郡利府町加瀬字新前谷地５５－１利府ペアガーデン内

セガワールド 石巻 986-0853 宮城県石巻市大街道東4-1-45

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１－７－１０

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

タイトーステーション 仙台クリスロード店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-3-25

セガ 仙台 980-21 宮城県仙台市青葉区中央2-5-5三経60ビル

万代書店  仙台泉店 981-3111 宮城県仙台市泉区松森斎兵衛５８－９

スーパーノバイオン仙台中山店 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山１－３５－５７  別館３階

万代  万代書店仙台南店 981-1103 宮城県仙台市太白区中田町杉の下３４

セガワールド 古川 989-6151 宮城県大崎市古川字城西15

セガワールド 佐沼 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江2-5-8

セガワールド 北山形 990-0821 山形県山形市北町1-3-20

お宝中古市場  山形天童店 994-0021 山形県天童市山元１０１９－１

AGスクエア 庄内 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端326-6

セガ 米沢 992-0021 山形県米沢市大字花沢字タナコ原177

セガ 秋田 010-0065 秋田県秋田市茨島1-1-16

ラウンドワン秋田店 010-0061 秋田県秋田市卸町１－１－２

ソユーゲームフィールド 御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１  イオンモール秋田２Ｆ

ペニーポット秋田店 010-0001 秋田県秋田市中通2-8-1　フォンテ秋田店内　4F

万ＳＡＩ堂  秋田店 011-0911 秋田県秋田市飯島字堀川１０

万ＳＡＩ堂  大曲店 014-0044 秋田県大仙市戸蒔字錨１７－１

ファミリーランド弘前店  036-8002 青森県弘前市駅前3-2-1　イトーヨーカドー弘前店内　4F

セガ 弘前 036-8085 青森県弘前市大字末広1-3-3

ラウンドワン青森店 030-0843 青森県青森市浜田３－１－１

セガ八戸 031-0072 青森県八戸市城下4-25-14

ソユーゲームフィールドいわき小名浜店 971-8555 福島県いわき市小名浜字辰巳町79番地 イオンモールいわき小名浜3階　

ソユーエンターテイメントスタジオ 須賀川店 962-0803 福島県須賀川市古河105番地　イオンタウン須賀川B棟

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番地  鹿島エブリアＳＣ内プレビプレイランド

セガ 小名浜 971-8122 福島県いわき市小名浜林城字塚前18-1

こころっこイトーヨーカドー平店 970-8026 福島県いわき市平６－６－２イトーヨーカドー平店内プレビプレイランド

セガ 勿来 979-0145 福島県いわき市勿来町四沢字鍵田13

万ＳＡＩ堂 郡山店 963-0107 福島県郡山市安積町荒井字大久保７－７

タイトーＦステーション郡山オリエントパーク 963-0111 福島県郡山市安積町荒井大久保３５－１

ラウンドワン郡山店 963-8801 福島県郡山市向河原町４－５５1階

タイトーアミューズメントシティ郡山 963-0115 福島県郡山市南２－３８フレスポ郡山内

セガ 日和田 963-0534 福島県郡山市日和田町字西中島7-1

セガワールド 白河 961-0853 福島県白河市新高山1-1メガステージ白河内

スーパーノバ 福島店 960-8153 福島県福島市黒岩字中島７－２

万ＳＡＩ堂  福島店 960-8153 福島県福島市黒岩字浜井場５－１

ラウンドワン福島店 960-8068 福島県福島市太田町14番18号

ソユートイズニューヨーク 守谷店 302-0110 茨城県守谷市百合ヶ丘三丁目249番1　イオンタウン守谷2F

セガ 霞ヶ浦 300-0726 茨城県稲敷市西代1473-1

ぐるぐる大帝国  結城店 307-0001 茨城県結城市大字結城８６２２－２３

ＧＡＭＥ  ＰＡＤＤＯＣＫ＋１  古河店 306-0231 茨城県古河市小堤１９１６－１

セガ 水戸 310-0015 茨城県水戸市宮町1-7-44コムボックス310

ゲームパニックつくば 300-0850 茨城県土浦市中村東１－１－１

夢大陸 日立南店 316-0025 茨城県日立市森山町４－１０－３２

セガワールド 日立 319-1416 茨城県日立市田尻町3-26-1

セガワールド 龍ヶ崎 301-0855 茨城県龍ヶ崎市藤ヶ丘4-2-8

タイトーFステーション ララスクエア宇都宮店 321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6ララスクエア宇都宮B1階

ラウンドワン宇都宮店 321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町２０７２－１

テクモピアパルテロン宇都宮店 321-0966 栃木県宇都宮市今泉237番地福田屋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ宇都宮店2F

セガワールド 宇都宮 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7

タイトーステーション 宇都宮ベルモール店 321-0904 栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1

