チェンソーマン ラウンドクッション
都道府県
北海道
青森県

岩手県

宮城県

秋田県
山形県

福島県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県
山梨県
長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

店舗名
ゲームランド新さっぽろ店
ゲームランドつがる柏店
セガ 弘前
セガ八戸

兵庫県

奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県
愛媛県
高知県
福岡県

佐賀県
長崎県

熊本県
大分県

宮崎県
沖縄県

住所

店舗URL

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/shinsapporo/
青森県つがる市柏稲盛幾世41イオンモールつがる柏 本館2階 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kashimura/
青森県弘前市大字末広1-3-3
https://tempo.gendasega.jp/am/hirosaki
青森県八戸市城下4-25-14
https://tempo.gendasega.jp/am/hachinoheR45
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
https://www.taito.co.jp/store/00001202
タイトーステーション 青森ガーラモール店 青森県青森市三好2-3-19
https://www.taito.co.jp/store/00001781
タイトーFステーション 八戸店
青森県八戸市三日町27
https://www.taito.co.jp/store/00002204
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1階
http://www.yous-am.com/shimoda.html
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2階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_morioka/
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
https://www.taito.co.jp/store/00001173
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
https://www.taito.co.jp/store/00002107
チャットタウン北上店
岩手県北上市北鬼柳19-71パルショッピングセンター2階
http://www.yous-am.com/kitakami.html
セガ 水沢
岩手県奥州市水沢区佐倉河字鎧田4-1
https://tempo.gendasega.jp/am/mizusawa
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_sanuma/index.html
ゲームランド佐沼店
宮城県登米市南方町新島前46-1イオンタウン佐沼1階
セガ 仙台
宮城県仙台市青葉区中央2-5-5三経60ビル
https://tempo.gendasega.jp/am/sendai/
セガ 仙台コロナワールド
宮城県仙台市宮城野区福室字田中前1-53-1
https://tempo.gendasega.jp/am/sendai-korona
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
https://www.taito.co.jp/store/00001170
プラザカプコン石巻店
宮城県石巻市茜平4-104イオンモー石巻2階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/ishimaki/
GAME BANK 仙台泉店
宮城県仙台市泉区大沢2-5-4
http://www.game-bank.jp/
THE 3RD PLANET BiVi仙台店
宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目1番25号
https://3rd-planet.jp/
プラザカプコン大曲店
秋田県大仙市和合字坪立177イオンモール大曲2階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/oomagari/
ペニーポット秋田店
秋田県秋田市中通2-8-1 フォンテ秋田店4F ペニーポット
お宝中古市場 山形天童店
山形県天童市大字山元1019-1
https://otakara-tendo.com/
クレーンゲーム専門店リージョン 90N 寒河江店
山形県寒河江市新山1丁目53-1
https://90ngame.com/#tenpo
セガ庄内
山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端326-6
https://tempo.gendasega.jp/am/shonai
セガ 米沢
山形県米沢市大字花沢字タナコ原177
https://tempo.gendasega.jp/am/yonezawa
セガワールド 北山形
山形県山形市北町1-3-20
https://tempo.gendasega.jp/am/kitayamagata
セガ 日和田
福島県郡山市日和田町字西中島7-1
https://tempo.gendasega.jp/am/hiwada
セガ 小名浜
福島県いわき市小名浜林城字塚前18-1
https://tempo.gendasega.jp/am/onahama
13
https://tempo.gendasega.jp/am/nakoso
セガ 勿来
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
https://tempo.gendasega.jp/am/shirakawa
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
https://www.taito.co.jp/store/00001968
THE 3RD PLANET ピボット福島店 福島県福島市栄町1番1号パワーシティピボット内
https://3rd-planet.jp/
セガワールド 日立
3-26-1
https://tempo.gendasega.jp/am/hitachi
4-2-8
https://tempo.gendasega.jp/am/ryugasaki
セガ龍ヶ崎
1473-1
https://tempo.gendasega.jp/am/kasumigaura
セガ 霞ヶ浦
1-7-44コムボックス310
https://tempo.gendasega.jp/am/mito
セガ 水戸
1976-1
https://tempo.gendasega.jp/am/ishioka
セガ 石岡
2017-1フェドラP&D水戸１F
https://tempo.gendasega.jp/am/mitominami
セガ 水戸南
2丁目1番地イオンモール水戸内原2階
http://www.yous-am.com/mitouchihara.html
ユーズランド水戸内原店
セガ 西那須野
栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27
