
地域 店舗名 郵便番号 住所

ディノスパーク音更店 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西15丁目2番地12ビックマートB棟

ディノスパーク上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜7丁目14番1号スーパーセンタートライアル上磯

ディノスパーク札幌手稲店 006-0811 北海道札幌市手稲区前田一条１１丁目

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

ディノスパーク伊達店 052-0021 北海道伊達市末永町６６番地１

ＢＩＧ  ＢＡＮＧ釧路 088-0622 北海道釧路郡釧路町木場２丁目－１

トライアル厚別店 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｼﾃｨ 004-0064 北海道札幌市厚別区厚別西四条2-8-4

ゲームランド新さっぽろ店 004-8577 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目7番　イオンカテプリ新さっぽろ　3階

キャッツアイ　新札幌店 004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東5条1丁目1-10

キャッツアイ　手稲店 006-0813 北海道札幌市手稲区前田3条10丁目2-21

キャッツアイ　清田店 004-0841 北海道札幌市清田区清田1条1丁目20-1

わいわいランド帯広店 063-0812 北海道札幌市西区琴似2条1-4-1イトーヨーカドー琴似店内　3Ｆ

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 

ディノスパーク札幌中央店 060-0063 北海道札幌市中央区南三条西１丁目８番地

ディノスパークノルベサ店 060-0063 北海道札幌市中央区南三条西５丁目１番地１

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

キャッツアイ　東苗穂店 007-0806 北海道札幌市東区東苗穂6条2丁目1-25

Ario札幌店　キッズパーク 065-8518 北海道札幌市東区北7条東9丁目2-20

キャッツアイ　新川店 001-0922 北海道札幌市北区新川2条7丁目1-7

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ屯田 ｸﾞﾙｸﾞﾙ 002-0858 北海道札幌市北区屯田八条３丁目5-1

ＢＩＧ  ＢＡＮＧ室蘭 050-0075 北海道室蘭市中島本町２－８－１

イオン室蘭 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾗﾝﾄﾞ 050-0083 北海道室蘭市東町２－４－３２イ

ディノスパーク帯広稲田店 080-0831 北海道帯広市稲田町南八線西１２番地１スズランボウル内

ＢＩＧ  ＢＡＮＧ函館 040-0015 北海道函館市梁川町９－３

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

ゲームランド盛岡店 020-0148 岩手県盛岡市前潟4-7-1 イオンモール盛岡2F

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 

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

プラサカプコン石巻店 986-0866 宮城県石巻市茜平4丁目104番地 イオン石巻ショッピングセンター2F

GAMEBANK　仙台泉店 981-3137 宮城県仙台市泉区大沢2-5-4

ゲームランド佐沼店 987-0443 宮城県登米市南方町新島前46-1 イオンタウン佐沼ショッピングセンター内1F

スーパーノバ天童店 994-0049 山形県天童市南町1丁目5番26号 ららパーク内

ソユーゲームフィールド 天童店 994-0000 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内34街区 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

ソユープレイランドソピア いとく鹿角店 018-5201 秋田県鹿角市花輪字下夕町164-1　いとく鹿角ショッピングセンター内

ソユープレイランドソピア　いとくアクロス能代店 016-0188 秋田県能代市字寺向70番地　いとくアクロス能代店内

ソユープレイランドソピア　ラッキー十文字店 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

G3ポロス横手南店 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2階

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

R-BOXアルヴェ店 010-0002 秋田県秋田市東通仲町４−１ 

プラサカプコン大曲店 014-0033 秋田県大仙市和合字坪立177 イオン大曲 ショッピングセンター2F

リスチャイルド本荘店 015-0011 秋田県由利本荘市石脇字田中１３８番地

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

ユーズランド下田店 039-2112 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田1F

プレイランド 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

ソユープレイランドソピア 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

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

スーパーノバ会津インター店 965-0053 福島県会津若松市町北町大字上荒久田字宮下142

タイトーFステーション 郡山オリエントパーク店 963-0111 福島県郡山市安積町荒井字大久保35-1

タイトーアミューズメントシティ郡山店 963-0115 福島県郡山市南2-38　フレスポ郡山内

G3ポロス船引店 963-4312 福島県田村市船引町船引川代１０５

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

宝島　鹿嶋 314-0031  茨城県鹿嶋市宮中290-1ショッピングセンターチェリオ１F

ユーズランド水戸内原店 319-0305 茨城県水戸市中原町字西135ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原2F

