『サメーズ マスコットキーチェーン』 導入店一覧
※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。
地域

北海道

東北

関東

北陸東海

近畿

店舗名

沖縄

住所

070-0823

北海道旭川市緑町23-2161-3ｲｵﾝ旭川西店2階

モーリーファンタジー釧路店

088-0621

北海道釧路郡釧路町桂木1-1-7ｲｵﾝ釧路店2階

モーリーファンタジー札幌発寒店

063-0828

北海道札幌市西区発寒8条12丁目1-1 ｲｵﾝ札幌発寒店3階

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 ｽｽﾞﾗﾝﾎﾞｳﾙ内

パロ滝川店

073-0024

北海道滝川市東町2丁目29-1

パロ苫小牧店

053-0814

北海道苫小牧市糸井135-1 ﾄﾗｲｱﾙG棟

モーリーファンタジー苫小牧店

053-0053

北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝ苫小牧店2階

らんらんらんど中標津店

086-1146

北海道標津郡中標津町南町3番地10

らんらんらんど上磯店

049-0111

北海道北斗市七重浜4-44-1

パロ網走店

093-0033

北海道網走市駒場北5丁目83番地

パロ久慈店

028-0041

岩手県久慈市長内町第30地割32-2

らん２らんど盛岡南店

020-0836

岩手県盛岡市津志田西2丁目17-50

チャットタウン北上店

024-0072

岩手県北上市北鬼柳19-71ﾊﾟﾙｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

モーリーファンタジー気仙沼店

988-0101

宮城県気仙沼市字赤岩舘下6-1外ｲｵﾝ気仙沼店2階

モーリーファンタジー石巻店

986-0861

宮城県石巻市蛇田字新金沼170番地ｲｵﾝ石巻店2階

パロ五所川原店

037-0004

青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻641番1

らんらんらんど三沢店

033-0037

青森県三沢市松園町3-10-1

モーリーファンタジー下田店

039-2112

青森県上北郡おいらせ町中野平40-1ｲｵﾝ下田店2階

モーリーファンタジー郡山フェスタ店

963-0534

福島県郡山市日和田町字小原1ｲｵﾝ郡山ﾌｪｽﾀ店1階

モーリーファンタジー下妻店

304-0033

茨城県下妻市堀籠972-1ｲｵﾝ下妻店2階

モーリーファンタジー水戸内原店

319-0305

茨城県水戸市中原町字西135番地ｲｵﾝ水戸内原店3階

らんらんらんど倉賀野店

370-1201

群馬県高崎市倉賀野町4691-1

モーリーファンタジー高崎店

370-3521

群馬県高崎市棟高町1400番地ｲｵﾝ高崎店3階

モーリーファンタジー太田店

373-0808

群馬県太田市石原町81番地ｲｵﾝ太田店2階

モーリーファンタジー浦和美園店

336-0963

埼玉県さいたま市緑区大門3710ｲｵﾝ浦和美園店3階

パロ埼玉大井店

356-0044

埼玉県ふじみ野市西鶴ｹ岡1丁目3番15号

モーリーファンタジー羽生店

348-0039

埼玉県羽生市川崎2丁目281番地3ｲｵﾝ羽生店3階

モーリーファンタジーイオンレイクタウン店

343-0828

埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ3丁目1番地1 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝ

ユーズランド

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

モーリーファンタジー北戸田店

335-0032

埼玉県戸田市美女木東1-3-1ｲｵﾝ北戸田店2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

らんらんらんど川口店

332-0012

埼玉県川口市本町2-7-25

わんぱくキッズランドライフ毛呂山店

350-0441

埼玉県入間郡毛呂山町大字岩井字宮下2621-1ﾗｲﾌ毛呂山店2F

パロ横須賀店

238-0041

神奈川県横須賀市本町2-1-12

カーニバルハウス

236-0006

神奈川県横浜市金沢区八景島 横浜･八景島ｼｰﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ

横浜みなとみらい万葉の湯 ８Ｆお祭り広場

231-0001

神奈川県横浜市中区新港2-7-1

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

ファンファン本厚木

243-0018

神奈川県厚木市中町2-1-6

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

モーリーファンタジー大和鶴間店

242-0001

神奈川県大和市下鶴間一丁目2番1号ｲｵﾝ大和鶴間店3階

ゲームファンファン藤沢 新館

251-0025

神奈川県藤沢市鵠沼石上1-3-8

ティックタックワールド鴨川店

296-0001

千葉県鴨川市横渚973-1ﾌﾛｰﾚ鴨川4F

パロ市川店

272-0015

千葉県市川市鬼高1-1-1ﾆｯｹｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ2F

らんらんらんど南行徳店

272-0138

千葉県市川市南行徳2-20-25

モーリーファンタジー津田沼店

275-0016

千葉県習志野市津田沼1丁目23番1号ｲｵﾝ津田沼店3階

東京ガリバー松戸店

271-0092

千葉県松戸市松戸1230-1 ﾋﾟｱｻﾞ松戸 1F

ラッキー中央店フェリシダ

260-0015

千葉県千葉市中央区富士見町2-41487

らんらんらんど千葉長沼店

263-0005

千葉市稲毛区長沼町330-50

アドアーズ渋谷店

150-0042

東京都渋谷区宇田川町13-11 KN渋谷1ﾋﾞﾙ1~4階

セガ 秋葉原 １号館

101-0021

東京都千代田区外神田1-10-9

タイトーステーション秋葉原店

101-0021

東京都千代田区外神田4-2-2貴三ﾋﾞﾙ

パロ聖蹟桜ヶ丘店

206-0011

東京都多摩市関戸4-72

モーリーファンタジー東久留米店

203-0023

東京都東久留米市南沢5丁目17ｲｵﾝ東久留米店3F

モーリーファンタジー多摩平の森店

191-0062

東京都日野市多摩平2丁目4番1ｲｵﾝﾓｰﾙ多摩平の森店3F

らんらんらんど成増店

175-0094

東京都板橋区成増2-21-2

モーリーファンタジー板橋店

175-0083

東京都板橋区徳丸2丁目6番地1ｲｵﾝ板橋店3階

モーリーファンタジーむさし村山店

208-0022

東京都武蔵村山市榎1丁目1番3号ｲｵﾝむさし村山店3階

アドアーズサンシャイン店

170-0013

東京都豊島区東池袋1-14-4 ｼﾈﾏｻﾝｼｬｲﾝ 1~3階

ＡＭ Ｓｔ．Ｔｒｏｐｅｚ 池袋

170-0013

東京都豊島区東池袋1-29ｻﾝﾄﾛﾍﾟﾋﾞﾙ2F

インターパークプラスワン宇都宮

321-0123

栃木県宇都宮市東谷町字立野885

らんらんらんど宇都宮店

320-0865

栃木県宇都宮市睦町5-5

パロ石橋店

329-0502

栃木県下野市下古山3362-1

モーリーファンタジー那須塩原店

329-3152

栃木県那須塩原市島方455ｲｵﾝ那須塩原SCｲｵﾝSC那須塩原店1F

ハローズガーデン 鈴鹿店

513-0816

三重県鈴鹿市南玉垣町3628 ｱﾋﾟﾀ鈴鹿店2F

モーリーファンタジー三好店

470-0224

愛知県みよし市三好町青木91番地ｲｵﾝ三好店2階

モーリーファンタジー豊橋南店

441-8124

愛知県豊橋市野依町字落合1-12ｲｵﾝ豊橋南店2階

モーリーファンタジー・ｆ新瑞橋店

457-0012

愛知県名古屋市南区菊住1丁目7-10 ｲｵﾝﾓｰﾙ新瑞橋店3

モーリーファンタジー各務原店

504-0943

岐阜県各務原市那加萱場町3-8ｲｵﾝﾓｰﾙ各務原店3階

モーリーファンタジー岐阜店

502-0857

岐阜県岐阜市正木中1-2-1ﾏｰｻ21 北館 3Fｲｵﾝ

モーリーファンタジーｆ新潟南店

950-0145

新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号ｲｵﾝﾓｰﾙ新潟南

モーリーファンタジー新潟南店

950-0145

新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号ｲｵﾝﾓｰﾙ新潟南

モーリーファンタジー浜松志都呂店

432-8066

静岡県浜松市西区志都呂町2丁目37番1号 ｲｵﾝ浜松志都呂店

モーリーファンタジー浜松市野店

435-0052