https://tempo.gendasega.jp/am/nishinasuno
セガ小山
栃木県小山市東城南1-1-18
https://tempo.gendasega.jp/am/oyama
セガ 今市
栃木県日光市芹沼1448-1
https://tempo.gendasega.jp/am/imaichi
セガワールド 宇都宮
栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7
https://tempo.gendasega.jp/am/utsunomiya
タイトーステーション イオンモール佐野新都市店 栃木県佐野市高萩町1324-1
https://www.taito.co.jp/store/00001771
セガワールド 太田
群馬県太田市西矢島575-1
https://tempo.gendasega.jp/am/ohta
セガワールド 館林
群馬県館林市小桑原町949-1
https://tempo.gendasega.jp/am/tatebayashi
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 https://tempo.gendasega.jp/am/isesaki
セガスマーク伊勢崎
ユーズランド高崎店
群馬県高崎市棟高町1400番地イオンモール高崎2階
http://www.yous-am.com/takasaki.html
ユーズランド太田店
群馬県太田市石原町81番地イオンモール太田
http://www.yous-am.com/ota.html
あそびライブラリー川口店
埼玉県川口市宮町18-9ララガーデン川口2階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_kawaguchi/
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1階
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/11-03
ゲームパニック三郷
埼玉県三郷市ピアラシティ1-1-200
https://www.leisurelan.co.jp/shop/misato.html
シルクハット川口店
埼玉県川口市栄町3丁目1-16
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/13/
セガワールド 籠原
埼玉県熊谷市美土里町1-169
https://tempo.gendasega.jp/am/kagohara
埼玉県さいたま市中央区本町西 5-2-9 イオン与野ショッピングセンター 3F
https://tempo.gendasega.jp/am/yono
セガ 与野
セガ 所沢
埼玉県所沢市日吉町8-1
https://tempo.gendasega.jp/am/tokorozawa
セガ 入間
埼玉県入間市東藤沢2-18
https://tempo.gendasega.jp/am/iruma
セガ 花園
埼玉県深谷市荒川359
https://tempo.gendasega.jp/am/saitama-hanazono
セガ ららぽーと 富士見
埼玉県富士見市山室1-13133階35200区画
https://tempo.gendasega.jp/am/fujimi
タイトーステーション 所沢店
埼玉県所沢市日吉町3番7号
https://www.taito.co.jp/store/00001954
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
https://www.taito.co.jp/store/00002080
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2階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/hanyu/index.html
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2階
http://www.yous-am.com/kasukabe.html
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 KAZE3階 http://www.yous-am.com/koshigaya.html
ユーズランド越谷店
クラブセガ 稲毛オーツーパーク
千葉県千葉市稲毛区園生町380-1オーツーパーク内
https://tempo.gendasega.jp/am/o2park
ゲームランド千葉ニュータウン店 千葉県印西市中央北 3-2 イオンモール千葉ニュータウンモール棟 3階 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_chibanewtown/
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 2階 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_chihara/index.html
ゲームランドちはら台店
ゲームランド津田沼店
千葉県習志野市津田沼1-23-1イオンモール内
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/tsudanuma/index.html
シルクハット津田沼店
千葉県習志野市津田沼1丁目2-1十三ビル地下1階
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/6/
セガ 千葉
千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ビル
https://tempo.gendasega.jp/am/chiba
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
https://tempo.gendasega.jp/am/makuhari
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 https://tempo.gendasega.jp/am/soga
セガアリーナ 蘇我
セガ 松戸
千葉県松戸市日暮1-1-1八柱駅第2ビル2階
https://tempo.gendasega.jp/am/matsudo
https://tempo.gendasega.jp/am/tokyo-bay
セガ ららぽーと TOKYO-BAY
千葉県船橋市浜町2-1-1北館1階 E122区画
セガ イオンモール 銚子
千葉県銚子市三崎町2-2660-1イオンモール銚子2F
https://tempo.gendasega.jp/am/choshi
タイトーFステーション 柏中央店 千葉県柏市十余二249-5
https://www.taito.co.jp/store/00002131
プラサカプコン富津店
千葉県富津市青木1-5-1イオンモール富津2階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/futtsu/
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2階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/narita/
ハイテクセガ 柏
千葉県柏市柏1-1-11丸井デパート B1F
https://tempo.gendasega.jp/am/kashiwa
アドアーズサンシャイン店
