『ご注文はうさぎですか？？ 全力造形 フィギュア チノ うさぎstyle』 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

北海道

店舗名
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

東苗穂店

007-0806

北海道札幌市東区東苗穂6条2丁⽬1-25

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

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

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２−５イオンモール旭川駅前４Ｆ

ディノスパーク旭川店

070-0010

北海道旭川市⼤雪通５−４９６−５ 第８⼭本ビル

ソユーゲームフィールド旭川⻄店

070-0823

北海道旭川市緑町⼆⼗三丁⽬2161番地3 イオンモール旭川⻄3F

ＢＩＧ ＢＡＮＧ釧路店

088-0622

北海道釧路郡釧路町⽊場２丁⽬−１

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

キャッツアイ恵庭店

061-1441

北海道恵庭市住吉町２丁⽬９−１

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

ソユーゲームフィールド 発寒店

063-0828

北海道札幌市⻄区発寒⼋条１２丁⽬１−１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⻄三丁⽬6番地1

ベガジオ狸⼩路店

060-0062

北海道札幌市中央区南⼆条⻄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 札幌藤野店ＵＦＯキャッチーコーナー

061-2282

北海道札幌市南区藤野⼆条３丁⽬３−１

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

ＢＩＧ ＢＡＮＧ室蘭店

050-0075

北海道室蘭市中島本町２−８−１

ディノスパーク室蘭店

050-0083

北海道室蘭市東町４−３１−２

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

サッポロアミューズメントファクトリー

080-0831

北海道帯広市稲⽥町南８線⻄１２−１ スズランボウル内

ディノスパーク帯広店

080-0051

北海道帯広市⽩樺１６条⻄２丁⽬ドリームタウン⽩樺内

ディノスパーク函館昭和店

041-0812

北海道函館市昭和３−２４−１８ゲオ函館昭和店内

ラウンドワンスタジアム函館店

041-0824

北海道函館市⻄桔梗町848番地11

セガ ⽔沢

023-0003

岩⼿県奥州市⽔沢区佐倉河字鎧⽥4-1

ラウンドワンスタジアム盛岡店

020-0045

岩⼿県盛岡市盛岡駅⻄通2丁⽬10-35

ゲームランド盛岡店

020-0148

岩⼿県盛岡市前潟４−７−１イオンモール盛岡２Ｆ

ソユーゲームフィールド 盛岡南店

020-0866

岩⼿県盛岡市本宮七丁⽬1番1号 イオンモール盛岡南1F

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丁⽬7番10号

仙台レジャーランド⼀番町店

980-0811

宮城県仙台市⻘葉区⼀番町４−３−２７ ガレリア⼀番町ビル１Ｆ−３Ｆ

セガ 仙台

東北

関東

住所

郵便番号

キャッツアイ

980-21

宮城県仙台市⻘葉区中央2-5-5三経60ビル

ゲームメイト仙台店

980-0021

宮城県仙台市⻘葉区中央４−１−１ イービーンズ４階

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

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

万代書店 多賀城店

985-0843

宮城県多賀城市明⽉1-168-1

ｎａｍｃｏイオンモール名取店

981-1294

宮城県名取市杜せきのした５−３−１

セガ 名取セッツウイングス

981-1225

宮城県名取市飯野坂字⼟城堀57-1

90N 寒河江店

991-0047

⼭形県寒河江市新⼭１−５３−１

スタジオプリモ ⼭形店

990-8580

⼭形県⼭形市城南町１−１−１霞城セントラル２Ｆ

セガワールド 北⼭形

990-0821

⼭形県⼭形市北町1-3-20

ゲームゾーントレジャービッグトレイル

996-0000

⼭形県新庄市⾦沢沖１０６８ＺＥＳＴ新庄店内

ビイブリッジお宝中古市場 鶴岡店

997-0003

⼭形県鶴岡市⽂下字広野１

お宝中古市場 ⼭形天童店

994-0021

⼭形県天童市⼭元１０１９−１

スーパーノバ 天童店

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 天童店

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２Ｆ

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

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

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⼀丁⽬1番地1号 イオンモール秋⽥2F

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

秋⽥県⼤仙市⼾蒔字錨１７−１

ゲームフェスタ

036-8003

⻘森県弘前市駅前町５−５三珠ビル

スペースファンタジーインフィニ

036-8092

⻘森県弘前市城東北三丁⽬10番地1 さくら野百貨店弘前店4F

セガ 弘前

036-8085

⻘森県弘前市⼤字末広1-3-3

ラ・セラ キッズ

030-0912

⻘森県⻘森市⼋重⽥４−２−１ラ・セラ東バイパスショッピングセンター内

ラウンドワン⻘森店

030-0843

⻘森県⻘森市浜⽥3丁⽬1番1号

セガ⼋⼾

031-0072

⻘森県⼋⼾市城下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⺒町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棟内

