
店舗名 住所
BIG BANG 北見 北海道北見市中央三輪7-446-1
BIG BANG 釧路店 北海道釧路郡釧路町木場2-1
BIG BANG 室蘭 北海道室蘭市中島本町2-8-1
BIG BANG 滝川 北海道滝川市東町1-44-2
BIG BANG 函館 北海道函館市梁川町9-3 パボッツ函館3F
MAXIM HERO 北海道札幌市北区北六条西6 JR高架下
namco札幌エスタ店 北海道札幌市中央区北五条西2-1-1 札幌エスタ9F
PALO苫小牧店 北海道苫小牧市糸井135-1トライアルG棟 トライアル苫小牧店
PALO網走店 北海道網走市駒場北5丁目83番地 駒場ショッピングタウン
キャッツアイミュンヘン大橋店 北海道札幌市豊平区平岸1条23丁目1-21 
キャッツアイ宮の沢店 北海道札幌市手稲区西宮の沢5条2丁目11-15 
キャッツアイ恵庭店 北海道恵庭市住吉町2-9-1
キャッツアイ篠路店 北海道札幌市北区篠路一条4-6-30
キャッツアイ新札幌店 北海道札幌市厚別区厚別東五条1 ホーマックスーパーデポ厚別東店横
キャッツアイ新川店 北海道札幌市北区新川二条7-1-7
キャッツアイ清田店 北海道札幌市清田区清田一条1-20-1
キャッツアイ静内 北海道日高郡新ひだか町静内木場町2丁目1-41 
キャッツアイ東苗穂店 北海道札幌市東区東苗穂6条2丁目1-25
ゲームランド新さっぽろ店 北海道札幌市厚別区厚別中央二条5-7 新さっぽろアークシティ カテプリ新さっぽろ3F
タイトーステーション札幌狸小路2丁目店 北海道札幌市中央区南三条西2-14
タイトーステーション千歳 北海道千歳市北栄2-12-5
ディノスパーク音更店 北海道河東郡音更町木野大通西15-2-12 ビッグマートB棟
ディノスパーク札幌手稲 北海道札幌市手稲区前田一条11 西友手稲店3F
ディノスパーク帯広 北海道帯広市白樺十六条西2-2-5 ドリームタウン白樺内
ディノスパーク苫小牧 北海道苫小牧市柳町3-1-20 イオンモール苫小牧2F
ディノスパーク北見 北海道北見市西三輪5-1-16
プラボ札幌西町店 北海道札幌市西区西町北13-1 ワンダーシティ札幌
ラウンドワンスタジアム旭川 北海道旭川市永山三条1-4-7
ラウンドワンスタジアム札幌・白石本通 北海道札幌市白石区本通16-北1-50
ラウンドワンスタジアム札幌北21条 北海道札幌市東区北二十一条東1-1-21
ラウンドワンスタジアム函館 北海道函館市西桔梗町848-11
ラウンドワン札幌すすきの 北海道札幌市中央区南五条西3-6-1
遊ランド 春光店 北海道旭川市春光一条7-2-25 第2ダイワビル2F
遊ランド西御料店 北海道旭川市西御料五条2-1
遊ランド稚内店 北海道稚内市港5-8-15
PALOむつ店 青森県むつ市中央2丁目7番8号 
PALO五所川原店 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻641番1 アクロスプラザ五所川原
インフィニ店 青森県弘前市城東北3-10-1 さくら野百貨店弘前店4F
セガ弘前 青森県弘前市末広1-3-3
セガ八戸 青森県八戸市城下4-25-14
タイトーFステーション八戸店 青森県八戸市三日町27
タイトーステーション青森アムゼ店 青森県青森市緑3丁目9番地の2サンロード青森 アムゼ内
ファンタジードーム八戸 青森県八戸市江陽2-14-1 ラピア別棟
ユーズランド下田店 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

※稼働状況につきましては、各店舗様にてご確認ください。
※開店時間、閉店時間につきましては各店舗様にご確認ください。
※2022年2月18日(金)最新の情報です。情報は予告なく変更になる場合がございます。
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ラウンドワン青森店 青森県青森市浜田3-1-1
G3POROSイオンタウン北上店 岩手県北上市里分4地割20-1 イオンタウン北上内
アミューズメントスペースBAGIBAGI 岩手県宮古市新川町3-17
ゲームランド盛岡店 岩手県盛岡市前潟4-7-1 イオンモール盛岡2F
セガ水沢 岩手県奥州市水沢区佐倉河字鐙田4-1
ソユーファミリーゲームフィールド花巻店 岩手県花巻市高木第16地割68-6 銀河モール花巻1F
タイトーFステーション盛岡南店 岩手県盛岡市津志田町2-1-77
タイトーステーション盛岡マッハランド店 岩手県盛岡市上堂1-2-38マッハランド内
チャットタウン北上店 岩手県北上市北⿁柳19地割71番地外 パルショッピングセンター
ラウンドワンスタジアム盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-10-35
GAMEBANK仙台泉 宮城県仙台市泉区大沢2-5-4
SOYU GAME FIELD古川店 宮城県大崎市古川沢田字筒場浦15 イオンタウン古川内
ゲームコーナー東部 宮城県仙台市若林区六丁の目中町26-60 斎喜東部ビル
ザ・サードプラネットBiVi仙台店 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-1-25 BiVi仙台駅東口2F
スーパーノバ イオン仙台中山 宮城県仙台市泉区南中山1-35-57 イオン仙台中山SC イオン仙台中山店別館3F
スーパーノバ仙台利府店 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
セガ仙台 宮城県仙台市青葉区中央2-5-5三経60ビル
セガ名取セッツウイングス 宮城県名取市飯野坂字土城堀57-1
タイトーステーション仙台クリスロード店 宮城県仙台市青葉区中央2-3-25
タイトーステーション仙台ベガロポリス店 宮城県仙台市太白区西多賀5-24-1
タイトーステーション仙台名掛丁店 宮城県仙台市青葉区中央1-7-13
ビーカム松森店 宮城県仙台市泉区松森字斉兵衛58-1
プラサカプコン石巻店 宮城県石巻市茜平4-104 イオンモール石巻2F
プレイランドエフワンR 宮城県仙台市青葉区中央2-6-6 タベイビルB1F
ユーズランド大河原店 宮城県柴田郡大河原町小島2-1 フォルテくらし館2F
ラウンドワン仙台苦竹 宮城県仙台市宮城野区苦竹1-7-10
namcoイオンタウン大館西店 秋田県大館市根下戸新町18-121 イオンタウン大館西内
SOYU Game Field 御所野店 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1 イオンモール秋田2F
ゲームフィールド十文字店 秋田県横手市十文字町仁井田字東22-1 スーパーモールラッキー内
セガ秋田 秋田県秋田市茨島1-1-16
プラサカプコン大曲店 秋田県大仙市和合字坪立177 イオンモール大曲2F
ラウンドワンスタジアム秋田店 秋田県秋田市卸町1-1-2
アピナ鶴岡店 山形県鶴岡市文下字広野1-1
スーパーノバ天童店 山形県天童市南町1-5-26
セガ米沢 山形県米沢市大字花沢字タナコ原177
パルケデアミーゴ 山形県山形市嶋北1-3-1
G3POROS原町店 福島県南相馬市原町区北原字本屋敷188
namcoイオンタウン郡山店 福島県郡山市松木町2-88 イオンタウン郡山内
スーパーノバ会津インター店 福島県会津若松市町北町上荒久田字宮下142
スーパーノバ福島店 福島県福島市黒岩字中島7-2
セガワールド福島 福島県福島市本内字中井1-2
セガ小名浜 福島県いわき市小名浜林城字塚前18-1
セガ日和田 福島県郡山市日和田町字西中島7-1
ソユーエンターテイメントスタジオ須賀川店 福島県須賀川市古河105 イオンタウン須賀川B棟内
タイトFーステーション郡山オリエントパーク 福島県郡山市郡山市安積町荒井字大久保35-1
タイトーFステーション郡山アティ店 福島県郡山市駅前1-16-7
ドリームファクトリーいわき店 福島県いわき市中央台飯野4-1
モーリーファンタジーいわき店 福島県いわき市平字三倉68-1 イオンいわき店3階
ラウンドワンスタジアム郡山 福島県郡山市向河原町4-55
ラウンドワンスタジアム福島 福島県福島市太田町14-18