東京都豊島区東池袋1-14-4 シネマサンシャイン1〜3F
https://www.adores.jp/
アピナ萩窪店
東京都杉並区上荻1-13-10ハクサンビル
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/27-06
アミュージアム豊洲店
東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドックららぽーと豊洲3F https://www.amuseum.jp/store/168.html
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
https://www.amuseum.jp/store/189.html
アミューズランドモナコ調布駅前店
東京都調布市布田4-2-22
https://haradenka.com/?page_id=12
お宝あっとマーケット町田店
東京都町田市根岸2-33-2
http://e-otakara.com/machida/
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
https://tempo.gendasega.jp/am/tachikawa
クラブセガ 自由ヶ丘
東京都目黒区自由が丘2-10-9
https://tempo.gendasega.jp/am/jiyugaoka
シルクハット蒲田西口店
東京都大田区西蒲田7-2-3第二醍醐ビル地下1階〜地上2階
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/17/
シルクハット八王子店
東京都八王子市旭町2-5八王子ツインタワービル3階
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/5/
シルクハット大森店
東京都大田区山王2丁目2-15
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/2/
セガ 池袋GiGO
東京都豊島区東池袋1-21-1
https://tempo.gendasega.jp/am/ikebukuro
セガ 秋葉原1号館
東京都千代田区外神田1-10-9
https://tempo.gendasega.jp/am/akiba-1
セガ 神楽坂
東京都新宿区神楽坂2-11第二カグラヒルズ 1F
https://tempo.gendasega.jp/am/kagurazaka
セガ 秋葉原3号館
東京都千代田区外神田1-11-11
https://tempo.gendasega.jp/am/akiba-new
セガワールド 府中
東京都府中市西原町1-6-2クレッセ府中
https://tempo.gendasega.jp/am/fuchu
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イオンモールむさし村山2F
https://tempo.gendasega.jp/am/musashimurayama
9-3-3イトーヨーカ堂 3F
https://tempo.gendasega.jp/am/kasai
セガワールド
セガ有明ガーデン
東京都江東区有明北2-1-8有明ガーデン5F 501区画
https://tempo.gendasega.jp/am/ariake/
セガ 赤羽
東京都北区赤羽1-7-9
https://tempo.gendasega.jp/am/akabane
セガ 新宿歌舞伎町
東京都新宿区歌舞伎町1-21-1第二東亜会館1F・2F
https://tempo.gendasega.jp/am/kabukicho
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
https://tempo.gendasega.jp/am/omori
セガ 赤羽駅前
東京都北区赤羽1-2-4
https://tempo.gendasega.jp/am/akabane2/
セガ 船堀
東京都江戸川区船堀1-6-11
https://tempo.gendasega.jp/am/funabori
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
https://tempo.gendasega.jp/am/machida
セガ南町田グランベリーパークワンダーシアター
東京都町田市鶴間三丁目4-1ワンダーシアター1階H103区画 https://tempo.gendasega.jp/am/m_machida-theater
セガ南町田グランベリーパークキッズディスカバリー 東京都町田市鶴間三丁目 4-1 キッズディスカバリー 2階E201 区画
https://tempo.gendasega.jp/am/m_machida-kids
タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店
東京都新宿区新宿3-35-8
https://www.taito.co.jp/store/00001459
タイトーステーション 浅草店
東京都台東区浅草1-27-5 ROX DOME 1F
https://www.taito.co.jp/store/00001595
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
https://www.taito.co.jp/store/00001760
タイトーステーション 池袋西口店 東京都豊島区西池袋1-15-9
https://www.taito.co.jp/store/00002136
タイトーステーション 立川北口店 東京都立川市曙町2-4-5OSJ TACHIKAWA 2F・3F
https://www.taito.co.jp/store/00002149
ドラマ八王子高倉店
東京都八王子市高倉町55-4
http://www.dorama.co.jp/amusement/takakura/index.shtml
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
https://tempo.gendasega.jp/am/HLS-shibuya
7-2-1セブンスタービル
https://tempo.gendasega.jp/am/tateishi
ハイテクランドセガ 立石
プラサカプコン池袋店
東京都豊島区 東池袋一丁目30番3キュープラザ池袋3階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/ikebukuro/
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B1階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kichijyoji/
プラサカプコンミッテン府中店
東京都府中市宮町1丁目41-2MitteN府中内
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/cat1/index.html
東京都西多摩郡日の出町大字平井三吉野桜木 237 番地 3 イオンモール日の出 3 階
http://www.yous-am.com/hinode.html
ユーズランド日の出店
Ｈｅｙ
東京都千代田区外神田1-10-5 広瀬本社ビル2F
https://www.taito.co.jp/store/00001703
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
https://tempo.gendasega.jp/am/tsunashima