プラボ宇都宮店 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町１６０６番地１　Ｐ＆Ｄビル 

ｎａｍｃｏフェドラＰ＆Ｄ佐野店 327-0821 栃木県佐野市高萩町１３４０ 

セガ小山 323-0825 栃木県小山市東城南1-1-18

ドラマ 足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町244-1

ラウンドワン樋ノ口店 328-0024 栃木県栃木市樋ノ口町５５－１

セガ 西那須野 329-2705 栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27

セガ 今市 321-2405 栃木県日光市芹沼1448-1

プレビ スマーク伊勢崎店 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方町３６８スマーク伊勢崎店３ＦプレビＩＳＥＳＡＫＩアミューズメント

群馬レジャーランド伊勢崎店 372-0812 群馬県伊勢崎市連取町３０６６－１

万代書店  伊勢崎店 372-0812 群馬県伊勢崎市連取町８６８－１

セガワールド 館林 374-0037 群馬県館林市小桑原町949-1

群馬レジャーランド高崎駅東口店 370-0046 群馬県高崎市江木町３３３番地１ＡＣＴビル２階

万代書店  高崎店 370-0851 群馬県高崎市上中居町２３９－２

ラウンドワン前橋店 379-2154 群馬県前橋市天川大島町１１０１－１

セガワールド 太田 373-0823 群馬県太田市西矢島575-1

群馬レジャーランド 太田店 373-0823 群馬県太田市西矢島町162-2

ユーズユーズランド太田店 373-0808 群馬県太田市石原町８１番地イオンモール太田２Ｆ

群馬レジャーランド藤岡店 375-0005 群馬県藤岡市中２００２－１

ＡＭ　ＰＩＡ　川口 332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-16　イート川口ビル４階

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

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

万代書店 岩槻店 339-0055 埼玉県さいたま市岩槻区東町１－８－１１

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

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

Ｓｐｉｃａ大宮南銀店 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町１－５７

アピナ大宮店 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町１丁目１９番地  大東ビル１Ｆ・Ｂ１Ｆ

セガ 与野 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9イオン与野ショッピングセンター3F

ゼスト大宮宮原店 331-0822 埼玉県さいたま市北区奈良町５１－４

ユーズユーズランド  越谷店 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン４－２－２ イオンレイクタウンＫＡＺＥ ３Ｆ－Ａ３４２

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 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1　モラージュ菖蒲3F

ソユーゲームフィールド 熊谷店 360-0032 埼玉県熊谷市銀座二丁目245番地　ショッピングセンターニットーモール4F

万代書店  熊谷店 360-0816 埼玉県熊谷市石原342-3

セガワールド 籠原 360-0845 埼玉県熊谷市美土里町1-169

ギガステーション戸田 335-0031 埼玉県戸田市大字美女木943-7

ｎａｍｃｏイオンモール北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東１－３－１　イオンモール北戸田 

ラウンドワン鴻巣店 365-0062 埼玉県鴻巣市箕田３１６３－７

ラウンドワン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３－１－１ららぽーと新三郷２階20000番

ゲームパニック三郷 341-0052 埼玉県三郷市彦野2-25

ラウンドワン上里店 369-0301 埼玉県児玉郡上里町大字金久保３９４－１

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

カバロ春日部店 344-0067 埼玉県春日部市中央1-13-1　イトーヨーカドー春日部店内　5F

タイトーステーション 所沢店 359-1123 埼玉県所沢市日吉町3番7号

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 埼玉県上尾市平塚917-1

埼玉レジャーランド川越店 350-0043 埼玉県川越市新富町１－１７－４

ｎａｍｃｏ川越店 350-1122 埼玉県川越市脇田町３番地６　長谷川ビル１Ｆ 

楽市楽座 イオンモール川口前川店 333-0842 埼玉県川口市前川1-1-11ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川3F

セガ 川口 332-0003 埼玉県川口市東領家2-2-10

ラウンドワン草加店 340-0024 埼玉県草加市谷塚上町２０４－1

ラウンドワン朝霞店 351-0014 埼玉県朝霞市膝折町２－１６－１０

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３－７－２５

セガ 入間 358-0012 埼玉県入間市東藤沢2-18

エブリデイとってき屋 本店 340-0803 埼玉県八潮市上馬場４６０－１

ウエアハウス草加店 340-0831 埼玉県八潮市南後谷507

SILK　HAT　　本厚木 243-0018 神奈川県厚木市中町2-4-13　本厚木駅前ビル

ＡＭ　ＰＩＡ　大船 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24　大船駅前ビル1～3階

SILK　HAT　川崎ダイス 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町８番地　　ダイスビル　地下２階

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　岡田屋モアーズ内１・２階

アミューズメントパークジアス上大岡店 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西２－１－２８ 赤い風船ビル２Ｆ

クラブセガ 綱島 223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西2-6-29城田ビル1・2・3F

ラウンドワン綱島店 222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町２－６－４０  Ｔ-ＰＬＡＴＺ

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

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

アミューズメントスポットドリームス 226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居3-1-9スマーイビル1F