プレビプレイランド⿅島エブリア店

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2階アミューズメント

セガ ⼩名浜

971-8122

福島県いわき市⼩名浜林城字塚前18-1

スーパーノバ 会津インター店

965-0053

福島県会津若松市町北町⼤字上荒久⽥字宮下１４２

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字⼤久保３５−１

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 郡⼭アティ店

963-8002

福島県郡⼭市駅前1-16-7

ホワイトベース郡⼭駅東店

963-8801

福島県郡⼭市向河原町４−４０ドンキホーテ郡⼭店内ゲームコーナー

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

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⻄中島7-1

スーパーノバ 福島店

960-8153

福島県福島市⿊岩字中島７−２

万ＳＡＩ堂 福島店

960-8153

福島県福島市⿊岩字浜井場５−１

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

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

アミューズＶＩＶＡ

312-0042

茨城県ひたちなか市東⼤島２−１１−１１−１Ｆ

セガ 霞ヶ浦

300-0726

茨城県稲敷市⻄代1473-1

ぐるぐる⼤帝国 結城店

307-0008

茨城県結城市下り松６丁⽬４−１７

フェスタ古河店

306-0021

茨城県古河市松並2-18-10 マーケットシティ古河内

スタジオプリモ マイム⽔⼾店

310-0015

茨城県⽔⼾市宮町１−２−４マイム⽔⼾１Ｆ

セガ ⽔⼾

310-0015

茨城県⽔⼾市宮町1-7-44コムボックス310

セガ ⽔⼾南

310-0851

茨城県⽔⼾市千波町2017-1フェドラP&D⽔⼾１F

ユーズユーズランド⽔⼾内原店

319-0317

茨城県⽔⼾市内原２丁⽬１番地イオンモール⽔⼾内原２Ｆ

アピナ下館店

308-0847

茨城県筑⻄市⽟⼾１０１２−３

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 ⿓ヶ崎

301-0855

茨城県⿓ヶ崎市藤ヶ丘4-2-8

インターパークプラスワン宇都宮店

321-0118

栃⽊県宇都宮市インターパーク６−５−１

スタジオプリモ 宇都宮店

320-0803

栃⽊県宇都宮市曲師町２−８宇都宮フェスタＢ１Ｆ

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

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

れいんぼー宇都宮店

321-0933

栃⽊県宇都宮市簗瀬町１８６５−１ カルマーレ宇都宮２Ｆ ゲームコーナー

タイトーステーション イオンモール佐野新都市店

327-0821

栃⽊県佐野市⾼萩町1324-1

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

ラウンドワン栃⽊・樋ノ⼝店

328-0024

栃⽊県栃⽊市樋ﾉ⼝町55番地1

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

群⾺レジャーランド渋川店

377-0003

群馬県渋川市八木原１３６４

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

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

群⾺レジャーランド藤岡店

375-0005

群馬県藤岡市中２００２－１

ＡＭ

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

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

宝島 浦和美園店

336-0967

埼玉県さいたま市緑区美園５－５０－１ イオンモール浦和美園２Ｆ

プラサカプコン⽻⽣店

348-0039

埼玉県羽生市川崎２－２８１－３イオンモール羽生２Ｆ

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

ゲームシティ⼾⽥店

335-0034

埼玉県戸田市笹目３－２１－９

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

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

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

ユーズランド春⽇部店

344-0122

埼⽟県春⽇部市下柳４２０−１イオンモール春⽇部２Ｆ 区画番号２０３７

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

キャロム所沢店

359-0024

埼⽟県所沢市下安松９６９−１

スクウェアワン サイスポ店

359-0011

埼⽟県所沢市南永井１１１６埼⽟スポーツセンター内

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

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

アミューズランドモナコ川越店

350-0043

埼⽟県川越市新富町２−４−１

アミューズメントベネクス川越店

350-0032

埼⽟県川越市⼤仙波340-1

ゲームシテイ川⼝店

332-0017

埼⽟県川⼝市栄町１−１０−５

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

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東京本店

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

タイトーステーション 和光店

351-0112

埼⽟県和光市丸⼭台1-4-5

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

AM St.Tropez伊勢佐⽊町

231-0045

神奈川県横浜市中区伊勢佐⽊町3丁⽬96 ⽇活会館3F

ＡＭ

ＰＩＡ

ミタマ店

川⼝

ＰＩＡ

川崎モアーズ

イオンモール名取２Ｆ

ダイスビル

地下２階

210-0007

神奈川県川崎市川崎区駅前本町７番地

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⻄２−１−２８ ⾚い⾵船ビル２Ｆ

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