ゲームパニックつくば 300-0850 茨城県土浦市中村東1-1-1　サンタスワールド内

プレビ劇場ＩＳＥＳＡＫＩ　 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方346-3  ｽﾏｰｸ伊勢崎店3Fﾌﾟﾚﾋﾞ劇場ISESAKIアミューズメント

宝島 桐生店 376-0044 群馬県桐生市永楽町5-10MEGAドン・キホーテ桐生店3F

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　高崎店 370-0846 群馬県高崎市下和田町5-3-8ﾒﾃﾞｨｱﾒｶﾞ高崎

ユーズランド高崎店 370-3521 群馬県高崎市棟高町1400番地ｲｵﾝﾓｰﾙ高崎2F

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

群馬レジャーランド藤岡店 375-0005 群馬県藤岡市中2002-1

ＡＭ　ＰＩＡ　川口 332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-16　イート川口ビル４階

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

ウエアハウス岩槻店 339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉3-3-63

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

キャラポート さいたま新都心店 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーン新都心西館1F

宝島　浦和美園 336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門3710イオンモール浦和美園2Ｆ

アミューズメントフィールド　バイヨン 356-0056 埼玉県ふじみ野市うれし野2-16-1 LCﾓｰﾙうれし野2F

プラサカプコン羽生店 348-0035 埼玉県羽生市川崎2丁目281番地3 イオンモール羽生ショッピングセンター内2F

ユーズランド　　越谷店 343-0828 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KAZE3F

ウエアハウス越谷店 343-0804 埼玉県越谷市南荻島841－1 

プレイランド 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

キャッツアイ　狭山店 350-1305 埼玉県狭山市入間川3141

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

ゲームパニック三郷 341-0050 埼玉県三郷市ピアラシティ1-1-200

ラウンドワンスタジアム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丁目1-1ららぽｰと新三郷 2階 20000番

クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ　ブリブリ　シネマスタジオ 344-0064 埼玉県春日部市南１丁目１－１　ララガーデン春日部　３階 

ゲームシティプラス川越店 350-0026 埼玉県川越市泉町1-1ｳﾆｸｽ南古谷ｼﾈﾏ棟1F

楽市楽座　イオンモール川口前川店 333-0842 埼玉県川口市前川1-1-11　ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川3F

スイーツファンタジー　パックン東松山店 355-0048 埼玉県東松山市あずま町四丁目3番地 ﾋﾟｵﾆｳｫｰｸ東松山店2F

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　フレスポ八潮店 340-0822 埼玉県八潮市大瀬一丁目1-3ﾌﾚｽﾎﾟ八潮3F

ソユーパイレーツキッズ 錦町店 335-0005 埼玉県蕨市錦町一丁目12番1号　イトーヨーカドー錦町店2F

SILK　HAT　本厚木 243-0018 神奈川県厚木市中町2-4-13　本厚木駅前ビル

ＡＭ　ＰＩＡ　大船 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24　大船駅前ビル1～3階

SILK　HAT　川崎ダイス 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町８番地　　ダイスビル　地下２階

ＡＭ　ＰＩＡ　川崎モアーズ 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町７番地　岡田屋モアーズ内１・２階

リヴィンよこすか ｷｯｽﾞﾊﾟｰｸ 238-0013 神奈川県横須賀市平成町３丁目21-4

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　港北ニュータウン店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1ﾉｰｽﾎﾟｰﾄ･ﾓｰﾙ6F

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

ＹＡＺ川崎店 212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉5-19-23 ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ川崎1F

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

ニコパニトリモール相模原 252-0331 神奈川県相模原市南区大野台6丁目1番1号ﾆﾄﾘﾓｰﾙ相模原3F

こころっこアリオ橋本店 252-0146 神奈川県相模原市緑区大山1-22  ｱﾘｵ橋本2F  235区画ｴﾌﾞﾘﾃﾞｲFUNﾊｳｽ

宝島　大和 242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-6-1イオンつきみ野店4F

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

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

ＡＭ　ＰＩＡ　津田沼 275-0016 千葉県習志野市津田沼1-2-1　十三ビル地下1階

ゲームランド千葉ニュータウン店 270-1392　 千葉県印西市中央北3丁目2番 イオンモール千葉ニュータウンモール棟3階

ゲームオット本八幡 272-0021 千葉県市川市八幡2-16-6八幡旗ﾋﾞﾙB1階

テクモピアロックダム公津の杜店 286-0048 千葉県成田市公津の杜4-5-3 成田ﾕｱｴﾙﾑ3F

ソユープレイランドソピア 幕張店 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目417-25　イトーヨーカドー幕張店2F