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 らびすた新杉田2F
https://tempo.gendasega.jp/am/shinsugita
神奈川県川崎市川崎区駅前本町8ダイスビル地下 2階
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/7/
シルクハット川崎ダイス店
シルクハット川崎モアーズ店
神奈川県川崎市川崎区駅前本町7岡田屋モアーズ内 1・2階
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/8/
シルクハット本厚木店
神奈川県厚木市中町2丁目4-13本厚木駅前ビル
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/12/
シルクハット大船店
神奈川県鎌倉市大船1-24大船駅前ビル1〜3階
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/9/
シルクハット横須賀中央店
神奈川県横須賀市若松町1丁目5プライムビル2階
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/11/
シルクハット伊勢佐木町店
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3丁目96日活会館3階
http://matahari-entertainment.co.jp/shop/10/
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
https://tempo.gendasega.jp/am/ebina
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
https://tempo.gendasega.jp/am/centerminami/
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1-12-9 7階
https://www.taito.co.jp/store/00001965
タイトーステーション 溝の口店
神奈川県川崎市高津区溝口1-11-8OKKA634ビル
https://www.taito.co.jp/store/00002155
ドラマ藤沢店
神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8
http://www.dorama.co.jp/amusement/fujisawa/index.shtml
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2階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/isogo/index.html
プラサカプコン横須賀店
神奈川県横須賀市若松町2-30モアーズシティ4階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/yokosuka/
竜泉寺の湯 横浜鶴ヶ峰
神奈川県横浜市旭区白根８丁目８
https://tsurugamine.ryusenjinoyu.com/
アピナ上越インター店
新潟県上越市下門前 1661番地
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-06
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
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/niigatahigashi/
上越レジャーランボウル
新潟県上越市下門前薬島827-2
https://www.yamazakiya.co.jp/shop/bowling/joetsu.html
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
https://www.taito.co.jp/store/00002103
富山県高岡市下伏間 383 イオンモール高岡西館2F(2001A区画)
https://tempo.gendasega.jp/am/takaoka
セガイオンモール高岡
ユーズランドとなみ店
富山県砺波市中神一丁目174イオンモールとなみ2階
http://www.yous-am.com/tonami.html
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2階
http://www.yous-am.com/takaoka.html
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
https://tempo.gendasega.jp/am/kanazawa
セガ イオンタウン 金沢示野
石川県金沢市戸坂西2-1
https://tempo.gendasega.jp/am/kanazawa-shimeno
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
セガ 福井
福井県福井市丸山1-410
https://tempo.gendasega.jp/am/fukui
福井レジャーランド板垣店
福井県福井市下馬3-102
https://www.yamazakiya.co.jp/shop/hokuriku/#006
プラサカプコン甲府店
山梨県中巨摩郡昭和町西条3717
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/koufu/index.html
山梨県富士吉田市松山 1590 番 ドン・キホーテ河口湖インター店内ゲームコーナー
ホワイトベース河口湖店
セガ 上田
長野県上田市大字上田1847-1
https://tempo.gendasega.jp/am/ueda
セガワールド 豊科
長野県安曇野市豊科南穂高1115
https://tempo.gendasega.jp/am/toyoshina
セガ 松本
長野県松本市渚1-7-1渚ライフサイト内
https://tempo.gendasega.jp/am/matsumoto
王の洞窟 岐南本店
岐阜県羽島郡岐南町徳田西1丁目27
https://ounodoukutsu.jp/zeroshiki/shop/ounodoukutsu/
ゲームファンタジアン柳津店
岐阜市柳津町上佐波西３丁目６８番地
http://www.fantasian.co.jp/shop1.html
セガ 多治見
岐阜県多治見市住吉町1-1-1
https://tempo.gendasega.jp/am/tajimi
セガ マーゴ関
岐阜県関市倉知516番地
https://tempo.gendasega.jp/am/seki
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
https://tempo.gendasega.jp/am/ohgaki
アピナ磐田店
静岡県磐田市西貝塚横須賀道北3690イオンタウン磐田内
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/29-03
お宝中古市場 沼津店
静岡県沼津市松長12-3
https://otakara-numazu.com/
https://www.e-kitakan.com/
浜北鑑定団
静岡県浜松市東区半田山５丁目３６ １ アロマ半田 2F