タイトーステーション 横浜⻄⼝五番街店

220-0005

神奈川県横浜市⻄区南幸1-12-97階

ラウンドワン横浜⻄⼝駅

220-0005

神奈川県横浜市⻄区南幸2-8-16

ドラマ港北インター店

224-0045

神奈川県横浜市都筑区東⽅町３２１−６

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

神奈川県厚⽊市⼾室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

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

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

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

ウエアハウス川崎店

210-0024

神奈川県川崎市川崎区⽇進町３−７

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｽｸｳｪｱ テクモピア向ケ丘遊園店

214-0014

神奈川県川崎市多摩区登⼾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

アピナ橋本店

252-0131

神奈川県相模原市緑区⻄橋本５−１−１ラ・フロール駐⾞場棟１階

プレイランド ⼤和鶴間店

242-0001

神奈川県⼤和市下鶴間⼀丁⽬3-1 イトーヨーカドー⼤和鶴間店3F

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

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

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10-1 3階

ＡＭ

275-0016

千葉県習志野市津⽥沼1-2-1 ⼗三ビル地下1階

285-0925

千葉県印旛郡酒々井町上本佐倉字外宿１３０−１

279-0002

千葉県浦安市北栄１−１６−１５第４セントラルビル

千葉レジャーランド成東店

289-1327

千葉県⼭武市姫島１１１−１

ゲームチャリオット五井店

290-0081

千葉県市原市五井中央⻄２−１−２

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

ラウンドワン市川⻤⾼店

272-0015

千葉県市川市⻤⾼4丁⽬1番3号

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

スーパービバホーム２Ｆゲームコーナー

275-0024

千葉県習志野市茜浜１−１−２

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

プラサカプコン成⽥店

286-0029

千葉県成⽥市ウイング⼟屋２４イオンモール成⽥２Ｆゲームコーナー

スポーツウェーブ鉄腕24 稲⽑⻑沼店

263-0001

千葉県千葉市稲⽑区⻑沼原町697

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アミューズメント棟1

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

アドアーズ千葉店

260-0015

千葉県千葉市中央区富⼠⾒2-4-15 第⼀東和ﾋﾞﾙ 1〜3階

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

らしんばん 千葉店

260-0014

千葉県千葉市中央区本千葉町６−９ フェニックスレジデンス千葉中央１Ｆ

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

千葉鑑定団 船橋店

273-0866

千葉県船橋市夏⾒台３−４−８

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

ラウンドワンスタジアム アリオ柏店

277-0922

千葉県柏市⼤島⽥950-1

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

276-0028

千葉県⼋千代市村上南1丁⽬5番地54

キャッツアイ⼋千代店

276-0040

千葉県⼋千代市緑が丘⻄２丁⽬１３番地３

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

イスカンダル⽊更津

292-0834

千葉県⽊更津市潮⾒４−１−２

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

143-0023

東京都⼤⽥区⼭王2-2-15

AM

St.Tropez

170-0013

東京都豊島区東池袋1-29 サントロペビル2階

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

東京レジャーランド⻲有店

125-0061

東京都葛飾区⻲有３−２１−２

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

ＰＩＡ

津⽥沼

千葉鑑定団 酒々井店
ゲームプラザセントラル

SILK

浦安店

⼤森
池袋

ラウンドワンスタジアムダイバーシティ東京

岡⽥屋モアーズ内１・２階

OKKA634ビル3階

プラザ店 135-0064 東京都江東区⻘海(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

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

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 新宿⻄⼝

160-0023

東京都新宿区⻄新宿1-12-5

タイトーステーション 新宿⻄⼝店

160-0023

東京都新宿区⻄新宿1-13-4

ゲームスポット２１新宿店

160-0023

東京都新宿区⻄新宿１−１５−３

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

東京都⻄多摩郡瑞穂町武蔵３８２−１

セガ秋葉原5号館

101-0021

東京都千代⽥区外神⽥1-10-1

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・秋葉原2号店

101-0021

東京都千代⽥区外神⽥1-13-1

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

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

Akihabara eX ﾋﾞﾙ1〜2階

エターナルアミューズメントタワーｂｙＡｓｏｂｏｘ秋 101-0021 東京都千代⽥区外神⽥４−４−７ＭＴビル６階
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