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

ラウンドワンスタジアム アリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田950-1

キャッツアイ　八千代店 276-0047 千葉県八千代市吉橋1851番地

ＧＡＭＥ　ＳＱＵＡＲＥ　茂原 297-0012 千葉県茂原市六ﾂ野八貫野 2785-1 ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

SILK　HAT　蒲田Ｍ２ 144-0052 東京都大田区蒲田7-6-3　プリンス会館

ＡＭ　ＰＩＡ　大森 143-0023 東京都大田区山王2-2-15

AM　St.Tropez　池袋 170-0013 東京都豊島区東池袋1-29　サントロペビル2階

SILK　HAT　八王子 192-0083 東京都八王子市旭町2-5　八王子ツインタワービルＡ館

アミュージアム豊洲店 135-8614　 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

ユーズランド日の出店 190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出店3F

あそんじゃ王国アリオ西新井店 123-0843 東京都足立区西新井栄町1-20-1　アリオ西新井店　3F

ウエアハウス入谷店 121-0836 東京都足立区入谷7-8-11

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

ＹＡＺワールド　八王子みなみ野店 192-0916 東京都八王子市みなみ野1丁目2−1 ｱｸﾛｽﾓｰﾙ八王子みなみ野 3F

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

NICOPA&nicogroundイーアス高尾店 193-0834 東京都八王子市東浅川町550-1イーアス高尾2F

ソユープレイランドソピア 南大沢店 192-0364 東京都八王子市南大沢二丁目28-1　イトーヨーカドー南大沢店3F

アミューズランドモナコ立川店 190-0023 東京都立川市柴崎町3-4-1ｶﾜｲﾔﾋﾞﾙ

テクモピアロックダム　インターパーク店 321-0114 栃木県宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ6-1-1FKDｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店2F

ファンタジーガルー宇都宮 321-0101 栃木県宇都宮市江曽島本町22-7ｱﾋﾟﾀ宇都宮店

テクモピアパルテロン宇都宮店 321-0962 栃木県宇都宮市今泉町237福田屋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ宇都宮店2F

ソユーブレーメンタウン 鳴海店 458-0844 愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山3番地9　アピタ鳴海店2F

Ｇ－ＳＱＵＡＲＥアピタ長久手店 480-1124 愛知県長久手市戸田谷901-1　アピタ長久手店B１F

Ｇ－ＳＱＵＡＲＥアピタ豊田元町店 471-0842 愛知県豊田市土橋町2丁目65番地　アピタ豊田元町店２F

ソユープレイランドソピア 安城店 446-0072 愛知県安城市住吉町三丁目1番8号　イトーヨーカドー安城店2F

プラサカプコン稲沢店 492-8601 愛知県稲沢市長野7丁目1-2 リーフウォーク稲沢 2Ｆ

にこぱウイングタウン岡崎店 444-0813 愛知県岡崎市羽根町小豆坂3番地ｳｲﾝｸﾞﾀｳﾝ岡崎2F

ＮＩＣＯＰＡ　岡崎店 444-0201 愛知県岡崎市上和田町南天白5-1岡崎ｴﾙｴﾙﾀｳﾝ2F

ビバーチ大府店 474-0053 愛知県大府市柊山町一丁目98番地　リソラ大府ショッピングテラス2階

楽市楽座　イオンモール扶桑店 480-0105 愛知県丹羽郡扶桑町南山名字高塚5番 イオンモール扶桑2F

ユーズランド東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町緒川申新田二区67-8ｲｵﾝﾓｰﾙ東浦2F

豊川メトロポリス 442-0824 愛知県豊川市下長山町上ｱﾗｲ41288

楽市街道　名古屋店 481-0045 愛知県北名古屋市中之郷字神明45番1

キングジョイ 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目３−３２

中川メトロポリス 454-0954 愛知県名古屋市中川区江松3-110

Ｇ－ＳＱＵＡＲＥラスパ御嵩店 505-0126 岐阜県可児郡御嵩町上恵土字西畑1052番1　ラスパ御嵩店２Ｆ

Ｇ－ＳＱＵＡＲＥアピタ岐阜店 500-8466 岐阜県岐阜市加納神明町6丁目1番地　アピタ岐阜店３F

Ｇ－ＥＸＰＲＥＳＳアピタ北方店 501-0438 岐阜県本巣郡北方町平成2-3　アピタ北方店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

アピナ上越インター店 942-0063 新潟県上越市下門前1661

DeKKY401ファミリーパーク 950-0973 新潟県新潟市中央区上近江4-12-20 Dekky401　2F

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

アミュージアム清水店 424-0942 静岡県静岡市清水区入船町13-15　エスパルスドリームプラザ3F

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

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ沼津店 410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-5

