おそ松さん おえかき松 ハート型缶バッジ
店舗名

住所

TEL

WEBサイト

◆インターネット
セガキャッチャーオンライン

https://segacatcher.com/

◆東北地方
セガワールド八戸Ｒ４５
セガワールド白河
セガ仙台コロナワールド
セガワールド石巻

青森県八戸市城下4-25-14
福島県白河市新高山1-1メガステージ白河内
宮城県仙台市宮城野区福室字田中前1-53-1
宮城県石巻市大街道東4-1-45

0178-43-7817
0248-24-4800
022-205-3673
0225-22-7552

http://tempo.sega.jp/am/hachinoheR45
http://tempo.sega.jp/am/shirakawa
http://tempo.sega.jp/am/sendai-korona/
http://tempo.sega.jp/am/ishinomaki

東京都千代田区外神田1-10-9
東京都千代田区外神田1-15-1第一半田ビル
東京都千代田区外神田1-11-11
東京都千代田区外神田1-10-9

03-5256-8123
03-3252-7528
03-5297-3601
03-3254-8406

http://tempo.sega.jp/am/akiba-1/
http://tempo.sega.jp/am/akiba-gigo
http://tempo.sega.jp/am/akiba-new
http://tempo.sega.jp/am/akiba-eki

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

03-5805-9850

http://tempo.sega.jp/am/tokyo-domecity/

ハイテクランドセガシブヤ
新宿スポーツランド本館
ＣＬＵＢＳＥＧＡ新宿西口
池袋ＧＩＧＯ
ＣＬＵＢＳＥＧＡ立川
セガワールドドリームファクトリー
パームトップス
ハイテクセガ千葉
ＣＬＵＢＳＥＧＡ幕張
ＣＬＵＢＳＥＧＡ稲毛オーツーパーク
ＡＧスクエア松戸店
セガららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ
ＡＧスクエア石岡店
セガワールド宇都宮
セガ所沢

東京都渋谷区渋谷1-14-14東口会館 1F
東京都新宿区新宿3-22-121F
東京都新宿区西新宿1-12-5
東京都豊島区東池袋1-21-1
東京都立川市柴崎町3-2-1サザンビル 1F
東京都武蔵村山市榎1丁目1-3-2059
神奈川県厚木市中町4-15-9
千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ビル
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
千葉県千葉市稲毛区園生町380-1オーツーパーク内
千葉県松戸市日暮1-1-1八柱駅第2ビル2階
千葉県船橋市浜町2-1-1北館1階 E122区画
茨城県石岡市東大橋中峯1976-1
栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7
埼玉県所沢市日吉町8-1

03-3409-4737
03-3352-5489
03-3349-0257
03-3981-6906
042-521-3050
042-561-1115
0462-23-7157
043-221-7845
043-273-5261
043-206-3933
047-392-4661
047-421-7358
0299-26-8336
028-633-6082
042-926-9009

http://tempo.sega.jp/am/HLS-shibuya
http://www.spolan.com/ssl-9/
http://tempo.sega.jp/am/nishiguchi
http://tempo.sega.jp/am/ikebukuro
http://tempo.sega.jp/am/tachikawa
http://tempo.sega.jp/am/dreamfactory
http://tempo.sega.jp/am/palmtops
http://tempo.sega.jp/am/chiba
http://tempo.sega.jp/am/makuhari
http://tempo.sega.jp/am/o2park
http://tempo.sega.jp/am/matsudo/
http://tempo.sega.jp/am/tokyo-bay/
http://tempo.sega.jp/am/ishioka/
http://tempo.sega.jp/am/utsunomiya
http://tempo.sega.jp/am/tokorozawa

静岡県駿東郡清水町玉川61-2サントムーン柿田川2Ｆ
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
静岡県掛川市細田248
愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121
愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2
愛知県知立市長篠町大山18-1ギャラリエアピタ1Ｆ
岐阜県関市倉知516番地
岐阜県大垣市林町6-80-21アクアウォーク大垣2F
福井県越前市新町3字13-4

0559-72-5430
054-252-3591
0537-23-9722
0532-66-1001
052-323-0121
0566-83-8266
0575-23-6617
0584-83-8981
0778-21-1675

http://tempo.sega.jp/am/suntomoon
http://tempo.sega.jp/am/shizuoka
http://tempo.sega.jp/am/kakegawa/
http://tempo.sega.jp/am/imure
http://tempo.sega.jp/am/kanayama
http://tempo.sega.jp/am/chiryu
http://tempo.sega.jp/am/seki
http://tempo.sega.jp/am/ohgaki
http://tempo.sega.jp/am/takefu