ザ・サードプラネット多摩センター店

206-0033

東京都多摩市落合１−４１−１マグレブウエスト１階、２階

ファンファン平和島店

143-0016

東京都⼤⽥区⼤森北６−２９−１３

ソユーザウルスワールド ⼤森店

143-0016

東京都⼤⽥区⼤森北⼆丁⽬13-1 イトーヨーカドー大森店3Ｆ

セガ 町⽥

194.-0013

東京都町⽥市原町⽥6-13-17アーバンミサワビル

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

アドアーズ町⽥店

194-0013

東京都町⽥市原町⽥6-21-25 ⼤正堂第2ﾋﾞﾙ 1〜4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

ドラマ 野猿店

192-0352

東京都⼋王⼦市⼤塚628-1

ゲームプラザセントラル ⼋王⼦店

192-0082

東京都⼋王⼦市東町１２−１５

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２−３FAB南⼤沢２Ｆ

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

ゲームグース武蔵⼩⼭店

142-0062

東京都品川区⼩⼭３−２２−１９

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

ラウンドワン吉祥寺店

180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町１−１１−２２

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 池袋⻄⼝店

171-0021

東京都豊島区⻄池袋1-15-9

タイトーステーション 池袋ロサ店

171-0021

東京都豊島区⻄池袋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

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⼀丁⽬14番1号 池袋ｽｸｴｱ

プラサカプコン池袋店

170-0013

東京都豊島区東池袋⼀丁⽬３０番１東池袋⼀丁⽬シネマコンプレックスプロジェクト３Ｆ

セガ ⾚⽻駅前

115-0045

東京都北区⾚⽻1-2-4

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 ⾃由ヶ丘

152-0035

東京都⽬⿊区⾃由が丘2-10-9

クラブセガ ⽴川

190-0023

東京都⽴川市柴崎町3-2-1サザンビル 1F

アミューズランドモナコ ⽴川店

190-0023

東京都⽴川市柴崎町３−４−１カワイヤビル

キラキラＡｓｏｂｏｘＮＥＷ⽴川店

190-0023

東京都⽴川市柴崎町３−７−１７Ｎ２ビル１Ｆ・Ｂ１Ｆ

トーホーレジャープラザ

179-0082

東京都練⾺区錦２−１９−１ト−ホープラザ５Ｆ

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

キラキラＡｓｏｂｏｘ⼗⽇町店

948-0000

新潟県⼗⽇町市丑７３５−１

アピナ上越インター店

942-0063

新潟県上越市下⾨前1661

お宝中古市場上越店

943-0834

新潟県上越市⻄城町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

新潟県新潟市⻄区善久７０８

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

カプコサーカス新潟東店

950-0813

新潟県新潟市東区⼤形本町３−１−２イオン新潟東内ゲームコーナー

お宝中古市場⾚道店

950-0886

新潟県新潟市東区中⽊⼾５６

夢⼤陸 ⻑岡店

940-2121

新潟県⻑岡市喜多町３９２−１

アピナ⻑岡店

940-2026

新潟県⻑岡市堺東町２２

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

ラウンドワンスタジアム⾦沢店

921-8163

⽯川県⾦沢市横川6丁⽬120-1

バイパスレジャーランド藤江新館

920-0346

⽯川県⾦沢市藤江南２−１０５

ゲームパラダイス

920-0849

⽯川県⾦沢市堀川新町５−１アミューズメントスクエア３Ｆ

浪漫遊⾦沢本店内ゲームコーナー

921-8801

⽯川県野々市市御経塚４−１

アピナ伊那店

396-0026

⻑野県伊那市⻄町５０９３

夢⼤陸 松本店

390-0827

⻑野県松本市出川３−６−１３トレジャーゲームコーナー

セガ 松本

390-0841

⻑野県松本市渚1-7-1渚ライフサイト内

セガ 上⽥

386-0001

⻑野県上⽥市⼤字上⽥1847-1

万代書店 諏訪店

392-0015

⻑野県諏訪市中洲２９６２

万代書店 ⻑野新店

380-0913

⻑野県⻑野市川合新⽥３３８９−１

アミユーズメントプレイスアピナ⻑野村⼭店

381-0011

⻑野県⻑野市村⼭５０２−１

ラウンドワンスタジアム⻑野店

381-0038

⻑野県⻑野市⼤字東和⽥827番地6

マンガ倉庫 富⼭店

939-8214

富⼭県富⼭市⿊崎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

アルプラザボウル

916-0038

福井県鯖江市下河端町１６−６−１

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 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

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

愛知県岡崎市⼾崎町字外⼭３８−５ イオンモール岡崎ショッピングセンター内シネコン棟

セガ 岡崎

444-0823

愛知県岡崎市上地3-50-4

444-0117

愛知県額⽥郡幸⽥町相⾒沖原１−３ カメリアガーデン幸⽥内

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１−１２

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

アミューズファクトリー常滑店

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

セガ 東名ボール

489-0972

愛知県瀬⼾市⻄原町2丁⽬114

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