タイトーステーション 海老名ビナウォーク店 243-0432 神奈川県海老名市中央1ー18-1ビナウォーク六番館 2F

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

パームトップス 243-0018 神奈川県厚木市中町4-15-9

ミリアンパーク厚木店 243-0016 神奈川県厚木市田村町９－２５

ネバーランド２座間店 252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘４－１１－４８

タイトーステーション 小田原店 250-0011 神奈川県小田原市栄町1-3-12

タイトーステーション 小田原シティーモール店 256-0813 神奈川県小田原市前川120フレスポ小田原シティーモール2F

タイトーステーション 溝の口店　　　　　 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-11-8　　OKKA634ビル3階　　　　　　　　　

ラウンドワン高津店 213-0002 神奈川県川崎市高津区二子４－８－１

こころっこ川崎店 210-0818 神奈川県川崎市川崎区中瀬３－２０ホームズ川崎店内２階プレビプレイランド

ラウンドワン川崎大師店 210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町1-5-1

テクモピア向ケ丘遊園店 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸2755ミノワホームズ1F

ゼスト相模原店 252-0226 神奈川県相模原市中央区陽光台３－１９－１９

クラブセガ 相模大野 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-13-2フレスコビル2・3F

プレビ アリオ橋本店 252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町１－２２ アリオ橋本２Ｆアミューズメント

ゲームインファンファン藤沢店新館 251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上１－３－８

タイトーステーション 藤沢店 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢21-1

ドラマ  藤沢店 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１０－１３階  店舗番号３３２８０

ＡＭ　ＰＩＡ　津田沼 275-0016 千葉県習志野市津田沼1-2-1　十三ビル地下1階

セガ 旭 289-2504 千葉県旭市二3150-1

千葉鑑定団  酒々井店 285-0925 千葉県印旛郡酒々井町上本佐倉字外宿１３０－１

セガ 我孫子 270-1177 千葉県我孫子市柴崎字天王谷47-1

千葉レジャーランド成東店 289-1327 千葉県山武市姫島１１１－１

ラウンドワン市原店 290-0069 千葉県市原市八幡北町３－５－１

ラウンドワン市川鬼高店 272-0015 千葉県市川市鬼高４－１－３

ゲームＵＮＯ本八幡店 272-0021 千葉県市川市八幡２－１６－６八幡旗ビルＢ１階

レジャラン タイトーＦステーション市川妙典店 272-0111 千葉県市川市妙典４－１－１イオン市川妙典店

ラウンドワン習志野店 275-0023 千葉県習志野市芝園１－４－５

セガ 松戸 270-2253 千葉県松戸市日暮1-1-1八柱駅第2ビル2階

セガワールド 成田 286-0025 千葉県成田市東町157-5

クラブセガ 稲毛オーツーパーク 263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町380-1オーツーパーク内

ムー大陸  稲毛店 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台２－５－７  海宝ビル２Ｆ

スポーツウェーブ鉄腕２４稲毛長沼店 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町697

アミューズメントパフェパレパレ稲毛長沼店 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町７３１－１７フレスポ稲毛

セガアリーナ 蘇我 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町51-1蘇我ハーバーシティ フェスティバルウォーク

スポーツウェーブ鉄腕２４浜野店 260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町１０２５－５９

セガ 千葉 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ビル

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２－８－１

セガ 幕張 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-8メッセアミューズモール 1F

アミューズメントエース津田沼 274-0825 千葉県船橋市前原西２－１５－１ファミービル１Ｆ

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

タイトーFステーション 柏中央店 277-0872 千葉県柏市十余二249-5

ラウンドワン  アリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田９５０－１店舗番号１０７０

ゴジラ  柏店 277-0005 千葉県柏市柏１－１－１１ファミリかしわ地下１Ｆ

ラウンドワン八千代村上店 276-0029 千葉県八千代市村上南1-5-54

キャッツアイ八千代店 276-0040 千葉県八千代市緑が丘西２丁目１３番地３

ｎａｍｃｏイオンモール八千代緑が丘店 276-0049 千葉県八千代市緑ヶ丘２－１－３　イオンモール八千代緑ヶ丘４Ｆ 

千葉レジャーランド野田店 278-0042 千葉県野田市吉春７７６－１

ＡＭ　ＰＩＡ　大森 143-0023 東京都大田区山王2-2-15

AM　St.Tropez　池袋 170-0013 東京都豊島区東池袋1-29　サントロペビル2階

SILK　HAT　八王子 192-0083 東京都八王子市旭町2-5　八王子ツインタワービルＡ館

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　蒲田西口 144-0051 東京都大田区西蒲田７－２－３ 第二醍醐ビル　地下１Ｆ～地上２階

ハイテクランドセガ 立石 124-0012 東京都葛飾区立石7-2-1セブンスタービル

セガ 船堀 134-0091 東京都江戸川区船堀1-6-11

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 東京都江東区青海一丁目１番１０号ダイバーシティ東京プラザ６階６１０００号室