セガワールド草津

滋賀県草津市西渋川1-23-23
ＡーＳＱＵＡＲＥ ＳＡＲＡ新棟2F

077-561-6577

http://tempo.sega.jp/am/kusatsu

ＣＬＵＢＳＥＧＡ東梅田
セガ難波アビオン
セガワールド布施
セガワールドつかしん

大阪府大阪市北区堂山町9-28
大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15MMOビル 1F・2F
大阪府東大阪市長堂1-1-1ロンモール布施内
兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1つかしん内

06-6365-5955
06-6645-7692
06-6783-6999
06-6420-3621

http://tempo.sega.jp/am/higashiumeda
http://tempo.sega.jp/am/avion
http://tempo.sega.jp/am/fuse
http://tempo.sega.jp/am/tsukashin

岡山ジョイポリス

岡山県岡山市北区下石井2-10-1

086-232-8790

http://tempo.sega.jp/am/okayama-jp

セガイオンモール岡山
（アミューズメント）

岡山県岡山市北区下岩井1丁目2番1号6階

086-227-7681

http://tempo.sega.jp/am/okayama/

セガワールド倉敷
ＡＧスクエア小郡店

岡山県倉敷市西中新田535-2
山口県山口市小郡前田町3-6

086-434-9300
083-974-5231

http://tempo.sega.jp/am/kurashiki
http://tempo.sega.jp/am/ogori/

徳島県徳島市南末広町4-95-2
高知県高知市朝倉東町52-15フジグラン高知 3F

088-654-1550
088-844-8551

https://tempo.sega.jp/am/tokushima/
http://tempo.sega.jp/am/fujigrand

◆関東地方
セガ秋葉原
セガ 秋葉原
セガ 秋葉原
セガ 秋葉原

1号館
2号館
3号館
4号館

◆中部地方
セガワールドサントムーン
セガワールド静岡
ＡＧスクエア掛川店
セガワールド飯村
ＣＬＵＢＳＥＧＡ金山
セガワールド知立
セガマーゴ関
セガワールドアクアウォーク大垣
セガワールド武生

◆近畿地方

◆中国地方

◆四国地方
セガ徳島スエヒロボウル
セガワールドフジグラン

おそ松さん おえかき松 A４タペストリー
店舗名

住所

TEL

HP

福島県白河市新高山1-1メガステージ白河内
宮城県仙台市宮城野区福室字田中前1-53-1
宮城県石巻市大街道東4-1-45

0248-24-4800
022-205-3673
0225-22-7552

http://tempo.sega.jp/am/shirakawa
http://tempo.sega.jp/am/sendai-korona/
http://tempo.sega.jp/am/ishinomaki

青森県八戸市城下4-25-14

0178-43-7817

http://tempo.sega.jp/am/hachinoheR45

東京都千代田区外神田1-10-9
東京都千代田区外神田1-15-1第一半田ビル
東京都千代田区外神田1-11-11
東京都千代田区外神田1-10-9

03-5256-8123
03-3252-7528
03-5297-3601
03-3254-8406

http://tempo.sega.jp/am/akiba-1/
http://tempo.sega.jp/am/akiba-gigo
http://tempo.sega.jp/am/akiba-new
http://tempo.sega.jp/am/akiba-eki

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

03-5805-9850

http://tempo.sega.jp/am/tokyo-domecity/

ハイテクランドセガシブヤ
新宿スポーツランド本館
ＣＬＵＢＳＥＧＡ新宿西口
池袋ＧＩＧＯ
ＣＬＵＢＳＥＧＡ立川
セガワールドドリームファクトリー
パームトップス
ハイテクセガ千葉
ＣＬＵＢＳＥＧＡ幕張
ＣＬＵＢＳＥＧＡ稲毛オーツーパーク
ＡＧスクエア松戸店
セガららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ
ＡＧスクエア石岡店
セガワールド宇都宮
セガ所沢

東京都渋谷区渋谷1-14-14東口会館 1F
東京都新宿区新宿3-22-121F
東京都新宿区西新宿1-12-5
東京都豊島区東池袋1-21-1
東京都立川市柴崎町3-2-1サザンビル 1F
東京都武蔵村山市榎1丁目1-3-2059
神奈川県厚木市中町4-15-9
千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ビル
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
千葉県千葉市稲毛区園生町380-1オーツーパーク内
千葉県松戸市日暮1-1-1八柱駅第2ビル2階
千葉県船橋市浜町2-1-1北館1階 E122区画
茨城県石岡市東大橋中峯1976-1
栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7
埼玉県所沢市日吉町8-1