エーツー南瀬名店 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町2-5

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　フレスポ静岡店 424-0067 静岡県静岡市清水区鳥坂860

エーツー藤枝店 426-0027 静岡県藤枝市緑町1丁目6−5

Big Santa　津幡店 929-0342 石川県河北郡津幡町北中条1丁目1番地 アル・プラザ津幡2F

楽市楽座　イオンモール新小松店 923-8565 石川県小松市沖周辺土地区画整理事業区域内20街区　ｲｵﾝﾓｰﾙ新小松店2階　2026

ゲームゾーン　小松店 923-0036 石川県小松市平面町ｱ−69

アピナ伊那店 396-0021 長野県伊那市西町5093

アピナ塩尻店 399-0702 長野県塩尻市広丘野村1794-1

アピナ上田店 386-0041 長野県上田市秋和359-1 

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

アピナ長野村山店 381-0011 長野県長野市村山502-1

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　長野大通り店 380-0833 長野県長野市鶴賀権堂町1506ｰ3 長電権堂第2ﾋﾞﾙ  1F

ユーズランド高岡店 933-0813 富山県高岡市下伏間江383ｲｵﾝ高岡SC2F

ゲームスポット２０７　　鐘紡店 933-0856 富山県高岡市鐘紡町1655-3

マンガ倉庫　　富山店 939-8214 富山県富山市黒崎66

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

タカラ島　　亀岡店 621-0822 京都府亀岡市篠町野条上又11-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ亀岡3F

ゲームパニック京都 604-8035 京都府京都市中京区桜之町415番　ＭＯＶIX京都別館

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ京都二条店 604-8415 京都府京都市中京区西ﾉ京栂尾町107番地

楽市楽座　イオンモール京都桂川店 601-8601 京都府京都市南区久世高田町376-1　ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川店3階

Ｇ－ＳＱＵＡＲＥアピタ松坂三雲店 515-2121 三重県松阪市市場庄町1266番地の1　アピタ松坂三雲店２F

楽市楽座　イオンモール東員店 511-0255 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510-1　3F3008区画

ＹＡＺ　ＷＯＲＬＤ　四日市店 510-0883 三重県四日市市泊小柳町4-34

ＮＩＣＯＰＡ　四日市北店 510-8016 三重県四日市市富州原町2-40ｲｵﾝ四日市北店2F

NICOPA　イオン津店 514-0003 三重県津市桜橋３－４４６イオン津店２Ｆにこぱ       

アピナ鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4丁目20番1号ｲｵﾝﾀｳﾝ鈴鹿2階

買取倉庫　甲西店 520-3223 滋賀県湖南市夏見163−1

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

ゲームランド草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町300番地 イオンモール草津SC 3階

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

ゲームパニック堺 590-0901 大阪府堺市堺区築港八幡町堺浜1　エンタメ館

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

楽市楽座　イオンモール四條畷店 575-0001 大阪府四条畷市砂四丁目3番2号　ｲｵﾝﾓｰﾙ四條畷店3階3028

ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　ＦＩＥＬＤ　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1　3Ｆ　30060

宝島 日根野店 598-0021 大阪府泉佐野市日根野2496-1イオンモール日根野2F

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・シティ和幸ビル3F

楽市楽座　大阪ドームシティ店 550-0023 大阪府大阪市西区千代崎3丁目13番1　イオンモール大阪ドームシティ内401-1区画

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰｸ　ｲｵﾝモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 奈良県生駒市鹿畑町2501-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ奈良登美が丘 SC専門店街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

アミパラ 橿原店 634-0008 奈良県橿原市十市町1222-1 ツインゲート橿原1F

楽市楽座　イオンモール大和郡山店 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋741-333 ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山3F

アミパラ 垂水店 655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町字室山1400-18

テクモピアフォーレ伊丹店 664-0000 兵庫県伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹3F

メガコート 675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田351 ２Ｆゲームコーナー          

メガパレス 651-2143 兵庫県神戸市西区丸塚2丁目9-18 ２Ｆゲームコーナー      

楽市楽座　イオンモール神戸北店 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1　ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北3Ｆ

アミューズアイランド塚口店　 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2-1-1ﾀﾞｲｴｰ塚口店5階