ラウンドワン南砂店 136-0076 東京都江東区南砂６－７－１５トピレックプラザ４Ｆ

東京レジャーランドお台場店 135-0091 東京都港区台場１－７－１メディアージュ４Ｆ

タイトーステーション 国分寺店 185-0012 東京都国分寺市本町三丁目5番11号　　　

ハイテクランドセガ 渋谷 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渋谷東映プラザ

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  ヒューマックスパビリオン１－２Ｆ

タイトーステーション ＢＩＧＢＯＸ高田馬場店 169-0075 東京都新宿区高田馬場1-35-3BIG BOX6F

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

イエストロン 160-0022 東京都新宿区新宿3-34-9

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

クラブセガ 新宿西口 160-0023 東京都新宿区西新宿1-12-5

タイトーステーション 新宿西口店 160-0023 東京都新宿区西新宿1-13-4

アピナ荻窪店 167-0043 東京都杉並区上荻１－１３－１０ハクサンビル

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プラッツ砧1F

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１ 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

Ｈｅｙ 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-5広瀬本社ビル2F

セガ 秋葉原1号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-9

セガ 秋葉原4号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-9

セガ 秋葉原3号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-11-11

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

セガ 秋葉原2号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-1第一半田ビル

ＡＫＩＢＡカルチャーズZONE店 101-0021 東京都千代田区外神田１－７－６ＡＫＩＢＡカルチャーズＺＯＮＥ４Ｆ

東京レジャーランド秋葉原店 101-0021 東京都千代田区外神田1丁目9-5

遊戯場 101-0021 東京都千代田区外神田３－８－５イサミヤ第２ビル１Ｆ

タイトーステーション 秋葉原店 101-0021 東京都千代田区外神田4-2-2貴三ビル

東京レジャーランド秋葉原２号店 101-0021 東京都千代田区外神田４－３－３ミナミビル６Ｆ７Ｆ

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

セガワールド 大森 143-0023 東京都大田区山王2-1-5大森駅ララビル2F

ファンファン平和島店 143-0016 東京都大田区大森北６－２９－１３

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松山ビル1階

ラウンドワン町田店 194-0022 東京都町田市森野１－１３－１４

セガワールド 東大和 207-0022 東京都東大和市桜ｹ丘1-1330-19ビックボックス東大和 1F

ドラマ 八王子高倉店 192-0033 東京都八王子市高倉町５５－４

タイトーF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　　　　　　　　　　　　

ラウンドワン板橋店 174-0044 東京都板橋区相生町16-13

ラウンドワン府中本町駅前店 183-0027 東京都府中市本町１－１３－３カネタビル

セガ イオンモール むさし村山 208-0022 東京都武蔵村山市榎1-1-3イオンモールむさし村山2F

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

プレイロットジョイ 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-23河田ビル1F

セガワールド 福生 197-0011 東京都福生市大字福生1076-1

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

ランブルプラザ 170-0013 東京都豊島区東池袋１―４２―１９

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

セガ 池袋GiGO 170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-1

アドアーズ池袋東口店 170-0013 東京都豊島区東池袋1-41-4　池袋とうきゅうﾋﾞﾙ 1～2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

PROJECT ADORES池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目22番12号　高和ﾋﾞﾙB1～5階

セガ 赤羽 115-0045 東京都北区赤羽1-7-9

タイトーＦステーションオリナス錦糸町店 130-0012 東京都墨田区太平４－１－２  オリナスモールＢ１Ｆ

クラブセガ 立川 190-0023 東京都立川市柴崎町3-2-1サザンビル 1F

セガ 安城 446-0044 愛知県安城市百石町2-35-13

タイトーステーション パールシティ稲沢店 492-8164 愛知県稲沢市井之口大坪町80-1パールシティ2F

NICOPAウイングタウン岡崎店 444-0813 愛知県岡崎市羽根町小豆坂３番地ウイングタウン岡崎２Ｆ

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

セガ 岡崎 444-0823 愛知県岡崎市上地3-50-4

セガ イオンタウン刈谷 448-0007 愛知県刈谷市東境町京和1

セガ 春日井 486-0805 愛知県春日井市岩野町菅廻間4180

セガ 東名ボール 489-0972 愛知県瀬戸市西原町2丁目114

カーニバルシードーム 445-0894 愛知県西尾市上町南又七山35番地2

ファンタジーランドダイナソアエイジ 474-0073 愛知県大府市東新町3-87-88

ユーズユーズランド東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２イオンモール東浦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20

ゲームセンター・アトランティス 477-0034 愛知県東海市養父町3-38-39

セガ プライムツリー 赤池 470-0125 愛知県日進市赤池町箕ノ手1（311区画）

ラウンドワン半田店 475-0828 愛知県半田市瑞穂町６－７－８

ラウンドワン豊橋店 441-3147 愛知県豊橋市大岩町字岩田２７－２

タイトーステーション 豊橋店 441-8061 愛知県豊橋市藤沢町141-4 1F

セガ 飯村 440-0833 愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121

セガ 豊田 471-0841 愛知県豊田市深田町1-65-1

ラウンドワン名古屋西春店 481-0035 愛知県北名古屋市宇福寺神明１５番地

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 mozoワンダーシティ 上小田井 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40mozoワンダーシティ4F

