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ソユーゲームフィールド 苗穂店 007-0802 北海道札幌市東区東苗穂2条三丁目1番1号　イオンモール札幌苗穂2F

ソユーゲームフィールド 発寒店 063-0828 北海道札幌市西区発寒8条12丁目1番1号　イオンモール札幌発寒3F 

ソユーゲームフィールド 旭川駅前店 070-0030 北海道旭川市宮下通7丁目2番5号　イオンモール旭川駅前4F

ソユーゲームフィールド旭川西店 070-0823 北海道旭川市緑町二十三丁目2161番地3　イオンモール旭川西3F

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一丁目1番地1号　イオンモール秋田2F

ソユーゲームフィールド能代店 016-0121 秋田県能代市鰄渕字古屋布1番　イオンタウン能代内

ゲームフィールド十文字店 019-0505 秋田県横手市十文字町仁井田字東22-1　スーパーモールラッキー内

ソユーゲームフィールド 盛岡南店 020-0866 岩手県盛岡市本宮七丁目1番1号　イオンモール盛岡南1F 

セガ水沢 023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字鐙田4-1

アミューズメントゾーン 北上店 024-0094 岩手県北上市本通り二丁目2-1　さくら野百貨店北上店4F

ソユーファミリーゲームフィールド 花巻店 025-0016 岩手県花巻市高木第16地割68番地6 銀河モール花巻内

ソユーゲームフィールド 釜石店 026-0011 岩手県釜石市港町二丁目1番1号　イオンタウン釜石店3Ｆ

ソユーゲームフィールド 青森店 030-0843 青森県青森市浜田一丁目14番地1　イトーヨーカドー青森店2F

ソユーゲームフィールド 八戸店 031-0071 青森県八戸市沼館四丁目7番112号　八戸ピアドゥB棟2F

スペースファンタジーインフィニ 036-8092 青森県弘前市城東北三丁目10番地1　さくら野百貨店弘前店4F

ソユーエンターテイメントスタジオ 須賀川店 962-0803 福島県須賀川市古河105番地　イオンタウン須賀川B棟内

ソユーゲームフィールドいわき小名浜店 971-8555 福島県いわき市小名浜字辰巳町79番地　イオンモールいわき小名浜3階　

GiGO仙台 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-5-5三経60ビル

ゲームフィールド　仙台長町店 982-0011 宮城県仙台市太白区長町7丁目20番3号　ザ・モール仙台長町店3Ｆ

SOYU　Game　Field　古川店 989-6232 宮城県大崎市古川沢田字筒場浦１５番地　イオンタウン古川内

ソユーゲームフィールド 天童店 994-0082 山形県天童市芳賀タウン北四丁目1番1号 イオンモール天童2階　

ソユーゲームフィールド 三川店 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128番地1　イオンモール三川1F

ソユーザウルスワールド 大森店 143-0016 東京都大田区大森北二丁目13-1 イトーヨーカドー大森店3Ｆ

ハイテクランドセガ渋谷 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-14-14 EST 1F

GiGO新宿歌舞伎町 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-21-1　第二東亜会館

新宿スポーツランド本館 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-12 サンパーク本館1F

GiGO新宿西口 160-0023 東京都新宿区西新宿1-12-5

GiGO池袋3号館 170-0013 東京都豊島区東池袋1-1-4

GiGO池袋1号館 170-0013 東京都豊島区東池袋1-22-12

GiGO立川 190-0023 東京都立川市柴崎町3-2-1 サザンビル1F

ソユープレイランドソピア 八王子店 193-0941 東京都八王子市狭間町1462-1　イトーヨーカドー八王子店3F

セガ町田 194-0013 東京都町田市原町田6-13-17　アーバンミサワビルB1F

セガイオンモールむさし村山 208-0022 東京都武蔵村山市榎1-1-3 イオンモールむさし村山2F

ファミリーファーム 川崎ルフロン店 210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 川崎ルフロン　6階

プレイランド 川崎店 210-0843 神奈川県川崎市川崎区小田栄二丁目2-1　イトーヨーカドー川崎店3F

SOYU　Game　Field　横浜店 220-0011 神奈川県横浜市西区高島2丁目19番12号　マルイシティ横浜8F

SOYU　Game　Field　上大岡店 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目18番3号 ミオカリスト館6階

クラブセガ新杉田 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田1-1-1 らびすた新杉田2F

プレイランド 大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間一丁目3-1　イトーヨーカドー大和鶴間店3F

セガ海老名 243-0432 神奈川県海老名市中央1-4-31 海老名プラザビル1F

ソユーゲームフィールド 湘南店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町四丁目1番1号　湘南モールFILL2F