プラザカプコン志都呂店
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3階 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/shitoro/
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
https://tempo.gendasega.jp/am/suntomoon
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
https://tempo.gendasega.jp/am/shimizu
セガ 掛川
静岡県掛川市細田248
https://tempo.gendasega.jp/am/kakegawa
夢大陸 富士本店
静岡県富士市中里2588-2
https://yume-fujihonten.com/
AMUSEMENT PARK（静岡店）
静岡県静岡市葵区柚木1026 MARK IS 静岡3階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/mark_is/
アミューズファクトリー常滑店
愛知県常滑市りんくう町2-20-3イオンモール常滑2階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/tokoname/
愛知県春日井市柏井町 4 丁目 17 番地 イオン春日井店 3F ゲームコーナー https://www.taito.co.jp/store/00025385
キッズインタイトーイオン春日井店
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 2階 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_okazaki/
ゲームランド岡崎店
セガ 金山
愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2
https://tempo.gendasega.jp/am/kanayama
4180
https://tempo.gendasega.jp/am/kasugai
セガ 春日井
セガ 尾西
愛知県一宮市篭屋3-9-7アソビックス尾西
https://tempo.gendasega.jp/am/bisai
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ささしま https://tempo.gendasega.jp/am/sasashima/
セガ 東名ボール
愛知県瀬戸市西原町2丁目114
https://tempo.gendasega.jp/am/tomei-bowl
セガ イオンタウン刈谷
愛知県刈谷市東境町京和1
https://tempo.gendasega.jp/am/kariya
セガ 豊田
愛知県豊田市深田町1-65-1
https://tempo.gendasega.jp/am/toyota
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
https://tempo.gendasega.jp/am/AP-wide
セガ 安城
愛知県安城市百石町2-35-13
https://tempo.gendasega.jp/am/anjo
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
https://tempo.gendasega.jp/am/chiryu
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
https://tempo.gendasega.jp/am/kamiotai
セガ イオンタウン 名西
愛知県名古屋市西区香呑町六丁目49-1
https://tempo.gendasega.jp/am/meisei
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）
https://tempo.gendasega.jp/am/akaike
セガ 飯村
愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121
https://tempo.gendasega.jp/am/imure
愛知県一宮市木曽川町黒田南字八ツヶ池 25-1 ダイヤモンドシティ・キリオ 3 階
https://tempo.gendasega.jp/am/kisogawa
セガ イオンモール 木曽川
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
https://www.taito.co.jp/store/00002035
プラザカプコン稲沢店
愛知県稲沢市長野7-1-2リーフウォーク稲沢2階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/inazawa/
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番地の44
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/tokusige/
愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭 13 番2イオンモール東浦 2階
http://www.yous-am.com/higashiura.html
ユーズランド東浦店
クラブセガ アドバンスモール 松阪 三重県松坂市田村町235-1
https://tempo.gendasega.jp/am/matsuzaka
クラブセガ 名張
三重県名張市希央台3-15
https://tempo.gendasega.jp/am/nabari
セガ 生桑
三重県四日市市生桑町字川原崎299-1
https://tempo.gendasega.jp/am/ikuwa
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
https://tempo.gendasega.jp/am/kuwana
セガ 伊勢
三重県伊勢市中須町666
https://tempo.gendasega.jp/am/ise
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3階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_kusatsu/
開放倉庫米原店 アミューズコーナー 滋賀県米原市顔戸1429
セガ 甲西
滋賀県湖南市夏見二ツ橋356-1
https://tempo.gendasega.jp/am/kousei
滋賀県草津市西渋川 1-23-23 ＡーＳＱＵＡＲＥ ＳＡＲＡ新棟 2F
https://tempo.gendasega.jp/am/kusatsu
セガエイスクエア草津
京都府京都市伏見区桃山町山ノ下 32 京都ショッピングセンター 2F
https://tempo.gendasega.jp/am/rokujizo
セガワールド 六地蔵
タカラ島 亀岡
京都府亀岡市篠町野条上又11-1 アル・プラザ亀岡 ３階
https://wizard23.com/information/kansai/
プラザカプコン京都店
京都市右京区西院追分町25-1イオンモール京都五条3階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kyoto/
a-cho