静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3ｲｵﾝ浜松市野店2階

楽市楽座 サンストリート浜北店

434-0041

静岡県浜松市浜北区平口2861ｻﾝｽﾄﾘｰﾄ浜北内M-207

モーリーファンタジーｆ富士南店

416-0934

静岡県富士市鮫島118-10ｲｵﾝﾀｳﾝ富士南店2階

モーリーファンタジーｆ御経塚店

921-8801

石川県野々市市御経塚2丁目91番地 ｲｵﾝ御経塚店1階

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

モーリーファンタジー高岡南店

933-0813

富山県高岡市下伏間江383ｲｵﾝ高岡南店2階

アピナ富山南店

939-8072

富山県富山市堀川町355-3ﾏｲﾌﾟﾗｻﾞ内

モーリーファンタジー久御山店

613-0024

京都府久世郡久御山町森南大内156-1ｲｵﾝ久御山店2階

モーリーファンタジー京都桂川店

601-8211

京都府京都市南区久世高田町376番1 ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川店

レインボーランド伏見店

612-0088

京都府京都市伏見区深草出羽屋敷町23番地 ｲｽﾞﾐﾔ伏見店3階

レインボーランド長岡店

617-0826

京都府長岡京市開田4丁目7番1号 ｲｽﾞﾐﾔ長岡店2階

レインボーランド八幡店

614-8043

京都府八幡市八幡一ﾉ坪23-1 ｲｽﾞﾐﾔ八幡店店内

モーリーファンタジー高の原店

619-0223

京都府木津川市相楽台1-1-1ｲｵﾝ高の原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ

モーリーファンタジー桑名店

511-0863

三重県桑名市新西方1丁目22番地ｲｵﾝ桑名ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ

モーリーファンタジーｆ茨木店

567-0033

大阪府茨木市松ｹ本町8-30-5ｲｵﾝ茨木ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ

モーリーファンタジー堺鉄砲町店

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3階

レインボーランド泉北店

599-8276

大阪府堺市中区小阪270 ｲｽﾞﾐﾔ泉北店2階

モーリーファンタジー堺北花田店

591-8008

大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12ｲｵﾝ堺北花田店2階

モーリーファンタジー 四條畷店

575-0001

大阪府四條畷市砂四丁目3番2号ｲｵﾝﾓｰﾙ四条畷店3F0

モーリーファンタジー大日店

570-0016

大阪府守口市大日東町1番18号ｲｵﾝ大日店2階

レインボーランド寝屋川店

572-0837

大阪府寝屋川市早子町23番1-104号 ｲｽﾞﾐﾔ寝屋川店5階

モーリーファンタジーりんくう泉南店

590-0535

大阪府泉南市りんくう南浜3-1ｲｵﾝりんくう泉南店2階

ＭＥＣＨＡ

552-0022

大阪府大阪市港区海岸通1-1-10 天保山ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ内

レインボーランド上新庄店

533-0006

大阪府大阪市東淀川区上新庄1丁目2番36号 ｲｽﾞﾐﾔ上新庄店3階

レインボーランド大東店

574-0026

大阪府大東市住道2丁目1番103号 ｲｽﾞﾐﾔ大東店4階

レインボーランド若江岩田店

578-0946

大阪府東大阪市瓜生堂1-10-52 ｲｽﾞﾐﾔ若江岩田店4F ﾌﾟﾚｲｶﾞｰﾃﾞﾝ

レインボーランド八尾店

581-0036

大阪府八尾市沼1丁目1番地 ｲｽﾞﾐﾔ八尾店1階

レインボーランド和泉中央店

594-0041

大阪府和泉市いぶき野5丁目1番11号 ｲｽﾞﾐﾔ和泉中央店3階

レインボーランド広陵店

635-0825

奈良県北葛城郡広陵町大字安部450番地1 ｲｽﾞﾐﾔ広陵店内

レインボーランド昆陽店

664-0027

兵庫県伊丹市池尻1丁目1番地 ｲｽﾞﾐﾔ昆陽店3階

メガコート

675-0021

兵庫県加古川市尾上町安田351 2F ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

モーリーファンタジーｆ加西北条店

675-2312

兵庫県加西市北条町北条308-1ｲｵﾝ加西北条店2階

レインボーランド神戸玉津店

651-2132

兵庫県神戸市西区森友3-7-3ｲｽﾞﾐﾔ神戸玉津店2F

レインボーランド西神戸店

651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1丁目21番地1 ｲｽﾞﾐﾔ西神戸 2階

モーリーファンタジー姫路大津店

671-1146

兵庫県姫路市大津区大津町2丁目5番ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路大津店2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 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ明石店3F