03-3409-4737
03-3352-5489
03-3349-0257
03-3981-6906
042-521-3050
042-561-1115
0462-23-7157
043-221-7845
043-273-5261
043-206-3933
047-392-4661
047-421-7358
0299-26-8336
028-633-6082
042-926-9009

http://tempo.sega.jp/am/HLS-shibuya
http://www.spolan.com/ssl-9/
http://tempo.sega.jp/am/nishiguchi
http://tempo.sega.jp/am/ikebukuro
http://tempo.sega.jp/am/tachikawa
http://tempo.sega.jp/am/dreamfactory
http://tempo.sega.jp/am/palmtops
http://tempo.sega.jp/am/chiba
http://tempo.sega.jp/am/makuhari
http://tempo.sega.jp/am/o2park
http://tempo.sega.jp/am/matsudo/
http://tempo.sega.jp/am/tokyo-bay/
http://tempo.sega.jp/am/ishioka/
http://tempo.sega.jp/am/utsunomiya
http://tempo.sega.jp/am/tokorozawa

静岡県駿東郡清水町玉川61-2サントムーン柿田川2Ｆ
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
静岡県掛川市細田248
愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121
愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2
愛知県知立市長篠町大山18-1ギャラリエアピタ1Ｆ
岐阜県関市倉知516番地
岐阜県大垣市林町6-80-21アクアウォーク大垣2F
福井県越前市新町3字13-4

0559-72-5430
054-252-3591
0537-23-9722
0532-66-1001
052-323-0121
0566-83-8266
0575-23-6617
0584-83-8981
0778-21-1675

http://tempo.sega.jp/am/suntomoon
http://tempo.sega.jp/am/shizuoka
http://tempo.sega.jp/am/kakegawa/
http://tempo.sega.jp/am/imure
http://tempo.sega.jp/am/kanayama
http://tempo.sega.jp/am/chiryu
http://tempo.sega.jp/am/seki
http://tempo.sega.jp/am/ohgaki
http://tempo.sega.jp/am/takefu

セガワールド草津

滋賀県草津市西渋川1-23-23
ＡーＳＱＵＡＲＥ ＳＡＲＡ新棟2F

077-561-6577

http://tempo.sega.jp/am/kusatsu

ＣＬＵＢＳＥＧＡ東梅田
セガ難波アビオン
セガワールド布施
セガワールドつかしん

大阪府大阪市北区堂山町9-28
大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15MMOビル 1F・2F
大阪府東大阪市長堂1-1-1ロンモール布施内
兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1つかしん内

06-6365-5955
06-6645-7692
06-6783-6999
06-6420-3621

http://tempo.sega.jp/am/higashiumeda
http://tempo.sega.jp/am/avion
http://tempo.sega.jp/am/fuse
http://tempo.sega.jp/am/tsukashin

岡山ジョイポリス

岡山県岡山市北区下石井2-10-1

086-232-8790

http://tempo.sega.jp/am/okayama-jp

セガイオンモール岡山
（アミューズメント）

岡山県岡山市北区下岩井1丁目2番1号6階

086-227-7681

http://tempo.sega.jp/am/okayama/

セガワールド倉敷
ＡＧスクエア小郡店

岡山県倉敷市西中新田535-2
山口県山口市小郡前田町3-6

086-434-9300
083-974-5231

http://tempo.sega.jp/am/kurashiki
http://tempo.sega.jp/am/ogori/

徳島県徳島市南末広町4-95-2
高知県高知市朝倉東町52-15フジグラン高知 3F

088-654-1550
088-844-8551

https://tempo.sega.jp/am/tokushima/
http://tempo.sega.jp/am/fujigrand

◆インターネット
セガキャッチャーオンライン
セガワールド白河
セガ仙台コロナワールド
セガワールド石巻

◆東北地方
セガワールド八戸Ｒ４５

◆関東地方
セガ秋葉原
セガ 秋葉原
セガ 秋葉原
セガ 秋葉原

1号館
2号館
3号館
4号館

◆中部地方
セガワールドサントムーン
セガワールド静岡
ＡＧスクエア掛川店
セガワールド飯村
ＣＬＵＢＳＥＧＡ金山
セガワールド知立
セガマーゴ関
セガワールドアクアウォーク大垣
セガワールド武生

◆近畿地方

◆中国地方

◆四国地方
セガ徳島スエヒロボウル
セガワールドフジグラン