大阪府

取り扱い店舗

北海道札幌市厚別中央 2 条 5 丁目新さっぽろアークシティ カテプリさっぽろ 3 階

京都市中京区四条通寺町上る東大文字町302・303
ビル2Ｆ＆3Ｆ

A-break

アミュージアム茶屋町店
クラブセガ 東梅田
セガ 新三国アルゴ7
セガ 東大阪
セガワールド 松原
セガ ニトリモール 枚方
セガ ビバモール 寝屋川
セガワールド 枚方
セガワールド 布施
セガ 今福
セガ 難波アビオン
セガワールド アポロ
セガ あべのキューズモール
タイトーステーション 難波店
ハイテクランドセガ ミスト2
ハイテクランドセガ 西中島
プラサカプコン藤井寺店
アミパラ加古川店
クラブセガ 姫路OS
セガ つかしん
セガ ららぽーと 甲子園
セガ 神戸umie サウスモール
セガ フェニックスプラザ 摩耶
セガ 神戸umie モザイク
セガ コロワ甲子園
アミパラ橿原店
ユーズランド和歌山店
セガ 鳥取
セガワールド 米子
セガ 松江
you me CIRCUS（出雲店）
セガ 倉敷
セガ イオンモール 岡山
ユーズランド倉敷店
セガ 海田
セガワールド 宇品
セガ 尾道
セガワールド 福山
セガ LECT広島
セガ 広島本通