店舗名 住所
FESTA古河 茨城県古河市松並2-18-10 マーケットシティ古河内
あそびのひろば鹿嶋店 茨城県鹿嶋市宮中290-1 SCチェリオ1F
アピナ下館店 茨城県筑西市玉戸1012-3
アミューズビバ 茨城県ひたちなか市東大島2-11-11
アミューズメントジャムジャムつくば店 茨城県つくば市竹園1-9-2 デイズタウンつくば店B1F
ゲームパドック・プラスワン古河店 茨城県古河市小堤1916-1
ゲームパニックつくば 茨城県土浦市中村東1-1-1 サンタスワールド内
ゲームメガつくば店 茨城県 つくば市 小野崎 177-2
セガワールド龍ヶ崎 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘4-2-8
セガ霞ヶ浦 茨城県稲敷市西代1473-1
セガ水戸 茨城県水戸市宮町1-7-44 コムボックス310
セガ水戸南 茨城県水戸市千波町2017-1 1F
セガ石岡 茨城県石岡市東大橋中峯1976-1
ピンクパンサーつくばみらい店 茨城県つくばみらい市陽光台1-14-1
ピンクパンサー下妻 茨城県下妻市小島884-10
ピンクパンサー結城 茨城県結城市結城10520-1
ピンクパンサー水戸けやき台店 茨城県水戸市酒門町3276-1
ピンクパンサー水戸赤塚店 茨城県水戸市河和田1-1 フレスポ赤塚内
ピンクパンサー土浦店 茨城県土浦市木田余4585-3
ピンクパンサー那珂店 茨城県那珂市菅谷字寄居1593-8
ピンクパンサー日立店 茨城県日立市東多賀町5-10-10
ユーズランド水戸内原店 茨城県水戸市中原町字西135 イオンモール水戸内原2F
namcoフェドラP&D佐野店 栃木県佐野市高萩町1340 フェドラP＆D SANO
PALO石橋店 栃木県下野市下古山3362-1 ヨークタウン石橋店
アピナ小山店 栃木県小山市駅南町4-27-18
インターパークプラスワン宇都宮店 栃木県宇都宮市インターパーク6-5-1
シーサイドリゾートアミューズメントパーク 栃木県宇都宮市睦町7-3
セガワールド宇都宮 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7
セガワールド小山 栃木県小山市東城南1-1-18
セガ今市 栃木県日光市芹沼1448-1
タイトーFステーショントナリエ宇都宮 栃木県 宇都宮市 駅前通り1丁目4番6号 トナリエＢ１Ｆ
タイトーFステーション小山店 栃木県小山市喜沢1475 おやまゆうえんハーヴェストウォークSC棟
ドラマ足利店 栃木県足利市朝倉町244-1
プラボ宇都宮店 栃木県宇都宮市簗瀬町1606-1 フェドラP＆D UTSUNOMIYA
ラウンドワンスタジアム宇都宮 栃木県宇都宮市江曽島町2072-1
大田原スポーツランド 栃木県那須塩原市一区町104-60
アピナ太田店 群馬県太田市内ケ島町907-1
インターワールド伊勢崎 群馬県伊勢崎市宮子町3425-4
セガワールド館林 群馬県館林市小桑原町949-1
セガワールド太田 群馬県太田市西矢島町575-1
タイトーFステーション前橋リリカ 群馬県前橋市国領町2-14-1    前橋リリカ2F
マトリクス前橋 群馬県前橋市小相木町558-1
ユーズランド高崎店 群馬県高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F
ユーズランド太田店 群馬県太田市石原町81 イオンモール太田2F
ラウンドワンスタジアム前橋 群馬県前橋市天川大島町1101-1
群馬レジャーランド伊勢崎店 群馬県伊勢崎市連取町3066-1
群馬レジャーランド高崎駅東口店 群馬県高崎市江木町333-1 高崎EXビルB1・2F
群馬レジャーランド渋川店 群馬県渋川市八木原1364
群馬レジャーランド太田店 群馬県太田市西矢島町162-2
群馬レジャーランド藤岡 群馬県藤岡市中2002-1
ＣＬＵＢＳＥＧＡ所沢 埼玉県所沢市日吉町 8-1
namco熊谷店 埼玉県熊谷市銀座2-97 カルパビル1F
PALO埼玉大井店 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡1丁目3番15号 ビバモール埼玉大井ショッピングセンター2階
アドアーズ和光 埼玉県和光市本町3-5 MillionAnnex和光1～3F

