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ユーズランド下田店 青森県上北郡オイラセ町中野平40-1 イオンモール下田1F ユーズ㈱第7事業部 http://www.yous-am.com/
ファンタジードーム八戸店 青森県八戸市江陽2-14-1 ラビア八戸店別棟 https://www.j-ce.co.jp/service/amusement.php

セガ　弘前 青森県弘前市大字末広1-3-3
セガ八戸 青森県八戸市城下4-25-14
ゲームランドつがる柏店 青森県ツガル市柏稲盛幾世41 イオンモールツガル柏敷地内シネマ棟2F
セガ　水沢 岩手県奥州市水沢区佐倉河字鎧田4-1
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
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　仙台 宮城県仙台市青葉区中央2-5-5三経60ビル
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
プラサカプコン石巻店． 宮城県石巻市茜平4-104 イオン石巻ショッピングセンター2F
お宝中古市場山形天童店 山形県天童市山元1019番地1
セガ　米沢 山形県米沢市大字花沢字タナコ原177

福島県 セガワールド　白河 福島県白河市新高山1-1メガステージ白河内
スコナラント行方店 茨城県行方市麻生3288-50 セイミヤモール麻生店1F
スコナランド石下店 茨城県常総市本石下4421-1 メガセンタートライアル2F
ファンタジープラザ上水戸店 茨城県水戸市上水戸2-9-10 MEGAドン・キホーテ上水戸店2階 https://www.j-ce.co.jp/service/amusement.php

セガ龍ヶ崎 茨城県龍ヶ崎市藤ヶ丘4-2-8
セガ　水戸 茨城県水戸市宮町1-7-44コムボックス310
セガ　石岡 茨城県石岡市東大橋中峯1976-1
セガ　水戸南 茨城県水戸市千波町2017-1フェドラP&D水戸１F
テクモピアパルテロン宇都宮店 栃木県宇都宮市今泉町２３７  福田屋ショッピングプラザ宇都宮店２階
スコナランドトライアル宇都宮店 栃木県宇都宮市睦町5-5 スーパーセンタートライアル宇都宮店1F
スコナランド宇都宮店 栃木県宇都宮市馬場通リ2-3-12　MEGAドン・キホーテラパーク宇都宮店B1F

セガ　西那須野 栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27
セガ小山 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
セガワールド　宇都宮 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 栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1
プレビ　ジョイフル本田千代田店 群馬県邑楽郡千代田町萱野813-1 ジョイフル本田千代田店2階　プレビケームコーナー

セガワールド　太田 群馬県太田市西矢島575-1
セガワールド　館林 群馬県館林市小桑原町949-1
セガスマーク伊勢崎 群馬県伊勢崎市西小保方町368　スマーク伊勢崎　セガスマーク伊勢崎3F 302区画

テクモピア川越店 埼玉県川越市脇田町4-2ドン・キホーテ川越東口店３階
テクモピア南越谷店 埼玉県越谷市南越谷1-15-1　南越谷ラクーン2階
エブリデイ行田店 埼玉県行田市下忍644-1
エブリデイとってき屋東京本店 埼玉県八潮市大字上馬場460-1
アミューズランドモナコ川越店 埼玉県川越市新富町2-4-1
スコナランド新座店 埼玉県新座市中野2-1-38 OSCデオシティ新座3F
スイーツファンタジーパックン東松山店 埼玉県東松山市アズマ町4-3　ピオニウォーク東松山
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2-1-1　カシーラ本川越　1F-4F
埼玉レジャーランド川越２号店 埼玉県川越市脇田町3-6　長谷川ビル1F・2F
埼玉レジャーランド川越店 埼玉県川越市新富町1-17-4
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KAZE3階　ユーズ㈱第1事業部 http://www.yous-am.com/
セガ　与野 埼玉県サイタマ市中央区本町西5-2-9イオン与野ショッピングセンター3F
セガ　所沢 埼玉県所沢市日吉町8-1
セガ　入間 埼玉県入間市東藤沢2-18
セガ　花園 埼玉県深谷市荒川359
タイトーステーション　大宮店 埼玉県サイタマ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
千葉鑑定団松戸店 千葉県松戸市栄町西2-865
千葉鑑定団　湾岸習志野店 千葉県習志野市茜浜1-1-1 イワモール内
スコナランドトライアル酒々井店 千葉県印旛郡酒々井町本佐倉457-2　スーパーセンタートライアル酒々井店2Ｆ

ファンタジープラザ成東店 千葉県山武市成東町成東1808-1(ラパーク成東店2階) https://www.j-ce.co.jp/service/amusement.php