きゃらんどスーパーシティ明石店 674-0095 兵庫県明石市二見町西二見駅前1-18 イトーヨーカドー明石店3F

ドナリアコット　岩出店 649-6215 和歌山県岩出市中迫塚本147ﾐﾚﾆｱｼﾃｨ岩出店2Fﾄﾞﾅﾘｱｺｯﾄ岩出店

レインボーランド和歌山店 640-8325 和歌山県和歌山市新生町7番20号 イズミヤ2Ｆ

アミパラ 松山店 790-0051 愛媛県松山市生石町655-1

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

ふぇすたらんど今治店 794-0062 愛媛県今治市馬越町４－８－１イオン今治店内

ふぇすたらんど 川之江店 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町1795−1

アミパラ 岡山店 700-0941 岡山県岡山市北区青江1丁目13-8

こころっこ岡南店 702-8056 岡山県岡山市南区築港新町１－１８ー５天満屋ハピータウン岡南店３階  

キッズプラザきゃらんど倉敷店 710-0813 岡山県倉敷市寿町12-2 アリオ倉敷2F

ふぇすたらんど倉敷マスカット店 701-0114 岡山県倉敷市松島字羽伏1163番地2ﾏﾙﾅｶ倉敷ﾏｽｶｯﾄ店別棟3F

ユーズランド倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江1番地ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷2F

あみぱらんど福山店 720-0032 広島県福山市三吉町南2-8-24 イトーヨーカドー様　北側

フタバ図書 アルティランド アルパーク北棟店 733-0863 広島県広島市西区草津南４－７－１アルパーク北棟２Ｆ

ソユーゲームフィールド 高松店 761-8012 香川県高松市香西本町1番地1　イオンモール高松2Ｆ

アミパラ 丸亀店 763-0086 香川県丸亀市飯野町西分字川縁甲584-1

ゆめﾀｳﾝ丸亀 BIG WAVE 763-0055 香川県丸亀市新田町１５０

ゆめﾀｳﾝ三豊 BIG WAVE 769-1506 香川県三豊市豊中町本山甲２２

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

ゆめｼﾃｨ 751-0869 山口県下関市伊倉新町３丁目1-1

アミュージアム周南店 744-0025 山口県下松市中央町21-3　THE MALL周南3F

ピノッキースパティオ山口店 753-0214 山口県山口市大内御堀1302-1 ゆめタウン山口2F

てくもぴあ柳井店　　 742-0036 山口県柳井市駅南1-11  ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ柳井ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰA棟

アミパラ 鳥取店 680-0904 鳥取県鳥取市晩稲348 イオンモール鳥取北2Ｆ

ビバーチ松江店 690-0001 島根県松江市東朝日町203番地1

ピノッキースパティオ浜田店 697-0052 島根県浜田市港町227-1　ゆめタウン浜田店3F

アミューズメントパフェパレパレ田宮店 770-0004 徳島県徳島市南田宮２－２－４６

ふぇすたらんど脇町店 779-3601 徳島県美馬市脇町拝原1711-1マルナカ脇町店2Fゲームコーナー

マンガ倉庫　　都城店 885-0006 宮崎県都城市吉尾町840ﾏﾝｶﾞ倉庫都城店内

パスカワールド宇土店 869-0400 熊本県宇土市善導寺町綾織95番地  宇土ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ内

フェスタ人吉店 868-0011 熊本県人吉市宝来町1307-1

マンガ倉庫　　八代店 866-0013 熊本県八代市沖町3989-1

大見商事テクノパーク谷山 891-0123 鹿児島県鹿児島市卸本町5-35N'S CITY ﾆｼﾑﾀ2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ジャングルパーク鹿児島店 890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎1-11-1

マンガ倉庫 大分わさだ店 870-1143 大分県大分市 田尻85-1

マンガ倉庫　　大分東店 870-0131 大分県大分市皆春内門604

ゆめﾀｳﾝ別府 BIG WAVE 874-0943 大分県別府市楠町３８２－６

ニコニコランド島原店 855-0802 長崎県島原市弁天町1-7080-1  ｲｵﾝ島原店2階ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

スペースタイム２５　サンリブ宗像店 811-4188 福岡県宗像市くりえいと1-5-1 ｻﾝﾘﾌﾞ宗像店2F

ゆめﾀｳﾝ行橋 BIG WAVE 824-0031 福岡県行橋市西宮市３丁目８－１

プラサカプコン直方店 822-0008 福岡県直方市湯野原2-1-1 イオンモール直方2F

楽市楽座　サンリブシティ小倉店 800-0255 福岡県北九州市小倉南区上葛原2-14-1 2F

近畿

九州

中四国

『すみっコぐらし 5周年A5クリアファイル とかげ』プレゼントキャンペーン開催店舗一覧
※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。

北海道

東北

関東

北陸東海