関東



アドアーズ蕨 埼玉県蕨市塚越1-4-4 ラ・セーヌビル2F
アピナ上尾店 埼玉県上尾市緑丘3-3-11-2 PAPA上尾ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｱｳﾞｪﾆｭｰﾌﾟﾘﾝｾｽ棟 別棟
アピナ川越店 埼玉県川越市泉町1-1 ウニクス南古谷シネマ棟1F
アピナ大宮 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-19 大東ビルB1・1F
アミュージアム新座店 埼玉県新座市東北2-32-12 イオン新座店3F 
ウェアハウスカラオケ三橋店 埼玉県さいたま市西区三橋6-955-1
ウェアハウス越谷店 埼玉県越谷市南荻島841-1
ウェアハウス岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区加倉3-3-63
ウェアハウス上尾店 埼玉県上尾市二ツ宮1044
ウェアハウス草加（別館） 埼玉県稲荷2丁目36番33号 
ギガステーション戸田店 埼玉県戸田市美女木943-7
キャッツアイ狭山店 埼玉県狭山市入間川3141
キャロム坂戸 埼玉県坂戸市関間2-151-1
ゲームシティ川口店 埼玉県川口市栄町1-10-5
ゲームパニック三郷 埼玉県三郷市ピアラシティ1-1-200
ゲームファクトリーマグマ草加店 埼玉県草加市氷川町2125-1
シルクハット 川口 埼玉県川口市栄町3-1-16 イート川口ビル4F
スピカ大宮南銀 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-57 桂ビル
セガワールド籠原 埼玉県熊谷市美土里町 1-169
セガ花園 埼玉県深谷市荒川359
セガ入間 埼玉県入間市東藤沢 2-18
ソユーゲームフィールド菖蒲 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1 モラージュ菖蒲3F
タイトーFステーション マルイファミリー志木店 埼玉県志木市本町5-26-1マルイファミリー志木店 7階
タイトーFステーションクレアモール川越店 埼玉県川越市新富町2-1-13 カシーラ本川越1～4F
タイトーFステーションダイエー大宮 埼玉県 さいたま市 大宮区 桜木町２-３ 大宮西口共同ビル ダイエー内6F
タイトーステーション大宮店 埼玉県さいたま市大宮区大門町一丁目1番地
プラサカプコン羽生店 埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオンモール羽生2F
ベネクス越谷店 埼玉県越谷市南荻島2770-1
ベネクス川越 埼玉県川越市大仙波340-1
モーリーファンタジー上尾店 埼玉県上尾市愛宕3-8-1 イオンモール上尾2階
ユーズランド越谷店 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンkaze3F
ユーズランド春日部店 埼玉県春日部市下柳420-1 イオンモール春日部2F
ラウンドワンさいたま・鴻巣 埼玉県鴻巣市箕田3163-7
ラウンドワンさいたま・上里店 埼玉県児玉郡上里町金久保394-1 イオンタウン上里内
ラウンドワンスタジアムさいたま・栗橋 埼玉県久喜市小右衛門192-1
ラウンドワンスタジアムららぽーと新三郷店 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2F 20000番
ラウンドワンスタジアム上尾店 埼玉県上尾市平塚917-1
ラウンドワンスタジアム朝霞店 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 埼玉県入間市小谷田3-7-25
ラウンドワン草加 埼玉県草加市谷塚上町204-1
埼玉レジャーランド春日部店 埼玉県春日部市増富字谷際163-1
宝島 浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区美園5-10-1 イオンモール浦和美園2F
DAIKEIEN P2 千葉県市川市大町359
namco松戸店 千葉県松戸市松戸1230-1 ピアザ松戸1F
アドアーズ船橋店 千葉県船橋市本町1-31-26 セブン船橋B1～4F
アピナ印西店 千葉県印西市原1-2 ビッグホップガーデンモール印西2F
アミュージアム茂原店 千葉県茂原市高師1619-1
アミューズメントエース 津田沼店 千葉県船橋市前原西2-15-1 ファミービル1～3F
アミューズメントエース市川店 千葉県市川市市川1-9-11 サン市川ハイツ1F
イスカンダル 千葉県木更津市潮見4-1-2
イスカンダル五井金杉店 千葉県市原市五井金杉1-47
ウェアハウス南流山 千葉県流山市南流山4-16-6
キャッツアイ東千葉店 千葉県千葉市中央区祐光３丁目２番１号 
キャッツアイ八千代店 千葉県八千代市吉橋1851 ism緑ヶ丘内
ゲームプラザセントラル浦安店 千葉県浦安市北栄1-16-15 第四セントラルビル
ゲームランド 津田沼店 千葉県習志野市津田沼1-23-1 イオンモール津田沼2F
スポーツウェーブ鉄腕24浜野店 千葉県千葉市中央区浜野町1025-59



セガワールド成田 千葉県成田市東町 157-5
セガ我孫子 千葉県我孫子市柴崎字天王台 47-1
セガ松戸 千葉県松戸市日暮1-1-1 八柱駅第2ビル2F
セガ幕張 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
タイトーFステーション市川妙典店 千葉県市川市妙典4-1-1 イオン市川妙典2番街2F
タイトーステーション 船橋 千葉県船橋市本町1丁目6-1
タイトーステーション旭サンモール店 千葉県旭市イ-2676-1サンモール3F
タイトーステーション柏店 千葉県柏市柏2-3-1
ハイテクセガ千葉 千葉県千葉市中央区富士見 2-4-1
ハイテクセガ柏 千葉県柏市柏 1-1-11 丸井デパート内B1F
ビバホーム新習志野店 千葉県習志野市茜浜1-1-2 ホームセンタースーパービバホーム新習志野店2F
プラサカプコンちはら台店 千葉県市原市ちはら台西3-4 ショッピングモールunimoちはら台2F
プラサカプコン成田店 千葉県成田市ウイング土屋24 イオンモール成田2F
ボウルアピア柏中央 千葉県柏市十余二249-5 M.E.M.1F
マリンガーデンららぽーとTOKYO-BAY 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY西館3F
ラウンドワンスタジアム アリオ柏店 千葉県柏市大島田1-6-1 セブンパークアリオ柏 1070
ラウンドワン市原 千葉県市原市八幡北町3-5-1
ラウンドワン市川⿁高 千葉県市川市⿁高4-1-3
ラウンドワン習志野 千葉県習志野市芝園1-4-5
佐原ミナミボウル 千葉県香取市佐原イ-4200
千葉レジャーランド稲毛店 千葉県千葉市稲毛区小仲台2-5-7 海宝ビル2・3F
千葉レジャーランド野田店 千葉県野田市吉春776-1
柏ヤングボウル 千葉県柏市南柏中央11-1
宝島 新浦安店 千葉県浦安市入船1-4-1 イオンスタイル新浦安店4F
本八幡ゲームUNO 千葉県市川市八幡2-16-6 八幡旗ビルB1F
○×△□（ラくトス） 東京都葛飾区新小岩1-44-6
Ｈｅｙ 東京都千代田区外神田1-10-5広瀬本社ビル2F
namco王子サンスクエア店 東京都北区王子1-4-1 サンスクエアビル2F
namco巣鴨店 東京都豊島区巣鴨1-15-1 宮田ビルB1・B2F
namco池袋店 東京都豊島区東池袋1-22-10 ヒューマックスパビリオン池袋サンシャイン60通りB1F
ｎａｍｃｏ中野 東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ別館
PALO聖蹟桜ヶ丘店 東京都多摩市関戸4丁目72番地 聖蹟桜ヶ丘オーパ店6階
THE 3RD PLANET 多摩センター店 東京都多摩市落合1-41-1 マグレブWEST 1・2F
アドアーズ上野アメ横 東京都 台東区 上野 4-9-14 上野K.K.ビルB1～4F
アドアーズ新小岩 東京都葛飾区新小岩1-44-4 リバティビルB1～3F
アドアーズ仙川 東京都調布市仙川町2-21-12 VICビル7 1～3F
アドアーズ池袋東口 東京都豊島区東池袋1-41-4 池袋とうきゅうビル1・2F
アドアーズ中野 東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ1F 185
アドアーズ立川 東京都立川市柴崎町3-4-3 グルメートタカオB1～3F
アピナS武蔵小山 東京都品川区小山3-23-3 SDビルB1F
アピナ荻窪店 東京都杉並区上荻1-13-10 ハクサンビル
アピナ八王子みなみ野店 東京都八王子市みなみ野1-2-1 アクロスモール3F
アミュージアムOSC店 東京都練馬区東大泉2-34-1 オズ・スタジオ・シティ2F
アミュージアム大泉 東京都練馬区東大泉2-10-11 LIVINオズ大泉5F
アミューズメントスペース カプセル 東京都多摩市永山1-3-4 ヒューマックスパビリオン永山B1～2F
アミューズメントスペースASO:VIBA! 東京都渋谷区恵比寿1-10-5 三恵エビスビル2・3F
アミューズランドモナコ調布駅前 東京都調布市布田4-2-22
ウェアハウス一橋学園店 東京都小平市学園東町1-4-39 平山ビル3F
ウェアハウス入谷店 東京都足立区入谷7-8-11
ウェアハウス保木間 東京都足立区保木間1-1-19
キャッツアイ西葛西店 東京都江戸川区西葛西4-2-28 サニーモール西葛西店3Ｆ 
キャロム青梅店 東京都青梅市千ケ瀬町4-326-1
クラブセガ自由ヶ丘 東京都目黒区自由ヶ丘2-10-9
クラブセガ新宿西口 東京都新宿区西新宿1-12-5
クラブセガ立川 東京都立川市柴崎町3-2-1 サザンビル1F
ゲームサファリ大山 東京都板橋区大山東町60-27
ゲームサファリ池袋 東京都豊島区東池袋1-42-3 やすだ東池袋店2F