タイトーステーション 大須店 460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-20-7

タイトーステーションフェドラ大須店 460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-30-31萬松寺駐車場ビル1階・2階

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２－２３

名古屋レジャーランドささしま店 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

コムテックタワー 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅４－１０－２０

セガ 金山 456-0001 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

名古屋レジャーランド 大高店 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字忠治山１２－１

ゲームセンター・モアイ 458-0002 愛知県名古屋市緑区桃山3-1610-1

王の洞窟岐南店 501-6017 岐阜県羽島郡岐南町  徳田西１ー２７

浪漫遊  各務原店店内ゲームコーナー 509-0147 岐阜県各務原市鵜沼川崎町２－１９６

セガ マーゴ関 501-3936 岐阜県関市倉知516番地

セガワールド 高山 506-0055 岐阜県高山市上岡本町7-7

岐阜レジャーランド穂積店 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里６３０

セガ 多治見 507-0015 岐阜県多治見市住吉町1-1-1

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

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  山梨本店 400-0117 山梨県甲斐市西八幡４４１５

ゲームパニック甲府 400-0043 山梨県甲府市国母５－２０－２４

プラサカプコン甲府店 409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条字北河原3717番地

ラウンドワン山梨・石和店 406-0035 山梨県笛吹市石和町広瀬７３７－１

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

お宝中古市場上越店 943-0834 新潟県上越市西城町２－６－１１

タイトーステーション上越店 943-0173 新潟県上越市富岡３５２４Ｊ－ＭＡＸシアター内

お宝中古市場  新潟本店 950-1102 新潟県新潟市西区善久７０８

ｎａｍｃｏ新潟店 950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口１－１－１　ひもろぎビル２Ｆ 

ビルボードプレイスゲームコーナー 950-0909 新潟県新潟市中央区八千代二丁目５番７号 

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

夢大陸  長岡店 940-2121 新潟県長岡市喜多町３９２－１

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町２２

セガ 掛川 436-0048 静岡県掛川市細田248

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴＢｉＶｉ沼津店 410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-5

セガワールド 静岡 420-0035 静岡県静岡市葵区七間町4-2静活プラザビル 1,2F

ブックマーケットエーツー南瀬名店 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町２－５

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

静岡鑑定団 421-1221 静岡県静岡市駿河区八幡５－８－３

新清水鑑定団 424-0043 静岡県静岡市清水区永楽町７－８

セガ ベイドリーム 清水 424-0906 静岡県静岡市清水区駒越北町8-1ベイドリーム清水

セガ 袋井 437-0064 静岡県袋井市川井1142-1

タイトーステーション 浜松店 430-0932 静岡県浜松市中区肴町322-20松竹ビル1F

浜松鑑定団 435-0005 静岡県浜松市東区安新町105

ラウンドワン浜松店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪１９８１－１７

浜北鑑定団 431-3125 静岡県浜松市東区半田山５－３６－１アロマ半田ショッピングセンター２Ｆ

タイトーFステーション イオン富士宮店 418-0032 静岡県富士宮市浅間町1番8号イオン富士宮ショッピングセンター3階

夢大陸 富士本店 417-0826 静岡県富士市中里２５８８－２

ラウンドワン　富士店 417-0024 静岡県富士市八代町4-15

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

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

ラウンドワン金沢店 921-8163 石川県金沢市横川6-120-1ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝｽﾀｼﾞｱﾑ金沢店

セガ イオンタウン 金沢示野 920-0069 石川県金沢市戸坂西2-1

セガアルプラザ 金沢 920-0014 石川県金沢市諸江町30-1アルプラザ金沢 2F

バイパスレジャーランド藤江新館店 920-0346 石川県金沢市藤江南２－１０５

浪漫遊金沢本店  ゲームコーナー 921-8801 石川県野々市市御経塚４－１

ＣＯＭＰ・ＯＦＦ野々市若松店 921-8816 石川県野々市市若松町２１－１ノノイチマルケット２Ｆ

セガワールド 豊科 399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高1115

セガ 岡谷 394-0026 長野県岡谷市塚間町2-1-21

夢大陸  松本店 390-0827 長野県松本市出川３－６－１３トレジャーゲームコーナー

セガ 松本 390-0841 長野県松本市渚1-7-1渚ライフサイト内

万代書店  諏訪店 392-0015 長野県諏訪市中洲２９６２

万台書店 長野店 380-0913 長野県長野市川合新田３３８９ー１

アミユーズメントプレイスアピナ長野村山店 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 長野県長野市東和田827番6

