
地域 店舗名 郵便番号 住所

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

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

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

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旭川店 079-8413 北海道旭川市永山3条1丁目4番7号

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

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

ＡＭスペースＢＡＧＩＢＡＧＩ 027-0081 岩手県宮古市新川町3-17

ラウンドワン青森店 030-0843 青森県青森市浜田3丁目1番1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

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

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

プラサカプコン石巻店 986-0866 宮城県石巻市茜平4丁目104番地 イオン石巻ショッピングセンター2F

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

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

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

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１店 155-0031 東京都世田谷区北沢2-12-16

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

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

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 新宿東口店 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-7指田ビル

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

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

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

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

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

ドラマ瑞穂店 190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵382-1

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

ラウンドワン町田店 194-0022 東京都町田市森野1-13-14

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

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

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

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

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

ミリアンパーク厚木店 243-0016 神奈川県厚木市田村町9-25

キッズトレイン小田原店 250-0872 神奈川県小田原市中里208小田原ﾀﾞｲﾅｼﾃｨｳｴｽﾄﾓｰﾙ4F

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

小田原メトロポリス 256-0813 神奈川県小田原市前川219-4

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メッセアミューズモール 1F

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

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

ラウンドワンスタジアム宇都宮店 321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町2072-1

インターパークプラスワン宇都宮 321-0123 栃木県宇都宮市東谷町字立野885

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

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

ユーズランド　　越谷店 343-0828 埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ4丁目2番地2 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝKAZE3F

クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ　ブリブリ　シネマスタジオ 344-0064 埼玉県春日部市南１丁目１－１　ララガーデン春日部　３階 

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

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

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

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

スイーツファンタジー　パックン東松山店 355-0048 埼玉県東松山市あずま町四丁目3番地 ﾋﾟｵﾆｳｫｰｸ東松山店2F

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

ラウンドワンスタジアム上尾店 362-0011 埼玉県上尾市大字平塚917番地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

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前橋店 379-2154 群馬県前橋市天川大島町1101-1

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

アピナ伊那店 396-0021 長野県伊那市西町5093

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

楽市楽座　イオンモール甲府店 409-3852 山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内1街区ｲｵﾝﾓｰﾙ甲府昭和2011

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

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 ワールド 静岡 420-0035 静岡県静岡市葵区七間町4番地2号静活プラザビル 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

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

シートピアＹＡＺ大須賀店 437-1304 静岡県掛川市西大渕3359

セガ 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豊橋店 441-3147 愛知県豊橋市大岩町字岩田27番地-2

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

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

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

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

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

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半田店 475-0828 愛知県半田市瑞穂町6丁目7番地の8

半田メトロポリス 475-0838 愛知県半田市旭町3-11-1

ＮAMCOＬANDヒーローズキャンプ名古屋店 480-0288 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先１番地８

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

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

小牧メトロポリス 485-0015 愛知県小牧市間々片山181-1

ゲームゾーン一宮店 491-0025 愛知県一宮市羽衣2-5-1

プラサカプコン稲沢店 492-8601 愛知県稲沢市長野7丁目1-2 リーフウォーク稲沢 2Ｆ

ラウンドワンモレラ岐阜店 501-0497 岐阜県本巣市三橋1100

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

フクイレジャーワイプラザ店 910-0832 福井県福井市新保町7-9-1ﾔｽｻｷﾜｲﾌﾟﾗｻﾞB棟2F

福井レジャーランド板垣店 918-8112 福井県福井市下馬3-101

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

ゲームパラダイス 920-0849 石川県金沢市堀川新町5−1

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宇都宮片町ビル 1F

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 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 ファボーレ2F

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

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

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

タイトーFステーション イオン近江八幡店 523-0898 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

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SC 3階

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

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 

ソユーウェスタンシティ 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋六丁目2番82号　ユニバーサル・シティ和幸ビル3F

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

ラウンドワンスタジアム堺駅前店 590-0985 大阪府堺市堺区戎島町4-44-3

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堺中央環状店 599-8102 大阪府堺市東区石原町2-241

楽市楽座　イオンモール京都桂川店 601-8211 京都府京都市 南区久世高田町376−1

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

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

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

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7-20-1ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F

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

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

メガパレス 651-2143 兵庫県神戸市西区丸塚2-9-18

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

ラウンドワン姫路飾磨店 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島1丁目254番地

メガコート 675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田３５１ ２Ｆ ゲームコーナー

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

ユーズランド倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江1番地ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷2F

福山メトロポリス 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

ラウンドワン広島店 730-0032 広島県広島市中区立町3-11

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せらかぐ本通ビル

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

ラウンドワン高知店 780-0818 高知県高知市南宝永町4番12号

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

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

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

楽市楽座  イオン八幡東店 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102  ｲｵﾝﾓｰﾙ八幡東ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内3F

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

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ヒルトン福岡シーホーク店　 810-0065 福岡市中央区地行浜2-2-3 ﾋﾙﾄﾝ福岡4階 

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  福重店 819-0025 福岡県福岡市西区石丸4丁目10−263−1

楽市楽座鳥栖店 841-0026 佐賀県鳥栖市本鳥栖町５３７−１

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

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

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大分店 870-0921 大分県大分市萩原2丁目13-17

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

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　フレスポ国分店 894-4321 鹿児島県霧島市国分広瀬2-4-1

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

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

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

クラブ セガ 北谷 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

近畿

中四国

九州

沖縄

『ted2 ホラー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。

北海道

東北

関東

北陸東海