ゲームパニック秋葉原 東京都千代田区外神田1-13-1 Ａｋｉｈａｂａｒａ ｅｘ
ゲームパニック新宿歌舞伎町 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新宿歌舞伎町1F・2F
ゲームプラザセントラル八王子 東京都八王子市東町12-15 第五セントラルビル
シルクハット 蒲田西口  東京都大田区西蒲田７－２－３ 第二醍醐ビル地下１階～２階
シルクハット 八王子 東京都八王子市旭町2-5 八王子ツインタワービルA館
セガ 秋葉原4号館 東京都千代田区外神田 1-15-9
セガワールド大森 東京都大田区山王2-1-5 大森駅ララビル2Ｆ
セガワールド福生 東京都福生市大字福生1076-1
セガ秋葉原1号館 東京都千代田区外神田 1-10-9
セガ秋葉原3号館 東京都千代田区外神田1-11-11 外神田１丁目ビルディング
セガ神楽坂 東京都新宿区神楽坂2-11 第2カグラヒルズ1F
セガ赤羽 東京都北区赤羽1-7-9 赤羽第一葉山ビルB1
セガ赤羽駅前 東京都北区赤羽1-2-4
セガ船堀 東京都江戸川区船堀1-6-11
セガ竹の塚 東京都足立区竹の塚6丁目8番6号 ピーくんPlaza-B
セガ町田 東京都町田市原町田6-13-17 アーバンミサワビルB1F
タイトーFステーション オリナス錦糸町店 東京都墨田区太平4-1-2 オリナスモールB1F
タイトーFステーション 南大沢店 東京都八王子市南大沢2-3 fab南大沢2F
タイトーFステーション吉祥寺JOY 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-23河田ビル1F
タイトーステーション 国分寺店 東京都国分寺市本町三丁目5番11号   
タイトーステーション 立川北口店 東京都立川市曙町2-4-5       OSJ TACHIKAWA
タイトーステーションBIGFUN平和島店 東京都大田区平和島 1-1-1BIGFUN平和島3F
タイトーステーション錦糸町楽天地店 東京都墨田区江東橋4-27-14楽天地ビル地下1階
タイトーステーション秋葉原店 東京都千代田区外神田4-2-2貴三ビル
タイトーステーション上野アメ横店 東京都台東区上野4-10-17
タイトーステーション上野御徒町 東京都台東区上野4-6-9
タイトーステーション新宿東口店 東京都新宿区新宿3-22-7指田ビル
タイトーステーション新宿南口ＧＷ店 東京都新宿区新宿3-35-8
タイトーステーション池袋西口 東京都豊島区西池袋1-15-9
タイトーステーション町田店 東京都町田市原町田6-21-23松山ビル1階
ドラマ瑞穂店 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵382-1
ドラマ八王子高倉店 東京都八王子市高倉町55-4
ハイテクセガ葛西 東京都江戸川区西葛西5-1-14 第一保志ビル
ハイテクランドキューデン 東京都足立区西新井栄町2-7-2 球殿2F
ハイテクランドセガ渋谷 東京都渋谷区渋谷1-14-14 EST 1F
ハイテクランドセガ立石 東京都葛飾区立石7-2-1
フォルム武蔵境 東京都武蔵野市境南町2-7-20 ダイアパレス第2 1F
プラサカプコン吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1 いなりやビルB1F
プラサカプコン池袋店 東京都豊島区東池袋1-30-1 キュープラザ池袋3F
ユーズランド日の出店 東京都西多摩郡日の出町平井字三吉野桜木237-3 イオンモール日の出3F
ラウンドワンスタジアム ダイバーシティ東京プラザ店 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京プラザ6F 61000番
ラウンドワンスタジアム板橋 東京都板橋区相生町16-13
ラウンドワン吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-22
ラウンドワン池袋 東京都豊島区東池袋1-14-1 池袋スクエア内
ラウンドワン町田 東京都町田市森野1-13-14
ラウンドワン南砂店 東京都江東区南砂6-7-15 南砂町SCトピレックプラザ4F
ラウンドワン府中本町駅前店 東京都府中市本町1-13-3 カネタビル
ラウンドワン武蔵村山 東京都武蔵村山市伊奈平3-1-1
新宿スポーツランド本館 東京都新宿区新宿3-22-12 サンパーク本館1F
東京レジャーランド亀有店 東京都葛飾区亀有3-21-2
東京レジャーランド秋葉原2号店 東京都千代田区外神田4-3-3 ミナミビル6・7F
東京レジャーランド秋葉原店 東京都千代田区外神田1-9-5
宝島 瑞江店 東京都江戸川区瑞江2-1-2 ドン・キホーテ ラパーク瑞江店4F
namcoラゾーナ川崎店 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 LAZONA川崎プラザ4F
namco都筑店 神奈川県横浜市都筑区川和町846-1
アカフーアミューズメント ジアス上大岡店 神奈川県横浜市港南区上大岡西2-1-28 赤い風船パーク本館2F
アドアーズ橋本店 神奈川県相模原市緑区橋本3-3-1



アドアーズ藤沢北口 神奈川県藤沢市藤沢460-1 3・4F
アピナ橋本店 神奈川県相模原市緑区西橋本5-1-1 ラ・フロール駐車場棟1F
アミューズメントパークネバーランド 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-36-16
アミューズメントパークネバーランド2座間店 神奈川県座間市ひばりが丘4-11-48
エブリデイFUNﾊｳｽこころっこアリオ橋本店 神奈川県相模原市緑区大山町１－２２アリオ橋本２階エブリデイＦＵＮハウス
クラブセガ綱島 神奈川県横浜市港北区綱島西2-6-29 城田ビル3F
クラブセガ新杉田 神奈川県横浜市磯子区杉田1-1-1 らびすた新杉田2F
クラブセガ相模大野 神奈川県相模原市南区相模大野3-13-2 東和ビル2F
ゲームインファンファン藤沢新館 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-3-8
ゲームパラダイスゼロワン 神奈川県横須賀市若松町1-6 ヨコビル3F
ザ・サードプラネット横浜本店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール6F
シルクハット 川崎ダイス 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 ダイスビルB2F
シルクハット 川崎モアーズ 神奈川県川崎市川崎区駅前本町7 川崎モアーズ1・2F
シルクハット伊勢佐木町 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-96 日活会館3F
シルクハット横須賀中央 神奈川県横須賀市若松町1-5 横須賀プライム２階
シルクハット本厚木 神奈川県厚木市中町2-4-13 本厚木駅前ビル
セガ海老名 神奈川県海老名市中央1-4-31 海老名プラザビル1F
タイトーFステーションイオン伊勢原店 神奈川県伊勢原市白根630-1イオン伊勢原店3F
タイトーFステーション向ヶ丘遊園 神奈川県川崎市多摩区登戸2718-1
タイト―Fステーション川崎ルフロン店 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 川崎ルフロン10F
タイトーステーション横浜西口五番街店 神奈川県横浜市西区南幸1-12-97階
タイトーステーション海老名ビナウォーク店 神奈川県海老名市中央1ー18-1ビナウォーク六番館 2F
タイトーステーション戸塚西口店 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4023番地
ﾀｲﾄｰｽﾃｰｼｮﾝ小田原ｼﾃｨｰﾓｰﾙｸﾚｯｾ店 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小田原店 神奈川県小田原市栄町1-3-12
タイトーステーション藤沢店 神奈川県藤沢市南藤沢21-1
ドラマ港北インター店 神奈川県横浜市都筑区東方町321-6
ドラマ藤沢店 神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8
パームトップス 神奈川県厚木市中町4-15-9
ハローズガーデン厚木店 神奈川県厚木市中町1-5-10 厚木ガーデンシティ5F
プラサカプコン横須賀店 神奈川県横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ4F
ムトス相模原店 神奈川県相模原市中央区中央2-1-5
モーリーファンタジー川崎店 神奈川県川崎市幸区小倉5-19-23 クロスガーデン川崎1階
ラウンドワンスタジアム川崎大師 神奈川県川崎市川崎区殿町1-5-1
ラウンドワンららぽーと湘南平塚 神奈川県平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚3F
ラウンドワン横浜駅西口 神奈川県横浜市西区南幸2-8-16
ラウンドワン高津 神奈川県川崎市高津区二子4-8-1
楽市楽座湘南藤沢店 神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-5 MrMax湘南藤沢SC2F
小田原メトロポリス 神奈川県小田原市前川219-4
神奈川レジャーランド厚木店 神奈川県厚木市戸室5-31-1 アツギ・トレリス2F