大阪府大阪市北区茶屋町15-34
大阪府大阪市北区堂山町9-28
大阪府豊中市神州町1-15アルゴセブンビル2階
大阪府東大阪市稲田新町3-9-64
大阪府堺市東区八下町3-10
大阪府枚方市北山1-2-1ニトリモール枚方2F
大阪府寝屋川市寝屋南2-22-2ビバモール寝屋川 モール棟2F
大阪府枚方市須山町83-1サンシャインプラザ枚方内
大阪府東大阪市長堂1-1-1ロンモール布施内
大阪府大阪市城東区今福東1-9-34
大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15MMOビル 1F・2F
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31アポロビル 3F

ぐるぐる倉庫 熊本本店
セガアミュプラザくまもと
セガワールド 高城

熊本県熊本市南高江７−９−３３
熊本県熊本市西区春日3-15-266F 618区画
大分県大分市牧1-161-8
大分県大分市公園通り西2-1パークプレイス大分2階
大分県中津市三光佐知1032イオンモール三光2階
宮崎県延岡市平原町5-1492-8
宮崎県宮崎市老松2-2-22アミュプラザみやざき うみ館
沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

http://www.a-cho.com/

https://www.amuseum.jp/store/79.html
https://tempo.gendasega.jp/am/higashiumeda
https://tempo.gendasega.jp/am/shinmikuni
https://tempo.gendasega.jp/am/higashioosaka
https://tempo.gendasega.jp/am/matsubara
https://tempo.gendasega.jp/am/hirakata_n
https://tempo.gendasega.jp/am/neyagawa
https://tempo.gendasega.jp/am/hirakata
https://tempo.gendasega.jp/am/fuse
https://tempo.gendasega.jp/am/imafuku
https://tempo.gendasega.jp/am/avion
https://tempo.gendasega.jp/am/apollo
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-6-1 あべのマーケットパーク キューズモール行 区画番号 332 セガあべのキューズモール https://tempo.gendasega.jp/am/abeno
大阪府大阪市中央区難波千日前15-12
https://www.taito.co.jp/store/00001910
大阪府大阪市北区梅田1-11-4駅前第4ビル B1F
https://tempo.gendasega.jp/am/misto2
大阪府大阪市淀川区西中島3-16-8深井センタービル
https://tempo.gendasega.jp/am/nishinakajima
大阪府藤井寺市岡 2 丁目 10 番 11 号イオン藤井寺ショッピングセンター内 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/cat/index.html
兵庫県加古川市尾上町今福７１−２
http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=18
兵庫県姫路市駅前町254姫路OSビル B1F
https://tempo.gendasega.jp/am/himeji-OS
兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1つかしん内
https://tempo.gendasega.jp/am/tsukashin
兵庫県西宮市甲子園八番町 1-100 ららぽーと甲子園 2050 ソニックタウン
https://tempo.gendasega.jp/am/koshien
兵庫県神戸市中央区東川崎1-7-2A-408
https://tempo.gendasega.jp/am/kobe-umie
6-1フェニックスプラザ１Ｆ
https://tempo.gendasega.jp/am/maya
兵庫県神戸市中央区東川崎町 1-6-1 神戸ハーバーランドｕｍｉｅＭＯＳＡＩＣ
https://tempo.gendasega.jp/am/kobe-mosaic
兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3コロワ甲子園
https://tempo.gendasega.jp/am/corowa
奈良県橿原市十市町1222-1 ツインゲート橿原1F
http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=15
和歌山県和歌山市中字楠谷573番地イオンモール和歌山2階 http://www.yous-am.com/wakayama.html
鳥取県鳥取市安長416
https://tempo.gendasega.jp/am/tottori
鳥取県米子市両三柳2778-2
https://tempo.gendasega.jp/am/yonago
島根県松江市嫁島町12-15
https://tempo.gendasega.jp/am/matsue
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_izumo/index.html
島根県出雲市大塚町650-1ゆめタウン出雲東館3階
岡山県倉敷市西中新田535-2
https://tempo.gendasega.jp/am/kurashiki
岡山県岡山市北区下岩井 1-2-1 イオンモール岡山内 6階6024-1区画 https://tempo.gendasega.jp/am/okayama
岡山県倉敷市水江一番地イオンモール倉敷2階
http://www.yous-am.com/kurashiki.html
広島県安芸郡海田町南大正町 3-35
https://tempo.gendasega.jp/am/kaita
広島県広島市南区宇品西3-4フタバ図書GIGA宇品店内
https://tempo.gendasega.jp/am/ujina
広島県尾道市新浜1-2-13
