
地域 店舗名 郵便番号 住所

ラウンドワン旭川店 079-8413 北海道旭川市永山三条１－４－７

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

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

ラウンドワン函館店 041-0824 北海道函館市西桔梗町８４８－１１

ラウンドワン青森店 030-0843 青森県青森市浜田３－１－１

アミューズメントスペースＢＡＧＩＢＡＧＩ 027-0081 岩手県宮古市新川町３－１７

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

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

アミューズパーク仙台港店 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字田中１０６

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

Ｇ３ポロス横手南店富山 013-0063 秋田県横手市婦気大堤字中田４－１  イオンスーパーセンター横手南店内

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

リスチャイルド湯沢店 012-0000 秋田県湯沢市字上萩生田１６２イオンスーパーセンター湯沢店内

ラウンドワン郡山店 963-8801 福島県郡山市向河原町４－５５1階

ラウンドワン福島店 960-8068 福島県福島市太田町14番18号

ピンクパンサー土浦店 300-0026 茨城県土浦市木田余４５８５－３

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

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

ラウンドワン樋ノ口店 328-0024 栃木県栃木市樋ノ口町５５－１

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

ラウンドワン前橋店 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 373-0823 群馬県太田市西矢島町162-2

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

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

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モラージュ菖蒲３階

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

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

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

ラウンドワンわらび店 335-0001 埼玉県蕨市北町５－１－６

ラウンドワン横浜駅西口店 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　3F

マーズ 231-0033 神奈川県横浜市中区長者町６－１０６

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

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

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

キラキラAsoboxイオン鴨川店 296-0001 千葉県鴨川市横渚９７３－１４Ｆ

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

ラウンドワン習志野店 275-0023 千葉県習志野市芝園１－４－５

プレビキテミテマツド　南ASOBI諸島店 271-0092 千葉県松戸市松戸１３０７－１キテミテマツド６階プレビプレイランドコーナー

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

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

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

マリンガーデンららぽーと船橋店 273-0012 千葉県船橋市浜町２丁目１番１号ららぽーとＴＯＫＹＯーＢＡＹ西館３階  区画番号Ｗ３０２０

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

アムネット小岩店 133-0056 東京都江戸川区南小岩6-31-3石井ビル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

東京ジョイポリス 135-0091 東京都港区台場1-6-1DECKS TOKYO BEACH 4F

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

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１ 155-0031 東京都世田谷区北沢２－1２－1６

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

ラウンドワン板橋店 174-0044 東京都板橋区相生町16-13

アムネット 五反田店 141-0031 東京都品川区西五反田1-27-5NA五反田ビル

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

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

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

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

豊川メトロポリス 442-0824 愛知県豊川市下長山町上アライ１４－１

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

ラウンドワン千種店 464-0859 愛知県名古屋市千種区新栄３丁目２０－１７タイホウ千種駅南ビル８Ｆ

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

ラウンドワンモレラ岐阜店 501-0497 岐阜県本巣市三橋１１００

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

アピナ上越ｲﾝﾀｰ店 942-0063 新潟県上越市下門前 1661番地 

モーリーファンタジー・ｆ新潟南店 950-0145 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店２階

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

シートピアYAZ 大須賀店 437-1304 静岡県掛川市西大渕３３５９

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

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

ラウンドワン富士店 417-0024 静岡県富士市八代町4-15

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

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

わくわくらんど野々市南店 921-8835 石川県野々市市上林４－７４７イオン野々市南店内

アピナ長野川中島店 381-2221 長野県長野市川中島町９６７−１

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

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

フクイレジャーランドワイプラザ店 910-0838 福井県福井市新保北１丁目３０３ヤスサキワイプラザＢ棟２Ｆ

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

YAZワールド四日市店 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２７７－８

アミパラ  鈴鹿店 513-0808 三重県鈴鹿市西条町４３０－１

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  京都松竹座ビル

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

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

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

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

エンターテイメントフィールド ららぽーとEXPOCITY店 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園２－１ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ３００６０  ３Ｆ

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

アルカブース 542-0071 大阪府大阪市中央区道頓掘１－６－９

ＡＸＥ 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1-1-3

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

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

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

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

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

ラウンドワン伊丹店 664-0881 兵庫県伊丹市昆陽７－２９

メガパレス 651-2143 兵庫県神戸市西区丸塚２丁目９－１８ホームランスタジアムメガパレス2Ｆ

アルゴ 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通り１－１－８

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

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

アミューズメントパークVIVO丹波氷上店 669-3467 兵庫県丹波市氷上町本郷３００番地  ゆめタウン２Ｆ

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

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

ゲームランドＢＡＬＬＹ 641-0014 和歌山県和歌山市毛見１５２７和歌山マリーナシティ内ポルトヨーロッパ

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

アミパラ  岡山店 700-0941 岡山県岡山市北区青江１－１３－８

アミパラ  倉敷店 710-0833 岡山県倉敷市西中新田６２４－１アミパラボウル１Ｆ

アミパラ  津山店 708-0842 岡山県津山市河辺１０００－１イオン津山ショッピングセンター内２Ｆ

ラウンドワン広島店 730-0032 広島県広島市中区立町３－１１

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１－９－２８

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

ラウンドワン松山店 791-8005 愛媛県松山市東長戸1－３－１０

BIGWAVEゆめタウン丸亀店 763-0055 香川県丸亀市新田町150 ゆめタウン丸亀 3F 

ラウンドワン高松店 760-0068 香川県高松市松島町２－７－４３

ラウンドワン高知店 780-0816 高知県高知市南宝永町4-12

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

楽市楽座  くりえいと宗像店 811-4184 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１－１８－１６

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

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

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

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

ラウンドワン熊本店 860-0047 熊本県熊本市西区春日7-25-15

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

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

ラウンドワン大分店 870-0921 大分県大分市萩原２－１３－１７

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

モーリーファンタジー那覇店 901-0155 沖縄県那覇市金城５－１０－２イオン那覇店３階
沖縄

九州

中四国

近畿

北陸東海

『ted2　ホラーTシャツぬいぐるみXL』 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。
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東北

北海道