店舗名 住所
namco新潟店 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-1 ひもろぎビル2F
namco⾧岡店 新潟県⾧岡市堺町字浦田31 アークガレリア⾧岡内
アピナ上越インター店 新潟県上越市下門前1661
アピナ⾧岡店 新潟県⾧岡市堺東町22
カプコサーカス新潟東店 新潟県新潟市東区大形本町3-1-2 イオン新潟東店内ゲームコーナー
タイトーFステーションイオン新潟西店 新潟県新潟市西区小新南2丁目1番10号
タイトーFステーション燕三条店 新潟県燕市井土巻3-150イオン県央店 アメニティ棟1F
タイトーFステーション上越店 新潟県上越市富岡3524 J-MAXシアター内1F
メジャーロード24 新潟県見附市今町4-20-568-1
メジャーロード黒埼店 新潟県新潟市西区山田3303
モーリーファンタジー・f 新潟南店 新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号 イオンモール新潟南2階
ラウンドワンスタジアム新潟店 新潟県新潟市中央区美咲町2-1-38
上越レジャーランボウル 新潟県上越市下門前827-2
アピナ富山新庄店 富山県富山市荒川3-2-12
アピナ富山南店 富山県富山市堀川町355-3 マイプラザ内
アピナ富山豊田店 富山県富山市豊田町2-12-66
ゲームスポット207 富山県高岡市鐘紡町1655-3
サービスエリアイン高岡 富山県高岡市下石瀬857-1
タイトーステーションファボーレ婦中店 富山県富山市婦中町下轡田165-1フューチャーシティ ファボーレ2F
トヤマレジャーランド呉羽店 富山県富山市高木字貝塚2054
ユーズランド高岡店 富山県高岡市下伏間江383 イオンモール高岡2F
富山レジャーランド射水店 富山県射水市小島3724-1 大阪屋ショップアプリオ2F
MIRAINOイオンモール白山店 石川県白山市横江町土地区画整理事業施行地区内１街区 イオンモール白山店 3階
ゲーム・パラダイス 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
セガイオンタウン金沢示野 石川県金沢市戸板西2-1
タイトーステーション金沢 石川県金沢市片町2-1-7宇都宮片町ビル 1F
バイパスレジャーランド加賀店 石川県加賀市箱宮町ヲ1-1
バイパスレジャーランド藤江本店新館 石川県金沢市藤江南2-105
ラウンドワンスタジアム金沢店 石川県金沢市横川6-120-1
金沢メトロポリス 石川県金沢市無量寺4-121-1 アピタタウン金沢ベイ内
ジョイランド 大和田店 福井県福井市大和田2-1002
ジョイランド敦賀店 福井県敦賀市木崎40 土三田12
セガワールド武生 福井県越前市新町3-13-4
福井レジャーランドワイプラザ店 福井県福井市新保北1-303 パワーシティフクイワイプラザB棟2F
福井レジャーランド板垣店 福井県福井市下馬3-112
ゲームパニック甲府店 山梨県甲府市国母5-20-24
ﾀｲﾄｰFｽﾃｰｼｮﾝﾗｻﾞｳｫｰｸ甲斐双葉店 山梨県甲斐市志田字柿木616-1
プラサカプコン甲府店 山梨県中巨摩郡昭和町西条字北河原3717
ラウンドワン山梨・石和 山梨県笛吹市石和町広瀬737-1
PALO諏訪店 ⾧野県諏訪市沖田町5-18 ステーションパーク・諏訪1階・2階
アピナ伊那店 ⾧野県伊那市西町5093
アピナ塩尻店 ⾧野県塩尻市広丘野村1794-1
アピナ佐久インター店 ⾧野県佐久市岩村田北1-13-1
アピナ松本店 ⾧野県松本市双葉19-10
アピナ上田 ⾧野県上田市秋和359-1
アピナ⾧野川中島店 ⾧野県⾧野市川中島町御厨967-1
アピナ⾧野村山店 ⾧野県⾧野市村山502-1
アピナ⾧野大橋店 ⾧野県⾧野市若里7-9-12
セガ松本 ⾧野県松本市渚1-7-1 なぎさライフサイト内
ラウンドワンスタジアム⾧野店 ⾧野県⾧野市東和田827-6

北陸／甲信越



店舗名 住所
ACグランド茜部店 岐阜県岐阜市茜部大川1-77
GAMEタカラ島可児 岐阜県可児市広見2578
アピナ各務原店 岐阜県各務原市蘇原花園町2-9-1
ゲームハウスアリババ 岐阜県大垣市池尻町940-1
ゲームファンタジアン 精華店 岐阜市鏡島精華2丁目2-1
モーリーファンタジー・f 岐阜店 岐阜県岐阜市正木中1-2-1マーサ21北館 イオン岐阜店3階
ラウンドワンモレラ岐阜店 岐阜県本巣市三橋1100 モレラ岐阜2Fスノープラザ
岐阜レジャーランド穂積店 岐阜県瑞穂市稲里630
大垣メトロポリス 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1
ACT御殿場店 静岡県御殿場市東山字石橋296-1
MARK IS 静岡店 静岡県静岡市葵区柚木191 マークイズ静岡3F
アップルグランリバー大井川店 静岡県焼津市下江留1327
アップル新北街道店 静岡県静岡市葵区沓谷5-13-4
アピナ焼津店 静岡県焼津市道原585
アピナ浜松店 静岡県浜松市中区葵西2-27-10
アミューズメントワールドららぽーと沼津店 静岡県沼津市東椎路東荒301-3 ららぽーと沼津3F
ザ・サードプラネット OZ浜松店 静岡県浜松市東区宮竹町322-1
ザ・サードプラネットＢｉＶｉ沼津店 静岡県沼津市大手町1-1-5 BiVi沼津3F
ザ・サードプラネット焼津 静岡県焼津市八楠3-18-5
ザ・サードプラネット静岡インター店 静岡県静岡市駿河区中野新田383-3
ザ・サードプラネット富士店 静岡県富士市永田町2-99
ジョイランドアミューズ諏訪店 静岡県沼津市大諏訪叶２０－２
ジョイランド三島 静岡県三島市梅名３０８－６
スーパーウェーブ静岡店 静岡県静岡市清水区鳥坂860 フレスポ静岡2F
セガ サントムーンオアシス 静岡県駿東郡清水町玉川61-2 サントムーン柿田川2F
セガ掛川 静岡県掛川市細田248
セガ袋井 静岡県袋井市川井1142-1
タイトーFステーションイオンモール浜松市野店 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3イオンモール浜松市野店2F
タイトーFステーション静岡店 静岡県静岡市葵区呉服町2-5-4 ふしみや第2ビル
タイトーステーション新浜松ザザシティ店 静岡県浜松市中区鍛冶町15番地ザシティ西館2F
プラサカプコン志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂2-37-1 イオンモール浜松志都呂3F
ポート24浜松店 静岡県浜松市西区坪井町4183-1
ラウンドワンスタジアム浜松 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-17
ラウンドワン静岡・駿河 静岡県静岡市駿河区手越75
ラウンドワン富士 静岡県富士市八代町4-15
楽市楽座サンストリート浜北店 静岡県浜松市浜北区平口2861 サンストリート浜北2F
ADXマミー岡崎 愛知県岡崎市井田新町6-1
M'sPARK刈谷 愛知県刈谷市稲場町3-206
MsPARK豊田店 愛知県豊田市寿町3-21・22 トヨタグランドビル
VAMP中川 愛知県名古屋市中川区新家１丁目２００７
アピナ豊橋店 愛知県豊橋市藤沢町141 MEGAドン・キホーテ豊橋店アミューズメント棟1階
アミュージアム津島店 愛知県津島市大字津島字北新開351番地 ヨシヅヤ津島本店 シネマ館2F
アミューズメントプラザマルシン 愛知県刈谷市池田町4-609
アミューズメントプラザワイド 愛知県東海市名和町二番割上16-2
エムズパーク三郷店西館 愛知県尾張旭市南原山町赤土207
オークランドボウル春日井 愛知県春日井市鳥居松町3-11 1Fゲームコーナー
グレアハイパーアミューズメントタワー 愛知県名古屋市千種区今池5-22-17
ゲーム・キング・ジョイ 愛知県名古屋市中区栄3-3-32
ゲームアルカナ 愛知県稲沢市朝府町2-33
ゲームゾーンR一宮店 愛知県一宮市更屋敷門60
ゲームファンタジアン岡崎店 愛知県岡崎市錦町2-4
ゲームファンタジアン⾧久手 愛知県⾧久手市武蔵塚705
ゲームランド岡崎店 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 イオンモール岡崎シネマ館3F
コムテックスクウェア 愛知県名古屋市中区金山1-16-8