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7-20 ｲｽﾞﾐﾔ和歌山店2F

レインボーランド紀伊川辺店

649-6312

和歌山県和歌山市川辺220 ｲｽﾞﾐﾔ紀伊川辺店内

モーリーファンタジーｆ岡山店

700-0907

岡山県岡山市北区下石井1丁目2番1号 ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山店4F

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

イオンファンタジーワールド広島祇園

731-0138

広島県広島市安佐南区祇園3丁目2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ3F

761-2304

香川県綾歌郡綾川町萱原822-1ｲｵﾝ綾川ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ

モーリーファンタジー日吉津店

689-3553

鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1ｲｵﾝ日吉津店2階

モーリーファンタジーｆ松江店

690-0001

島根県松江市東朝日町151ｲｵﾝSC松江店3階

パロ小松島店

773-0001

徳島県小松島市小松島町字領田20番地

モーリーファンタジー延岡店

882-0847

宮崎県延岡市旭町2-2-1ｲｵﾝ延岡店2階

モーリーファンタジー宮崎店

880-8577

宮崎県宮崎市新別府町江口862-1ｲｵﾝ宮崎店2階

モーリーファンタジー日向店

883-0064

宮崎県日向市日知屋字古田町61-1ｲｵﾝ日向店2階

モーリーファンタジー鹿児島店

891-0115

鹿児島県鹿児島市東開町7ｲｵﾝﾓｰﾙ鹿児島店3階

モーリーファンタジー大塔店

857-1161

長崎県佐世保市大塔町14-2ｲｵﾝ大塔店3階

らんらんらんど笹丘店

810-0034

福岡県福岡市中央区笹丘1-28-74

モーリーファンタジー北谷店

904-0115

沖縄県中頭郡北谷町字美浜8-3ｲｵﾝ北谷店2階

モーリーファンタジー沖縄ライカム

901-2300

沖縄県中頭郡北中城村ｱﾜｾ土地区画整理事業区画内4街区ｲｵﾝ

モーリーファンタジー南風原店

901-1104

沖縄県島尻郡南風原町字宮平264ｲｵﾝ南風原店2階

モーリーファンタジー那覇店

901-0155

沖縄県那覇市金城5-10-2ｲｵﾝ那覇店3階

越谷店

天保山店

中四国 モーリーファンタジーｆ綾川店

九州

郵便番号

モーリーファンタジー旭川西店

『サメーズ ぬいぐるみXL』 導入店一覧
※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。
地域

店舗名

北海道 ＢＩＧＢＡＮＧ函館
東北

関東

北陸東海

郵便番号

住所

040-0015

北海道函館市梁川町9-3ﾊﾟﾎﾞｯﾂ函館3F

チャットタウン北上店

024-0072

岩手県北上市北鬼柳19-71ﾊﾟﾙｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

万代書店 多賀城店

985-0843

宮城県多賀城市明月1-168-1

ＳＯＹＵ Ｇａｍｅ Ｆｉｅｌｄ 御所野店

010-1413

秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1 ｲｵﾝ秋田SC2F

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 AM

群馬レジャーランド太田店

373-0285

群馬県太田市西矢島町162-2

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

宝島 浦和美園店

336-0900

埼玉県さいたま市緑区大門3710ｲｵﾝ浦和美園SC2F

ラウンドワンさいたま・上里店

369-0301

埼玉県児玉郡上里町大字金久保394-1

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

ＳＩＬＫ ＨＡＴ 川崎ダイス

210-0007

神奈川県川崎市川崎区駅前本町8番地川崎ﾀﾞｲｽﾋﾞﾙB2F

ティックタックワールド鴨川店

296-0001

千葉県鴨川市横渚973-1ﾌﾛｰﾚ鴨川4F

ゲームチャリオット成田店

286-0046

千葉県成田市飯仲9番地4

スポーツウェーブ鉄腕２４稲毛長沼店

263-0001

千葉県千葉市稲毛区長沼原町697