https://tempo.gendasega.jp/am/onomichi
広島県福山市瀬戸町山北300
https://tempo.gendasega.jp/am/fukuyama
広島県広島市西区扇2-1-45LECT2F
https://tempo.gendasega.jp/am/LECT_hiroshima
広島県広島市中区本通9-30ランドマークビル
https://tempo.gendasega.jp/am/Hondori
タイトーステーション フジグラン神辺店 広島県福山市神辺町大字新道上字 2-10-26 フジグラン神辺店 3F
https://www.taito.co.jp/store/00001860
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
https://www.taito.co.jp/store/00001938
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1-1ジアウトレット広島1F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/hiroshima/index.php
アミパラ下関店
山口県下関市長府才川1丁目42-48
http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=22
アミュージアム周南店
山口県下松市中央町21-3 ゆめタウン下松 3F
https://www.amuseum.jp/store/73.html
セガ小郡
山口県山口市小郡前田町3-6
https://tempo.gendasega.jp/am/ogori
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/you_me_park/index.html
you me PARK(徳山店)
山口県周南市青山町1-18ゆめタウン徳山2階
セガ 徳島 スエヒロボウル
徳島県徳島市南末広町4-95-2
https://tempo.gendasega.jp/am/tokushima
徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須81-1 フジグラン北島店
タイトーステーション
https://www.taito.co.jp/store/00001711
フジグラン北島店
2F
セガ 高松
香川県高松市勅使町535
https://tempo.gendasega.jp/am/takamatsu
56-1
https://tempo.gendasega.jp/am/marugame
セガ 丸亀
愛媛県新居浜市前田町8-8イオンモール新居浜2階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/niihama/index.html
プラサカプコン新居浜店
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
https://tempo.gendasega.jp/am/fujigrand
高知県高知市秦南町1-4-8イオンモール高知東館3階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kochi/
プラサカプコン高知店
セガアリーナ 中間
福岡県中間市上蓮花寺3-1-1
https://tempo.gendasega.jp/am/nakama
福岡県福岡市中央区天神2-7-6DADAビル
https://tempo.gendasega.jp/am/tenjin
セガ福岡天神
福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1リバーウォーク北九州4F
タイトーステーション
https://www.taito.co.jp/store/00001767
リバーウォーク店
5409
タイトーステーション サニーサイドモール小倉店
福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10-1
https://www.taito.co.jp/store/00002140
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 キャナルシティ博多4F
https://www.taito.co.jp/store/00001940
福岡県直方市湯野原2-1-1イオンモール直方2階
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/nogata/
プラザカプコン直方店
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モラージュ佐賀店2階
https://www.taito.co.jp/store/00002189
セガ 武雄
佐賀県武雄市武雄町大字富岡12517-1
https://tempo.gendasega.jp/am/saga-takeo
長崎県佐世保市大塔町18-15 イオン大塔様 北側
http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=27
アミパラ佐世保店
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
https://tempo.gendasega.jp/am/sunspa-omura
ハイテクセガ もみの木村
長崎県諫早市小川町90-1
https://tempo.gendasega.jp/am/mominokimura

プラサカプコン大分店
ユーズランド三光店
セガ 延岡

セガアミュプラザみやざき
クラブセガ 北谷

https://tempo.gendasega.jp/am/kumamoto/
https://tempo.gendasega.jp/am/takajo
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/oita/
http://www.yous-am.com/sankou.html
https://tempo.gendasega.jp/am/nobeoka
4F https://tempo.gendasega.jp/am/miyazaki/
https://tempo.gendasega.jp/am/chatan

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