北陸東海 ゲームファンタジアン⻑久⼿店

480-1121

愛知県⻑久⼿市武蔵塚７０５

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

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⻄⼭ 25-121

セガ 豊⽥

471-0841

愛知県豊⽥市深⽥町1-65-1

ラウンドワンスタジアム名古屋⻄春店

481-0035

愛知県北名古屋市宇福寺神明15番地

ポート２４ ⼋事店

466-0834

愛知県名古屋市昭和区広路町字北⽯坂１０２−４

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ビル1F

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

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

王の洞窟岐南店

501-6017

岐⾩県⽻島郡岐南町 徳⽥⻄１ー２７

浪漫遊 各務原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

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

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

⼭梨県甲斐市⻄⼋幡４４１５

ゲームパニック甲府

400-0043

⼭梨県甲府市国⺟５−２０−２４

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

ソユー⻯宮タウン 静岡店

422-8042

静岡県静岡市駿河区⽯⽥⼀丁⽬5番1号 アピタ静岡SC2F

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴＢｉＶｉ沼津店

410-0801

静岡県沼津市⼤⼿町1-1-5

ゲームセンター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4-2静活プラザビル 1,2F

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 袋井

437-0064

静岡県袋井市川井1142-1

アップル島⽥店

427-0016

静岡県島⽥市宝来町8-5

藤枝鑑定団

426-0009

静岡県藤枝市⼋幡３６３−４

プラサカプコン志都呂店

432-8066

静岡県浜松市⻄区志都呂町２丁⽬３７−１イオンモール浜松志都呂３Ｆ

ポート２４

431-0202

静岡県浜松市⻄区坪井町４１８３

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

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番15号

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

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

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

万代書店浪漫遊 松阪店

515-0811

三重県松阪市塚本町７２−１

タイトーステーション イオンモール明和店

515-0348

三重県多気郡明和町中村1223イオンモール明和2F

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

万代書店 鈴⿅店内ゲームコーナー

513-0808

三重県鈴⿅市⻄條町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 京都松⽵座ビル

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

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 甲⻄店者

520-3223

滋賀県湖南市夏⾒１６３−１

セガ 甲⻄

520-3223

滋賀県湖南市夏⾒⼆ツ橋356-1

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ピングセンター３Ｆ

セガエイスクエア草津

525-0025

滋賀県草津市⻄渋川1-23-23ＡーＳＱＵＡＲＥ ＳＡＲＡ新棟2F

レジャラン滋賀レジャーランド⼤津店

520-0801

滋賀県⼤津市におの浜３−１−４３イオンスクエアアヤハプラザ内

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

ゲームＤＩＮＯ彦根店

522-0038

滋賀県彦根市⻄沼波町１６６

開放倉庫⽶原店アミューズコーナー

521-0072

滋賀県⽶原市顔⼾１４２９

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

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

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

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

ｎａｍｃｏ梅⽥店

530-0018

⼤阪府⼤阪市北区⼩松原町３番３号

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

クラブセガ 東梅⽥

530-0027

⼤阪府⼤阪市北区堂⼭町9-28

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

ｎａｍｃｏ⼤阪⽇本橋店

556-0011

⼤阪府⼤阪市浪速区難波中２−１−１７

アテナ⽇本橋店

556-0011

⼤阪府⼤阪市浪速区難波中２−１−２２

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

結屋 美濃出店

556-0011

⼤阪府⼤阪市浪速区難波中２丁⽬５−１２

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

らしんばん⼤阪⽇本橋店２号館

556-0005

⼤阪府⼤阪市浪速区⽇本橋４−１６−１ユニットコム本社ビル2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