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-BAY 西館3階

アドアーズ渋谷店

150-0042

東京都渋谷区宇田川町13-11 KN渋谷1ﾋﾞﾙ1~4階

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

Ｈｅｙ

101-0021

東京都千代田区外神田1-10-5 広瀬本社ﾋﾞﾙ2F

アドアーズ秋葉原店

101-0021

東京都千代田区外神田1-13-1 Akihabara eX ﾋﾞﾙ1~2階

タイトーステーション秋葉原店

101-0021

東京都千代田区外神田4-2-2 貴三ﾋﾞﾙ

アドアーズ上野アメ横店

110-0005

東京都台東区上野4-9-14 上野K･Kﾋﾞﾙ B1~4階

アドアーズ町田店

194-0013

東京都町田市原町田6-21-25 大正堂第2ﾋﾞﾙ 1~4階

アドアーズサンシャイン店

170-0013

東京都豊島区東池袋1-14-4 ｼﾈﾏｻﾝｼｬｲﾝ 1~3階

ラウンドワン池袋店

170-0013

東京都豊島区東池袋一丁目14番1号 池袋ｽｸｴｱ

インターパークプラスワン宇都宮

321-0118

栃木県宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ 6-5-1

ガラクタ鑑定団 白沢店

321-0972

栃木県宇都宮市下川俣町208-10

アーバンスクエア大須店

460-0011

愛知県名古屋市中区大須3-30-31萬松寺駐車場ﾋﾞﾙ1F

ゲームファンタジーランドアトランティス

477-0034

愛知県東海市養父町3丁目38−39

モーリーファンタジー甲府昭和店

409-3852

山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内1街区 ｲｵﾝ甲府昭和店3F

夢大陸

940-2121

新潟県長岡市喜多町392-1

ＰＡＬＯ諏訪店

392-0013

長野県諏訪市沖田町5-18ｽﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰｸ諏訪店1F･2F

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

レインボーランド八幡店

614-8043

京都府八幡市八幡一ﾉ坪23-1 ｲｽﾞﾐﾔ八幡店1F

レインボーランド泉北店

599-8276

大阪府堺市中区小阪270番地ｲｽﾞﾐﾔ泉北店2F

レインボーランド千里丘店

565-0823

大阪府吹田市山田南1-1ｲｽﾞﾐﾔ千里丘店内2F

長岡店

エンターテイメントフィールド ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1ららぽｰとEXPOCITY 3F

近畿

中国
九州

ソユーロケットドライブ泉南店

590-0535

大阪府泉南市りんくう南浜3-12 ｲｵﾝりんくう泉南SC2F

ラウンドワンスタジアム千日前店

542-0076

大阪府大阪市中央区難波1丁目3番1号

ラウンドワン梅田店

530-0018

大阪府大阪市北区小松原町4番16号

レインボーランド若江岩田店

578-0946

大阪府東大阪市瓜生堂1丁目10番52号 ｲｽﾞﾐﾔ若江岩田店4F

レインボーランド八尾店

581-0036

大阪府八尾市沼1-1ｲｽﾞﾐﾔ八尾店1F

レインボーランド広陵店

635-0825

奈良県北葛城郡広陵町安部450番地1 ｲｽﾞﾐﾔ広陵店内

メガコート

675-0021

兵庫県加古川市尾上町安田351 2F ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

レインボーランド神戸玉津店

651-2132

兵庫県神戸市西区森友3-7-3ｲｽﾞﾐﾔ神戸玉津店2F

レインボーランド西神戸店

651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-21-1ｲｽﾞﾐﾔ西神戸店2F

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7-20 ｲｽﾞﾐﾔ和歌山店2F

レインボーランド紀伊川辺店

649-6312

和歌山県和歌山市川辺220ｲｽﾞﾐﾔ紀伊川辺店内

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

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

モーリーファンタジー八幡東店

805-0071

福岡県北九州市八幡東区東田3丁目2-102ｲｵﾝ八幡東店3階