文苑堂書店  小杉店 939-0332 富山県射水市橋下条赤田６街区１７  店内ゲームコーナー

マンガ倉庫  富山店 939-8214 富山県富山市黒崎66

アピナ富山南店 939-8072 富山県富山市堀川町３５５－３マイプラザ内

セガワールド 武生 915-0883 福井県越前市新町3字13-4

セガ 福井 910-0835 福井県福井市丸山1-410

浪漫遊 福井店 918-8025 福井県福井市江守中町６－１０－１

ジョイランド  大和田店 910-0836 福井県福井市大和田町２丁目１００２

セガ 伊勢 516-0053 三重県伊勢市中須町666

セガワールド 桑名 511-0947 三重県桑名市大字大仲新田字宮前158番地サンシパーク内

お宝市番館  三重本店 511-0947 三重県桑名市大仲新田３８３

ラウンドワンみえ川越IC店 510-8124 三重県三重郡川越町大字南福崎８５１－１

プレビプレイランド四日市ＡＭパーク 510-0075 三重県四日市市安島１－３－３１ララスクエア５Ｆ

セガ 生桑 512-0911 三重県四日市市生桑町字川原崎299-1

万代書店  日永店 510-0885 三重県四日市市日永５丁目７－３

ＹＡＺ  ＷＯＲＬＤ  四日市店 510-0883 三重県四日市市泊小柳町4-34

クラブセガ アドバンスモール 松阪 515-0055 三重県松坂市田村町235-1

万代書店浪漫遊  松阪店アミューズメントコーナー 515-0811 三重県松阪市塚本町７２－１

セガワールド 久居 514-1101 三重県津市久居明神町字風早2534-1インターｶﾞｰﾃﾞﾝ内

ラウンドワン津・高茶屋店 514-0817 三重県津市高茶屋小森町２７７－８

クラブセガ 名張 518-0773 三重県名張市希央台3-15

万代書店 鈴鹿店店内ゲームコーナー 513-0808 三重県鈴鹿市西條町５００－１

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三条下ル山崎町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

ゲームメイト京都店 601-8003 京都府京都市南区東九条西山王町３１ 京都アバンティ６Ｆ

ラウンドワン京都伏見店 612-8387 京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町１３１

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32京都ショッピングセンター 2F

ジョイパーク精華台 619-0238 京都府相楽郡精華町精華台９丁目２－４アピタタウンけいはんな西館２階

開放倉庫  山城店 619-0205 京都府木津川市山城町椿井畑岡４０－１

買取倉庫  甲西店 520-3223 滋賀県湖南市夏見１６３－１

セガ 甲西 520-3223 滋賀県湖南市夏見二ツ橋356-1

セガワールド 草津 525-0025 滋賀県草津市西渋川1-23-23ＡーＳＱＵＡＲＥ ＳＡＲＡ新棟2F

ラウンドワン浜大津アーカス店 520-0041 滋賀県大津市浜町２－１浜大津アーカス４Ｆ

開放倉庫米原店アミューズコーナー 521-0072 滋賀県米原市顔戸１４２９

G-palaあべの 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-2F

セガ あべのキューズモール 545-0052 大阪府阿倍野区阿倍野筋1-6-1キューズモール3F 

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

ラウンドワン高槻店 569-0036 大阪府高槻市辻子3-6-4

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

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

ラウンドワン守口店 570-0017 大阪府守口市佐太東町２－６－１４  ジャガーグリーン2階

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アポロビル 3F

タイトーＦステーション あべのアポロ店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５番３１号  ４階

ラウンドワン城東放出店 536-0003 大阪府大阪市城東区今福南3-4-38

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

難波ヒルズ 542-0076 大阪府大阪市中央区難波３－２－３４

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

ゲームポイント  シャトーＥＸ 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町３－９－３ グランシャトービル１Ｆ／２Ｆ

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４－１６

タイトーFステーション 梅田店 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-16-26

クラブセガ 東梅田 530-0027 大阪府大阪市北区堂山町9-28

ハイテクランドセガ ミスト2 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-11-4駅前第4ビル B1F

タイトーステーション 梅三小路店 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目2-136　　大阪ステーションシティ　　　　　　　　　

セガ 難波アビオン 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15MMOビル 1F・2F

萌ぷら 日本橋店 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋４－１０－６  トーエイビル１棟１階全室

きゃんでーばにー 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋４－１７－１７オオクラビル１階

タイトーステーション 大阪日本橋店 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-14

アミパラ　大東店 574-0023 大阪府大東市南新田２丁目３－５

セガ 東大阪 577-0004 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64

ラウンドワン東大阪店 578-0943 大阪府東大阪市若江南町1-2-12

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

クラブセガ 藤井寺 583-0000 大阪府藤井寺市沢田1-20-8

セガ 新三国アルゴ7 561-0823 大阪府豊中市神州町1-15アルゴセブンビル2階

ラウンドワン枚方店 573-1131 大阪府枚方市高野道1-20-20

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４－４－７４階 店舗番号４２１００

セガワールド 和泉 594-0076 大阪府和泉市肥子町2-4-41

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 橿原店 634-0008 奈良県橿原市十市町８８８－５

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

アミューズメントＣＵＥ奈良三条店 630-8244 奈良県奈良市三条町478-1

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

お宝市番館  加古川店 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福７１－２ ジョイパーク加古川内 ＡＭコーナー

キングダム三宮店 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町２－１１－１センタープラザ西館２Ｆ２３５号