アピナ市原店 千葉県市原市更級4-2-1 アクロスプラザ市原更級F棟1F https://www.kyowa-corp.co.jp/

セガ　千葉 千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ビル
セガ　幕張 千葉県千葉市美浜区ヒビ野1-8メッセアミューズモール 1F
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セガアリーナ　蘇我 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　1F

ハイテクセガ　柏 千葉県柏市柏1-1-11丸井デパート B1F
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
ゲームランドちはら台店 千葉県市原市チハラ台西3丁目4番　ショッピングモールunimoチハラ台2F
東京レジャーランド池袋店 東京都豊島区東池袋1-29-1 マルビル池袋2階･3階
セガ　赤羽駅前 東京都北区赤羽1-2-4
セガ　池袋ＧｉＧＯ 東京都豊島区東池袋1-21-1
ハイテクランドセガ　渋谷 東京都渋谷区渋谷1-14-14東口会館 1F
セガ　秋葉原１号館 東京都千代田区外神田1-10-9
セガ　東京ドームシティ 東京都文京区後楽1-3-61株式会社東京ドーム　アトラクションズ内カーニバル

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
セガ　イオンモール　むさし村山 東京都武蔵村山市榎1-1-3イオンモールムサシ村山2F
セガワールド　葛西 東京都江戸川区東葛西9-3-3イトーヨーカ堂 3F
セガ　赤羽 東京都北区赤羽1-7-9
クラブセガ　新宿西口 東京都新宿区西新宿1-12-5
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
クラブセガ　自由ヶ丘 東京都目黒区自由ガ丘2-10-9
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
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
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　　　　　　　
プラサカプコン府中店 東京都府中市宮町1-41-2 ミッテン7F 7-3区画
プラサカプコン池袋店 東京都豊島区東池袋1-30-1シネマコンプレックスプロジェクト3階
ドラマ藤沢店 神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8
プレビアリオ橋本店 神奈川県相模原市緑区大山町1-22　アリオ橋本店内2階　アミューズメントプレビ

スコナランド金沢シーサイド店 神奈川県横浜市金沢区並木2-13-1 イオン金沢シーサイド店3F
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
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1・2・3F
クラブセガ　新杉田 神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目1-1　ラビスタ新杉田2F
セガ　センター南 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央3-25aune港北
プラサカプコン磯子店 神奈川県横浜市磯子区磯子1-2-1　マリコム磯子ショッピングセンター2F

新潟県 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 イオン新潟東内ゲームコーナー
富山県 セガイオンモール高岡 富山県高岡市下伏間383イオンモール高岡西館2F(2001A区画)

セガアルプラザ　金沢 石川県金沢市諸江町30-1アルプラザ金沢 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 イオンスタイル白山店 3F

福井県 セガ　福井 福井県福井市丸山1-410
アピナ長野川中島店 長野県長野市川中島町御厨967-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/

ゲームピコイオン飯田ゲームコーナー 長野県飯田市上郷飯沼1575 イオン飯田2階
ゲームピコ高森 長野県下伊那郡高森町山吹4515　ドン・キホーテ高森店1階
セガ　上田 長野県上田市大字上田1847-1
セガワールド　豊科 長野県安曇野市豊科南穂高1115
セガ　松本 長野県松本市渚1-7-1渚ライフサイト内
セガ　多治見 岐阜県多治見市住吉町1-1-1
セガ　マーゴ関 岐阜県関市倉知516番地
セガワールド　アクアウォーク　大垣 岐阜県大垣市林町6-80-21アクアウォーク大垣2F
静岡鑑定団 静岡県静岡市駿河区八幡5-8-3
浜松鑑定団 静岡県浜松市東区安新町１０５
浜北鑑定団 静岡県浜松市東区半田山5-36-1 アロマ半田SC1F
セガサントムーン柿田川 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　ベイドリーム　清水 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　掛川 静岡県掛川市細田248
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二丁目5番地4
ＡＭＵＳＥＭＥＮＴ　ＰＡＲＫ（静岡店） 静岡県静岡市葵区柚木1026 MARK IS静岡3F
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(ドン・キホーテ名古屋本店2階) https://www.j-ce.co.jp/service/amusement.php

ファンタジープラザ高蔵寺店 愛知県春日井市中央台2丁目5番地　アピタ高蔵寺店2Ｆ https://www.j-ce.co.jp/service/amusement.php

ファンタジープラザ港店 愛知県名古屋市港区当知2丁目1501 ポートウォークミナト2F https://www.j-ce.co.jp/service/amusement.php