中部



コムテックタワー 愛知県名古屋市中村区名駅4-10-20
コムテックプラザ店 愛知県日進市赤池1-2901
セガマーケットスクエアささしま 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60番地14号
セガ安城 愛知県安城市百石町2-35-13
セガ岡崎 愛知県岡崎市上地3-50-4
セガ金山 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2
セガ春日井 愛知県春日井市岩野町4180
セガ飯村 愛知県豊橋市飯村町字西山25-121
タイトーステーションフェドラ大須店 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
タイトーステーション大須店 愛知県名古屋市中区大須3-20-7
タイトーステーション弥富 愛知県弥富市五明蒲原1371-4
ハイテクセガ豊田 愛知県豊田市深田町1-65-1
ファンタジープラザ名古屋店 愛知県名古屋市北区玄馬町234-1 CROSS TOWN ドン・キホーテ名古屋本店2F
プラサカプコン徳重店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重18-44 ヒルズウォーク徳重ガーデンズ ガーデンズ棟2F
ポート24幸田店 愛知県 額田郡幸田町 高力字沖原 15 カメリアガーデン幸田内
モーリーファンタジー・f 新瑞橋店 愛知県名古屋市南区菊住1丁目7-10 イオン新瑞橋店3階
ユーズランド東浦店 愛知県知多郡東浦町緒川申新田二区67-8 イオンモール東浦2F
ラウンドワンスタジアムイーアス春日井 愛知県春日井市六軒屋町東丘22 iias春日井 3010区画
ラウンドワンスタジアム中川1号線 愛知県名古屋市中川区法蔵町2-23
ラウンドワンスタジアム半田店 愛知県半田市瑞穂町6-7-8
ラウンドワンスタジアム豊橋 愛知県豊橋市大岩町字岩田27-2
ラウンドワンスタジアム名古屋西春 愛知県北名古屋市宇福寺神明15
ラウンドワン千種 愛知県名古屋市千種区新栄3-20-17 タイホウ千種駅南ビル8F
ラウンドワン鳴海 愛知県名古屋市緑区鳴海町字杜若28
楽市街道名古屋店 愛知県北名古屋市中之郷字神明45-1
小牧メトロポリス 愛知県小牧市間々片山181-1
半田メトロポリス 愛知県半田市旭町3-11-1
豊川メトロポリス 愛知県豊川市下⾧山町上アライ14-1
名古屋レジャーランド大高店 愛知県名古屋市緑区大高町字忠治山12-1 名古屋グランドボウルB2F
名古屋レジャーランド内田橋 愛知県名古屋市南区内田橋2-26-22
NICOPAイオン津店 三重県津市桜橋3-446 イオン津店2F
PALO桑名店 三重県桑名市新西方1丁目22番地 イオンモール桑名2階
PALO津南店 三重県津市高茶屋小森町145 イオンモール津南3階
アピナ四日市店 三重県四日市市泊小柳町4-34
アピナ鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野羽山4-20-1 イオンタウン鈴鹿2F
アミパラ鈴鹿店 三重県鈴鹿市西條町字東澤430-1
セガ伊勢 三重県伊勢市中須町666
セガ生桑 三重県四日市市生桑町字川原崎299-1
プレビトナリエ四日市店 三重県四日市市安島1-3-31 トナリエ四日市5F
ラウンドワンスタジアムみえ・川越IC 三重県三重郡川越町南福崎851-1
ラウンドワン津・高茶屋 三重県津市高茶屋小森町277-8