ＭＳ ＷＯＲＬＤ三宮店 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町２－１１－１センタープラザ西館２階２３３－１

タイトーFステーション 三宮西館店 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1三宮センタービル西館3階

ラウンドワン三宮駅前店 651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通６－１－１７

セガ フェニックスプラザ 摩耶 657-0851 兵庫県神戸市灘区味泥町6-1フェニックスプラザ１Ｆ

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  大京聚楽館ビル

プレイランド  パルティ店 656-0461 兵庫県南あわじ市市円行寺１５０三原ＳＰパルティ内２Ｆ

ラウンドワンＪＲ尼崎駅前店 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１丁目４－５プラストいきいきビル４階

クラブセガ 姫路OS 670-0927 兵庫県姫路市駅前町254姫路OSビル B1F

タイトーFステーション 姫路店 670-0927 兵庫県姫路市駅前町269番地,270番地

お宝市番館  姫路東店 671-0244 兵庫県姫路市四郷町見野８２４－１  店内アミューズメントコーナ

ラウンドワン姫路飾磨店 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島１－２５４

セガワールド 花北 670-0806 兵庫県姫路市増位新町1-62F

セガ 明石 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2464-1

ゲームアイビス太子店 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田2149

ラウンドワン和歌山店 641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀７３９－３

ユーズランド和歌山店 640-8451 和歌山県和歌山市中字楠谷５７３番地  イオンモール和歌山２Ｆ区画番号２０５９

ゲームアイビス岡山店 703-8233 岡山県岡山市中区高屋３０８－１

アミューズメントプレイス・ギミック・セガ 702-8006 岡山県岡山市中区藤崎599-12

お宝発見  岡山店 700-0956 岡山県岡山市南区当新田１２１－１

ラウンドワン岡山妹尾店 701-0205 岡山県岡山市南区妹尾３４１３－１

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

セガ 倉敷 710-0833 岡山県倉敷市西中新田535-2

セガ 海田 736-0042 広島県安芸郡海田町南大正町 3-35

ブラックジャックアクア店 731-0124 広島県広島市安佐南区大町東４丁目１２－１１

セガ LECT広島 733-8509 広島県広島市西区扇2-1-45LECT2F

タイトーステーション 広島紙屋町店 730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-2-21

セガ 広島本通 730-0035 広島県広島市中区本通9-30ランドマークビル

ラウンドワン広島店 730-0032 広島県広島市中区立町３－１１

ｎａｍｃｏゆめタウン広島店 734-0007 広島県広島市南区皆実町２丁目８番１７号　ゆめタウン広島店３４２ 

ピノッキースパティオ大竹本館 739-0622 広島県大竹市晴海１－６－１  ゆめタウン大竹店２Ｆ

ピノッキーランドゆめタウン黒瀬店 739-2613 広島県東広島市黒瀬町楢原１００－１ ２Ｆ

お宝買取団  東広島店 739-0013 広島県東広島市西条御条町6-20-4F  店内ゲームコーナー

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ東広島店 739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇４４０５番地 

ｎａｍｃｏゆめタウン廿日市店 738-0023 広島県廿日市市下平良二丁目２番１号３Ｆ 

セガ 尾道 722-0014 広島県尾道市新浜1-2-13

セガワールド 福山 720-0838 広島県福山市瀬戸町山北300

ピノッキースパティオ福山店 720-0801 広島県福山市入船町3丁目1-60ゆめタウン福山２Ｆ

ラウンドワン福山店 721-0961 広島県福山市明神町１－９－２８

ソユーフォレストハンター 松前店 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850番地　エミフルMASAKI AM棟1F

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

タイトーFステーション 今治ワールドプラザ店 799-1506 愛媛県今治市東村1-14-2今治ワールドプラザ内

ラウンドワン松山店 791-8005 愛媛県松山市東長戸1－３－１０

イーグル お宝市番館瀬戸大橋店 769-0213 香川県綾歌郡宇多津町大字東分２９５－１

セガ 丸亀 763-0062 香川県丸亀市蓬莱町56-1

ゆめタウン高松店 761-8072 香川県高松市三条町中所６０８－１　ゆめタウン高松店２Ｆゆめランド 

ラウンドワン高松店 760-0068 香川県高松市松島町２－７－４３

お宝買取団  高松店 760-0077 香川県高松市上福岡町２０２１－５

セガ 高松 761-8058 香川県高松市勅使町535

セガワールド フジグラン 780-8076 高知県高知市朝倉東町52-15フジグラン高知 3F

ラウンドワン高知店 780-0816 高知県高知市南宝永町4-12

ｎａｍｃｏフジグラン宇部店 755-0008 山口県宇部市明神町三丁目１番１号　フジグラン宇部店２Ｆ 

ラウンドワン下関店 750-0066 山口県下関市東大和町１－３－１５

セガ小郡 754-0023 山口県山口市小郡前田町3-6

タイトーFステーション 山口メルクス店 753-0851 山口県山口市大字黒川82-1ハイパーモールメルクス内

ピノッキースパティオ防府店 747-0037 山口県防府市八王子二丁目8-8　ゆめタウン防府店3F

セガ 鳥取 680-0913 鳥取県鳥取市安長416

開放倉庫  米子店 683-0801 鳥取県米子市新開５－１－７

G-pala出雲 693-0004 島根県出雲市渡橋町784-1

セガ 松江 690-0047 島根県松江市嫁島町12-15

万代書店 新松江店 690-0825 島根県松江市学園１－８－２１

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

ラウンドワン徳島・万代店 770-0941 徳島県徳島市万代町４－１９－１

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

セガ 延岡　 882-0866 宮崎県延岡市平原町5-1492-8

マンガ倉庫  宮崎店 880-0212 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂３３４０－４１