574-0023

⼤阪府⼤東市南新⽥２丁⽬３−５

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

セガワールド 布施

577-0056

⼤阪府東⼤阪市⻑堂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

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

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

キッズサーカス奈良柏⽊店

630-8031

奈良県奈良市柏⽊町４５６−１奈良パワーシティ内２Ｆ

テクモピア伊丹店

664-0847

兵庫県伊丹市藤ノ⽊1-1-1イオンモール伊丹3F

アミパラ加古川店

675-0027

兵庫県加古川市尾上町今福７１−２

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

ふぇすたらんど⼩野店

675-1378

兵庫県⼩野市王⼦町868-1 ｲｵﾝ⼩野店内

ゲームセンタートップラン

651-2404

兵庫県神⼾市⻄区岩岡町古郷１４７４−１

タイトーFステーション 三宮⻄館店

650-0021

兵庫県神⼾市中央区三宮町2-11-1三宮センタービル⻄館3階

ラウンドワン三宮駅店

651-0088

兵庫県神⼾市中央区⼩野柄通6-1-17

ラウンドワン新開地店

652-0811

兵庫県神⼾市兵庫区新開地2-3-4⼤京聚楽館ﾋﾞﾙ

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

タイトーステーション 尼崎つかしん店

661-0001

兵庫県尼崎市塚⼝本町4-8-1SCつかしん内東町北館3階

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

ふぇすたらんど⼟⼭店

674-0074

兵庫県明⽯市⿂住町清⽔字舞々2208-1 ｲｵﾝ⼟⼭店内

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

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

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

アミパラテクノランド

700-0808

岡⼭県岡⼭市北区⼤和町１ー７ー１２

プレイランド⾼梁店

716-0061

岡⼭県⾼梁市落合町阿部１７００ゆめタウン⾼梁２Ｆゲームコーナー

セガ 倉敷

710-0833

岡⼭県倉敷市⻄中新⽥535-2

アミパラ 倉敷店

710-0833

岡⼭県倉敷市⻄中新⽥６２４−１アミパラボウル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 広島紙屋町店