店舗名 住所
namcoビバシティ彦根 滋賀県彦根市竹ケ鼻町43-1 ビバシティ彦根2F
エースレーン愛知川店 滋賀県愛知郡愛荘町⾧野200
ゲームディーノ彦根 滋賀県彦根市西沼波町166
ゲームランド草津店 滋賀県草津市新浜町300 イオンモール草津 3F
セガ甲西 滋賀県湖南市夏見二ツ橋356-1
タイトーFステーション 近江八幡店 滋賀県近江八幡市鷹飼町南3丁目7番地イオン近江八幡 2番街 1階
ラウンドワン浜大津アーカス 滋賀県大津市浜町2-1 浜大津アーカス内
滋賀レジャーランド大津 滋賀県大津市におの浜3-1-43
namcoイオンモールKYOTO店 京都府京都市南区西九条鳥居口町1 イオンモールKYOTO Sakura館4F
ザ・サードプラネットBiVi京都二条店 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町107 BiVi二条2F
ラウンドワンスタジアム京都伏見店 京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町131
ラウンドワン京都河原町 京都府京都市中京区河原町通三条下る山崎町250
G-palaあべの 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ2F
namcoマグスミノエ店 大阪府大阪市住之江区泉1-1-82 マグスミノエ1F
namco大阪日本橋店 大阪府大阪市浪速区難波中2-1-17 コスモビル1～3F
namco梅田 大阪府大阪市北区小松原町3-3 OSビル1～3F
YAZ寝屋川店 大阪府寝屋川市石津中町25-26
あそVIVA阪急茨木店 大阪府茨木市永代町6-2 スポーツプラザ茨木2F
アミパラ大東店 大阪府大東市南新田2-3-5
アミューズファクトリーAXE 大阪府大阪市中央区難波1-1-3
ゲームパニック堺 大阪府堺市堺区築港八幡町1-1 堺浜シーサイドステージ 堺浜えんため館内
ゲームフェイス八尾店 大阪府八尾市天王寺屋2-68
セガミスト2 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 駅前第4ビルB1F
セガワールドアポロ 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 アポロビル3F
セガワールド松原 大阪府堺市東区八下町3-10
セガワールド布施 大阪府東大阪市⾧堂1-1-1 ロンモール布施内
セガワールド枚方 大阪府枚方市須山町83-1 サンシャインプラザ枚方内
セガワールド和泉 大阪府和泉市肥子町2-4-41
セガ今福 大阪府大阪市城東区今福東1-9-34
セガ新三国アルゴ7 大阪府豊中市神州町1-15
セガ難波アビオン 大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15 MMOビル1F･2F
タイトーステーション大阪日本橋店 大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-14
タイトーステーション難波 大阪府大阪市中央区難波千日前15-12
チャレンジャーガムガム 大阪府吹田市岸部南1-24-9
ハイテクランドセガ西中島 大阪府大阪市淀川区西中島3-16-8 深井センタービル1･2F
フタバボウル関大前店 大阪府吹田市千里山東1-7-18
プラサカプコン藤井寺店 大阪府藤井寺市岡２丁目１０１１
モーリーファンタジー・f茨木店 大阪府茨木市松ヶ本町8-30-5 イオンモール茨木4階
モンキートリック 大阪府寝屋川市香里南之町32-5 YNレジデンス香里2F 
ラウンドワンスタジアム高槻店 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 大阪府堺市堺区戎島町4-44-3
ラウンドワンスタジアム堺中央環状店 大阪府堺市東区石原町2-241
ラウンドワンスタジアム城東放出 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枚方店 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 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉4F 42100番
ラウンドワン岸和田 大阪府岸和田市八阪町2-11-1
ラウンドワン守口店 大阪府守口市佐太東町2-6-14 ジャガーグリーン2F
ラウンドワン千日前店 大阪府大阪市中央区難波1-3-1
ラウンドワン東大阪 大阪府東大阪市若江南町1-2-12
ラウンドワン梅田 大阪府大阪市北区小松原町4-16
ラウンドワン豊中 大阪府豊中市名神口1-1-1
星狩物語岸和田 大阪府岸和田市作才町1-3-2
泉大津フタバボウル 大阪府泉大津市松之浜町1-2-53
天王寺パスカ店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-51

近畿



宝島 鴻池店 大阪府東大阪市鴻池町1-1-72 イオン鴻池店2F
namco豊岡店 兵庫県豊岡市中陰字大工617 3F
アピナ姫路店 兵庫県姫路市東郷町1454-3 姫路リオス2階
アミパラ加古川店 兵庫県加古川市尾上町今福71-2
カリヨンパーク伊丹昆陽 兵庫県伊丹市池尻4-1-1 イオンモール伊丹昆陽4F
クラブセガ姫路OS 兵庫県姫路市駅前町254 姫路OSビルB1F
セガ明石 兵庫県明石市魚住町清水2464-1 ドライブインながさわ
タイトーFステーション三宮 兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1 センタープラザ西館3F
タイトーFステーション姫路 兵庫県姫路市駅前町269
ハローズガーデン加古川店 兵庫県加古川市別府町緑町2 イトーヨーカドー加古川店3F
メガパレス遊スペースアローズ 兵庫県神戸市西区丸塚2-9-18 ホームランスタジアムメガパレス2F
ラウンドワン加古川 兵庫県加古川市尾上町安田325-6
ラウンドワン三宮駅前 兵庫県神戸市中央区小野柄通6-1-17
ラウンドワン姫路飾磨 兵庫県姫路市飾磨区中島1-254
遊スペーススプラ（メガコート） 兵庫県加古川市尾上町安田351-1 ホームランスタジアムメガコート2F
遊スペースマジカル 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-2-3
アミパラ橿原店 奈良県橿原市十市町1222-1 ツインゲート橿原1F
アミューズメントCUE奈良三条 奈良県奈良市三条町478-1
アミューズメントCUE奈良大和高田店 奈良県大和高田市東中2-11-16
ラウンドワンスタジアム 奈良 ミ・ナーラ店 奈良県奈良市二条大路南1-3-1 ミ・ナーラ5F
NICOPA和歌山店 和歌山県和歌山市新生町7-20 イズミヤ和歌山店2F
PALO橋本彩の台店 和歌山県橋本市あやの台1丁目50番地2 オー・ストリート彩の台内
ピタゴラス和歌山店 和歌山県和歌山市土入73-1
ユーズランド和歌山店 和歌山県和歌山市中字楠谷573 イオンモール和歌山2F
ラウンドワンスタジアム和歌山 和歌山県和歌山市小雑賀739-3



店舗名 住所
PALO境港店 鳥取県境港市竹内団地81番地3 
アミパラがいな 鳥取県米子市日ノ出町1-8-13
セガ鳥取 鳥取県鳥取市安⾧416
PALO松江店 島根県松江市東朝日町151 イオン松江ショッピングセンター3階
セガ松江 島根県松江市嫁島町12-15
ゆめサーカス出雲店 島根県出雲市大塚町650-1 ゆめタウン出雲東館3F
アミパラ岡山店 岡山県岡山市北区青江1-13-8
アミパラ倉敷店 岡山県倉敷市西中新田624-1 アミパラボウル1F
アミューズメントプレイス・ギミック・セガ 岡山県岡山市中区藤崎599-12
セガ倉敷 岡山県倉敷市西中新田535-2
ユーズランド倉敷店 岡山県倉敷市水江1 イオンモール倉敷2F
ラウンドワンスタジアム岡山妹尾店 岡山県岡山市南区妹尾3413-1
アミパラここじゃ 広島県東広島市西条町下見6-10-19
アミパラ広島店 広島県広島市西区西観音町3-17
アミパラ神辺店 広島県福山市神辺町新道上1-2-1 フジグラン神辺向かい
アミューズメントパークMGジアス店 広島県福山市柳津町1-7-60
アルティーアルパーク北棟店アルティランド 広島県広島市西区草津南4-7-1 アルパーク北棟2F
スペースV１ 廿日市 広島県廿日市市本町4-23
セガワールドMEGA 広島県広島市安佐南区中筋4-11-7 フタバ図書MEGA内2F ﾚﾝﾀﾙｺｰﾅｰ奥
セガワールド福山 広島県福山市瀬戸町大字山北300
セガ海田 広島県安芸郡海田町南大正町3-35
セガ広島本通 広島県広島市中区本通9-30
セガ尾道 広島県尾道市新浜1-2-13
タイトーステーション広島紙屋町店 広島県広島市中区紙屋町2-2-21
タイトーステーション広島本通店 広島県広島市中区本通3-5せらかぐ本通ビル
プラサカプコン広島店 広島県広島市佐伯区石内東4-1-1 ジ・アウトレット広島1F
ブラックジャックアクア店 広島県広島市安佐南区大町東4-12-11
ブラックジャック東広島店 広島県東広島市西条町御薗宇6120番地
モーリーファンタジー・f広島祇園店 広島県広島市安佐南区祇園3丁目2-1 イオン広島祇園ショッピングセンター3階
ラウンドワン広島 広島県広島市中区立町3-11
ラウンドワン福山店 広島県福山市明神町1-9-28
 THE 3RD PLANET 山口店 山口県山口市湯田温泉6-8-3
GAME ALEX 山口県宇部市西宇部南3-5-53
PALO防府店 山口県防府市中央町1-3 イオン防府店3階
アミパラ下関店 山口県下関市⾧府才川1-42-48
アミュージアム周南店 山口県下松市中央町21-3 ザ・モール周南3F
ゲームスポットSPEED 山口県周南市久米3219
タイトーFステーション 山口メルクス店 山口県山口市大字黒川82-1ハイパーモールメルクス内
PALO小松島店 徳島県小松島市小松島町字領田20番地 小松島ショッピングプラザ ルピア1階
アミューズメントパフェパレパレ田宮 徳島県徳島市南田宮2-2-46
ラウンドワン徳島･万代店 徳島県徳島市万代町4-19-1
アミパラ丸亀店 香川県丸亀市飯野町西分字川縁甲584-1 ハローズ棟内
アミュージアム高松 香川県高松市伏石町2144-9
セガ丸亀 香川県丸亀市蓬莱町56-1
セガ高松 香川県高松市勅使町535
マックスプラザ善通寺 香川県善通寺市中村町1798-2
モーリーファンタジー・f 綾川店 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1 イオン綾川店3階
ラウンドワンスタジアム高松 香川県高松市松島町2-7-43
namcoフジグラン今治店 愛媛県今治市東門町5-13-1 フジグラン今治2F
アミパラ松山店 愛媛県松山市生石町655-1
アミューズメントパークMG キスケ店 愛媛県松山市宮田町4 キスケボックス内1F
アミューズメントパークMG 伊予三島店 愛媛県四国中央市中之庄町75-1
アミューズメントパークMG朝生田店 愛媛県松山市朝生田町773-1 第一自動車教習所ビル1F
アミューズメントパークMG余戸店 愛媛県松山市余戸南4丁目9番43号