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３－４－６０

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

マンガ倉庫  都城店 885-0006 宮崎県都城市吉尾町８４０マンガ倉庫都城店内

ぐるぐる倉庫 菊陽店 869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼２７９５－２

ラウンドワン熊本店 860-0047 熊本県熊本市西区春日7-25-15

ぐるぐる倉庫  熊本店 861-4106 熊本県熊本市南区南高江7-7-68

ぐるぐる倉庫  植木店 861-0133 熊本県熊本市北区植木町滴水９１－２

フェスタ人吉店 868-0011 熊本県人吉市宝来町1307-1　人吉レックス内

ｎａｍｃｏモラージュ佐賀店 840-8551 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島７３０　モラージュ佐賀　南館１Ｆ 

ラウンドワンスタジアム佐賀店 849-0915 佐賀県佐賀市兵庫町藤木１１１０番

セガ 武雄 843-0024 佐賀県武雄市武雄町大字富岡12517-1

マンガ倉庫  加治木店 899-5241 鹿児島県姶良市加治木町木田１５９－２ソレイユタウン加治木

ラウンドワン鹿児島宇宿店 890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿２－２－２

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

セガワールド 出水 899-0126 鹿児島県出水市六月田町347

G-pala日田 877-0000 大分県日田市友田997-1

フェスタ佐伯店 876-0047 大分県佐伯市鶴岡西町2丁目163番地 コスモタウン佐伯内

マンガ倉庫  大分東店 870-0131 大分県大分市皆春内門６０４

プラサカプコン大分店 870-0174 大分県大分市公園通ﾘ西2丁目1番 パークプレイス大分2F

フェスタフリーモールわさだ店 870-1161 大分県大分市大字木上字鉾手2102番地フリーモールわさだ内

マンガ倉庫  大分わさだ店 870-1143 大分県大分市田尻８５－１

ラウンドワン大分店 870-0921 大分県大分市萩原２－１３－１７

セガワールド 高城 870-0924 大分県大分市牧1-161-8

セガワールド 中津 871-0021 大分県中津市沖代町1-2-16

マンガ倉庫  広田店 859-3223 長崎県佐世保市広田３丁目３８－４６

マンガ倉庫  時津店 851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷８２３－２

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

Ｇ－ＳＴＡＧＥ浜町 850-0853 長崎県長崎市浜町２－２６

セガ みらい長崎ココウォーク 852-8104 長崎県長崎市茂里町1-55みらい長崎ココウォーク　5F

ハイテクセガ もみの木村 854-0053 長崎県諫早市小川町90-1

マンガ倉庫  豆津バイパス店 830-0049 福岡県久留米市大石町２６２

マンガ倉庫  大川店  ゲームコーナー 831-0005 福岡県大川市大字向島１３７３－１

ラウンドワン大野城店 816-0912 福岡県大野城市御笠川１－１８－１６

セガアリーナ 中間 809-0013 福岡県中間市上蓮花寺3-1-1

プラサカプコン直方店 822-0008 福岡県直方市湯野原2-1-1 イオンモール直方2F

マンガ倉庫  八女店 834-0006 福岡県八女市吉田１２３

楽市楽座  イオン伊都店 819-0375 福岡県福岡市西区徳永113-1ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡伊都ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ別館

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サザンクロスビル

楽市街道  箱崎店 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎5-1-8楽市街道箱崎店内

ｎａｍｃｏ博多バスターミナル店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街２－１　博多バスターミナル７Ｆ 

タイトーFステーション ヨドバシ博多店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12ヨドバシカメラ4F

ラウンドワン博多・半道橋店 812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋２－２－８

タイトーステーション リバーウォーク店 803-0812 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1リバーウォーク北九州4F 5409

ラウンドワン小倉店 803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町15-65

Ｇ－ＳＴＡＧＥ小倉店 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野２－１４－５ あるあるＣｉｔｙ２階

マンガ倉庫  浦添店 901-2559 沖縄県浦添市城間２６８９

ラウンドワン宜野湾店 901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜３－２８－８

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

ラウンドワン南風原店 901-1111 沖縄県島尻郡南風原町兼城下茂原５５２番地

近畿

中四国

九州

沖縄

再登場『ご注文はうさぎですか？？ 全力造形 フィギュア チノ』 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。

北海道

東北

関東

北陸東海