ソユーゲームフィールド千城台店 264-0005 千葉県千葉市若葉区千城台北3丁目21-1 イコアス千城台 3F

セガららぽーとTOKYO-BAY 273-8530 千葉県船橋市浜町2-1-1 北館1F E122区画

ソユーゲームフィールド 木更津店 292-0835 千葉県木更津市築地1番4　イオンモール木更津２Ｆ

ソユートイズニューヨーク 守谷店 302-0110 茨城県守谷市百合ヶ丘三丁目249番1　イオンタウン守谷2F

セガ水戸 310-0015 茨城県水戸市宮町1-7-44 コムボックス310

ソユーゲームフィールド 川口店 332-0033 埼玉県川口市並木元町1番79号　アリオ川口3F

セガイオンモール川口 333-0834 埼玉県川口市大字安行領根岸3180番地　イオンモール川口2F

セガ与野 338-0004 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

ソユーゲームフィールド菖蒲店 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1　モラージュ菖蒲3F

セガららぽーと富士見 354-8560 埼玉県富士見市山室1-1313 ららぽーと富士見3F 3520区画

ソユーゲームフィールド 熊谷店 360-0032 埼玉県熊谷市銀座二丁目245番地　ショッピングセンターニットーモール4F

セガスマーク伊勢崎 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方町368 スマーク伊勢崎3F 302区画

ソユーゲームフィールド 長野三輪店 380-0803 長野県長野市三輪九丁目43番24号　イオンタウン長野三輪2F

セガサントムーン柿田川 411-0902 静岡県駿東郡清水町玉川61-2 サントムーン柿田川2F

セガ静岡 420-0035 静岡県静岡市葵区七間町4

ソユー竜宮タウン 静岡店 422-8042 静岡県静岡市駿河区石田一丁目5番1号　アピタ静岡SC2F

セガ飯村 440-0833 愛知県豊橋市飯村町字西山25-121

GiGOmozoワンダーシティ 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40 mozo ワンダーシティ4F

GiGOマーケットスクエアささしま 453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60番地14号

GiGO金山 456-0001 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

ファミリーファーム　赤池店 470-0126 愛知県日進市赤池町箕ノ手1番　PRIMETREE AKAIKE 3F

セガプライムツリー赤池 470-0126 愛知県日進市赤池町箕ノ手1番（311区画）

セガイオンモール木曽川 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25-1　イオンモール木曽川3F

セガワールドアクアウォーク大垣 503-0015 岐阜県大垣市林町6-80-21 アクアウォーク大垣2F

セガイオンモール高岡 933-0813 富山県高岡市下伏間江383 イオンモール高岡西館2F

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

ゲームフィールド 守山店 524-0101 滋賀県守山市今浜町2620-5　ピエリ守山店1F

セガワールドアポロ 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 アポロビル3F

セガあべのキューズモール 545-0052 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3F

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・シティビル3F

GiGO難波アビオン 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15 MMOビル1F･2F

ソユーゲームフィールド　みのおキューズモール店 562-0034 大阪府箕面市西宿一丁目15番30号　みのおキューズモール　CENTER棟2階

ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　ＦＩＥＬＤ　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1　3Ｆ

ソユーゲームフィールド 泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3番地の12　イオンモールりんくう泉南2階

ソユーゲームフィールド　堺鉄砲町店 590-0905 大阪府堺市堺区鉄砲町１番地　イオンモール堺鉄砲町3F

プレイランド 京都店 615-0072 京都府京都市右京区山ノ内池尻町1-1　京都ファミリー3Ｆ

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七丁目20番1　イオンモール橿原3F

セガ神戸umieサウスモール 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-2

セガあまがさきキューズモール 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-3-1ココエあまがさき内4F

セガイオンモール岡山 700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-2-1 イオンモール岡山内6F 6024-1区画

ソユーファミリーゲームフィールド 防府店 747-0823 山口県防府市鐘紡町7番1号　イオンタウン防府1F

ソユーフォレストハンター 松前店 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850番地　エミフルMASAKI AM棟1F

GiGO福岡天神 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-7-6 DADAビル1～3F

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

セガアミュプラザくまもと 860-0047 熊本県熊本市西区春日三丁目15番26号 6F 618区画

セガアミュプラザみやざき 880-0801 宮崎県宮崎市老松2丁目2番22号アミュプラザみやざき　うみ館　4F　0401区画

沖縄 クラブセガ北谷 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

九州

GiGO・セガ・ソユーのお店限定！
『千銃士:Rhodoknight ぬいぐるみ』　導入店一覧

※新型コロナウィルスの影響により、アミューズメント施設については一部臨時休業や営業制限等行われている場合がございます。
※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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