730-0031

広島県広島市中区紙屋町2-2-21

お宝買取団⼋丁堀店

730-0034

広島県広島市中区新天地５−３地下１Ｆ ゲームコーナー

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

アミパラ

732-0033

広島県広島市東区温品１丁⽬３−２フォレオ広島東１Ｆ

セガワールド 宇品

734-0014

広島県広島市南区宇品⻄3-4フタバ図書GIGA宇品店内

お宝買取団 東広島店

739-0013

広島県東広島市⻄条御条町6-20-4F 店内ゲームコーナー

セガ 尾道

722-0014

広島県尾道市新浜1-2-13

開放倉庫 福⼭店

720-2124

広島県福⼭市神辺町川南４１３−１

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

楽市楽座 イオンモール今治店

794-0068

愛媛県今治市にぎわい広場１−１イオンモール今治新都市店２階２０２３

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

愛媛県松⼭市東⻑⼾1-3-10

イーグル お宝市番館瀬⼾⼤橋店

769-0213

⾹川県綾歌郡宇多津町⼤字東分２９５−１

ふぇすたらんど豊浜店

769-1601

⾹川県観⾳寺市豊浜町姫浜1158番1号 ﾏﾙﾅｶ豊浜店内

ゆめタウン丸⻲店ＢＩＧ ＷＡＶＥ

763-0055

⾹川県丸⻲市新⽥町１５０

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

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

ゲームセンターＵ！

780-0841

⾼知県⾼知市帯屋町1-13-21

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

アミパラ⾼知店

783-0006

⾼知県南国市篠原１９４−１

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

マンガ倉庫 ⼭⼝店

753-0814

⼭⼝県⼭⼝市吉敷下東３−３−１０ 店内ゲームコーナー

タイトーFステーション ⼭⼝メルクス店

753-0851

⼭⼝県⼭⼝市⼤字⿊川82-1ハイパーモールメルクス内

ネオブラボー

747-0045

⼭⼝県防府市⾼倉１−３−３０

Ｔ−ＢＩＲＤＳ⿃取店

680-0913

⿃取県⿃取市安⻑２２３開放倉庫⿃取店内ゲームコーナー

開放倉庫 ⽶⼦店

683-0801

⿃取県⽶⼦市新開５−１−７

アミパラ がいな店

683-0803

⿃取県⽶⼦市⽇ノ出町１丁⽬８−１３

G-pala出雲

693-0004

島根県出雲市渡橋町784-1

万代書店 新松江店

690-0825

島根県松江市学園１−８−２１

アミューズメントパフェパレパレ

770-0004

徳島県徳島市南⽥宮２−２−４６

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

ふぇすたらんど脇町店

779-3601

徳島県美⾺市脇町字拝原1711番地1 マルナカ脇町店内

G-pala⼩倉

800-0255

福岡県北九州市⼩倉南区上葛原1丁⽬14番地1号

Ａｓｏｂｉ Ｄｏｕｒａｋｕ新合川店

839-0865

福岡県久留⽶市新合川１−６−７２Ｆ

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

Ａｓｏｂｉ Ｄｏｕｒａｋｕ仲原店

811-2304

福岡県糟屋郡粕屋町⼤字仲原２６５０−１

マンガ倉庫 ⼤川店

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丁⽬18番16号

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

Ｇ−ＳＴＡＧＥ飯塚店

820-0081

福岡県飯塚市枝国６８０−２

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

マンガ倉庫 箱崎店

812-0053

福岡県福岡市東区箱崎５−１１−９

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

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⻄港町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

セガ 延岡

882-0866

宮崎県延岡市平原町5-1492-8

マンガ倉庫 加納店

889-1605

宮崎県宮崎市清武町加納⼄２４０−１

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

ファンタジーランド

888-0001

宮崎県串間市⼤字⻄⽅５５９０Ｎʼʼｓ Ｃｉｔｙニシムタ２Ｆ

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

ラウンドワンスタジアム熊本店

860-0047

熊本県熊本市⻄区春⽇7丁⽬25番15号

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

フェスタ⼭⿅店

861-0382

熊本県⼭⿅市⽅保⽥字⿃越3468-1 ミスターマックス⼭⿅ショッピングセンター内

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

マンガ倉庫 ⼋代店

866-0013

熊本県⼋代市沖町３９８９−１

Ａｓｏｂｉ Ｄｏｕｒａｋｕ嘉瀬店

840-0861

佐賀県佐賀市嘉瀬町２４８８−１

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

サンアミューズ⿅屋店

893-0013

⿅児島県⿅屋市札元２丁⽬３７９８−１

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

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

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

⼤分県佐伯市鶴岡⻄町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り⻄２−１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

タイトーFステーション セントポルタ⼤分店

870-0035

⼤分県⼤分市中央町2-1-1

マンガ倉庫 ⼤分わさだ店

870-1143

⼤分県⼤分市⽥尻８５−１

ラウンドワンスタジアム⼤分店

870-0921

⼤分県⼤分市萩原2丁⽬13-17

トライセン中津店

871-0011

⼤分県中津市下池永６７−３

G-pala時津

851-2104

⻑崎県⻄彼杵郡時津町野⽥郷59号

マンガ倉庫 広⽥店

859-3223

⻑崎県佐世保市広⽥３丁⽬３８−４６

アミパラ 佐世保店

857-1161

⻑崎県佐世保市⼤塔町１８−１５

Ａｓｏｂｉ Ｄｏｕｒａｋｕ時津店

851-2103

⻑崎県⻄彼杵郡時津町元村郷８６３−１０

マンガ倉庫 時津店

851-2102

⻑崎県⻄彼杵郡時津町浜⽥郷８２３−２

Ｇ−ＳＴＡＧＥ浜町

850-0853

⻑崎県⻑崎市浜町２−２６

マンガ倉庫 浦添店

901-2559

沖縄県浦添市城間２６８９

マンガ倉庫 泡瀬店

904-2174

沖縄県沖縄市与儀３−１３−１

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

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

ポート２４

関⻄

中四国

九州

沖縄

幸⽥店

浜松店

⼤東店

フォレオ広島東店

ＯＳビル２Ｆ

⼤阪ステーションシティ
コスモビル１〜３Ｆ