中国・四国



セガ松山 愛媛県松山市枝松5-7-32
ソユーフォレストハンター松前店 愛媛県伊予郡松前町筒井850 エミフルMASAKI エミアミューズ1F
タイトーステーション衣山店 愛媛県松山市衣山1丁目188パルティ・フジ衣山内
ハイテクセガ新居浜 愛媛県新居浜市徳常町6-8
プラサカプコン新居浜店 愛媛県新居浜市前田町8-8 イオンモール新居浜2F
アミパラ高知店 高知県南国市篠原194-1
アミュージアム高知店 高知県高知市介良字⾧丁乙317-1
アミューズメントパークMG須崎店 高知県須崎市神田2500-1 マルナカ須崎店1F
プラサカプコン高知店 高知県高知市秦南町1-4-8 イオンモール高知2F
ラウンドワン高知 高知県高知市南宝永町4-12



店舗名 住所
G-pala小倉店 福岡県北九州市小倉南区上葛原1-14-1
namco博多バスターミナル店 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ビル7F
サンゲームス新宮店 福岡県糟屋郡新宮町美咲3-1-40
セガアリーナ中間 福岡県中間市上蓮花寺3-1-1
セガ福岡天神 福岡県中央区2-7-6 DADAビル1～3F
タイトーFステーションヨドバシ博多店 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
タイトーステーション福岡天神店 福岡県福岡市中央区天神2-6-35サザンクロスビル
プラサカプコン直方店 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 福岡県八女市吉田123
ラウンドワンスタジアム小倉 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博多半道橋店 福岡県福岡市博多区半道橋2-2-8
ラウンドワン大野城 福岡県大野城市御笠川1-18-16
ラウンドワン福岡天神 福岡県福岡市中央区天神2-6-12
楽市街道くるめ店 福岡県久留米市新合川2-7-10 久留米アミューズメントビル内
楽市街道箱崎店２Ｆ 福岡県福岡市東区箱崎5-1-8 楽市街道箱崎2・3F
楽市楽座２１０トリアス店 福岡県糟屋郡久山町山田990
楽市楽座行橋店 福岡県行橋市西泉6-1-1 コスタ行橋アミューズ棟2F
楽市楽座福重店 福岡県福岡市西区石丸4-263-1
最後の5ドル 福岡県糟屋郡粕屋町仲原2706 仲原Jボウル2F
遊道楽新合川店 福岡県久留米市新合川1-6-7 2F
遊道楽仲原 福岡県糟屋郡粕屋町仲原2650-1
namcoモラージュ佐賀店 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730 モラージュ佐賀1・2F
ソニックワールド伊万里店 佐賀県伊万里市二里町八谷搦189-3
タイトーFステーション モラージュ佐賀店 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730モラージュ佐賀 北館2階
ラウンドワンスタジアム佐賀店 佐賀県佐賀市兵庫北4-2-1
楽市楽座３０３佐賀大和店 佐賀県佐賀市大和町尼寺2965
遊道楽嘉瀬店 佐賀県佐賀市嘉瀬町中原2488-1
G-pala時津店 ⾧崎県西彼杵郡時津町野田郷59
アミパラ佐世保店 ⾧崎県佐世保市大塔町18-15
ソニックワールド大村店 ⾧崎県大村市古賀島町383-1
ハイテクセガもみの木村 ⾧崎県諫早市小川町90-1
遊道楽時津 ⾧崎県西彼杵郡時津町元村郷863-10
ＦＥＳＴＡ山鹿店 熊本県山鹿市方保田字鳥越3468-1 MrMax山鹿店内
namcoワンダーシティ南熊本店 熊本県熊本市中央区九品寺6-9-1
THE 3RD PLANET 下通り店 熊本県熊本市中央区手取本町4-12 ザ･ファインビル
スポラ菊陽 熊本県菊池郡菊陽町 津久礼駄飼代 2617-2
スポラ九品寺 熊本県熊本市中央区九品寺5-10-15
パスカワールドグリーンランド店 熊本県荒尾市本井手1574-54
パスカワールド宇土店 熊本県宇土市善道寺町綾織95 宇土シティモール内
マンガ倉庫 八代店 熊本県八代市 沖町 3989-1
ラウンドワン熊本店 熊本県熊本市西区春日7-25-15
ＦＥＳＴＡフリーモールわさだ店 大分県大分市木上字鉾手2102 フリーモールわさだ内
ゲームラボ サイドセブン 大分県 大分市 上宗方 1-649-1
タイトーFステーション セントポルタ大分店 大分県大分市中央町2-1-1
プラサカプコン大分店 大分県大分市公園通り西2-1 パークプレイス大分2F
ユーズランド三光店 大分県中津市三光佐知1032 イオンモール三光2F
ラウンドワンスタジアム大分 大分県大分市萩原2-13-17
NAMCOLAND日向店 宮崎県日向市日知屋14798-1 ハイパーモールメルクス日向1F
マンガ倉庫都城 宮崎県都城市吉尾町840
ラウンドワンスタジアム宮崎店 宮崎県宮崎市中村東3-4-60
楽市楽座イオンモール宮崎店 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 イオンモール宮崎2F
AmusementcityG-STA 鹿児島県薩摩川内市向田本町49
サンゲームス天文館店 鹿児島県鹿児島市千日町5-6
タイトーFステーション ニシムタ出水店 鹿児島県出水市六月田町347ニシムタ出水店 別棟

九州／沖縄



マンガ倉庫鹿屋店 鹿児島県鹿屋市 寿 8-714-2
マンガ倉庫鹿児島 鹿児島県鹿児島市小松原1-6-7
ラウンドワンスタジアム鹿児島宇宿 鹿児島県鹿児島市宇宿2-2-2
ゲームランドジョイジャングル美浜店 沖縄県中頭郡北谷町美浜15-68 ドラゴンパレス2F
マンガ倉庫 浦添店 沖縄県浦添市城間2689
モーリーファンタジー那覇店 沖縄県那覇市金城5-10-2 イオン那覇店3階
ラウンドワンスタジアム沖縄・宜野湾店 沖縄県宜野湾市真志喜3-28-8
ラウンドワン沖縄・南風原 沖縄県島尻郡南風原町兼城552