セガ　金山 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2
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4-60-14マーケットスクエアササシマ
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セガ　東名ボール 愛知県瀬戸市西原町2丁目114
セガ　イオンタウン刈谷 愛知県刈谷市東境町京和1
セガ　豊田 愛知県豊田市深田町1-65-1
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
セガ　安城 愛知県安城市百石町2-35-13
セガワールド　知立 愛知県知立市長篠町大山18-1ギャラリエアピタ1Ｆ
セガ　ｍｏｚｏワンダーシティ　上小田井 愛知県名古屋市西区二方町40mozoワンダーシティ4F
セガ　プライムツリー　赤池 愛知県日進市赤池町箕ノ手1（311区画）
セガ　飯村 愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121
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コン棟3F
アミューズファクトリ 愛知県常滑市リンクウ町2丁目20-3 イオンモール常滑2F
セガ　生桑 三重県四日市市生桑町字川原崎299-1
セガワールド　桑名 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
セガ　伊勢 三重県伊勢市中須町666

滋賀県 セガ　甲西 滋賀県湖南市夏見二ツ橋356-1
京都府 タカラ島亀岡店 京都府亀岡市篠町野条上又11-1　アルプラザ亀岡店3F

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　布施 大阪府東大阪市長堂1-1-1ロンモール布施内
ハイテクランドセガ　ミスト２ 大阪府大阪市北区梅田1-11-4駅前第4ビル B1F
クラブセガ　東梅田 大阪府大阪市北区堂山町9-28
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
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　新三国アルゴ７ 大阪府豊中市神州町1-15アルゴセブンビル2階
セガワールド　松原 大阪府堺市東区八下町3-10
タイトーステーション　アリオ八尾店 大阪府八尾市光町2-3
タイトーステーション　難波店 大阪府大阪市中央区難波千日前15-12
セガ　つかしん 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1ツカシン内
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　フェニックスプラザ　摩耶 兵庫県神戸市灘区味泥町6-1フェニックスプラザ１Ｆ
セガ　コロワ甲子園 兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3コロワ甲子園
セガ　鳥取 鳥取県鳥取市安長416
セガワールド　米子 鳥取県米子市両三柳2778-2
ピノッキースパティオ浜田店 島根県浜田市港町227-1 ユメタウン浜田店3F
ピノッキースパティオ益田店 島根県益田市高津7丁目21-12 ユメタウン益田店2F

岡山県 セガ　倉敷 岡山県倉敷市西中新田535-2
セガ　海田 広島県安芸郡海田町南大正町 3-35
セガワールド　宇品 広島県広島市南区宇品西3-4フタバ図書GIGA宇品店内
セガ　尾道 広島県尾道市新浜1-2-13
セガ　ＬＥＣＴ広島 広島県広島市西区扇2-1-45LECT2F
セガ　広島本通 広島県広島市中区本通9-30ランドマークビル
プラサカプコン広島店 広島県広島市佐伯区石内東4丁目1番1号 ジアウトレット広島1F
てくもぴあ柳井店 山口県柳井市駅南1-14　ミスターマックス柳井ショッピングセンターD棟
セガ小郡 山口県山口市小郡前田町3-6
ピノッキースパティオ宇部店 山口県宇部市黒石北3丁目4番1号ユメタウン宇部店2F
ピノッキースパティオ柳井店 山口県柳井市南町4-5-3 ユメタウン柳井店2F
ファーストエンターテイメント徳島店 徳島県徳島市応神町古川字戎子野48-1 MEGAドンキホーテ徳島店内1階 UFOキャッチャーコーナー

セガ　徳島　スエヒロボウル 徳島県徳島市南末広町4-95-2
香川県 セガ　高松 香川県高松市勅使町535
愛媛県 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

セガワールド　フジグラン 高知県高知市朝倉東町52-15フジグラン高知 3F
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
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 福岡県福岡市中央区天神2-7-6DADAビル
タイトーステーション　キャナルシティ博多店 福岡県福岡市博多区住吉1-2-22
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

佐賀県 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
長崎県 セガワールド　サンスパおおむら 長崎県大村市森園町663-3

高知県

福岡県

鳥取県

島根県

広島県

山口県

徳島県

愛知県

三重県

大阪府

兵庫県

大分県 セガワールド　高城 大分県大分市牧1-161-8

発売元：タマキ株式会社
販売：株式会社リアンキューラボ

商品の問い合わせ先（メール）：qinfo@lian-inc.com 


