
地域 店舗名 郵便番号 住所

ｎａｍｃｏイオンモール山形南店 990-2453 山形県山形市若宮３－７－８　イオンモール山形南２Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール利府店 981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前２２　イオンモール利府２Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール名取店 981-1294 宮城県名取市杜せきのした５－３－１　イオンモール名取２Ｆ

ｎａｍｃｏ郡山西部プラザ店 963-8022 福島県郡山市西ノ内２丁目１１－３５　西部プラザ内

ｎａｍｃｏイオンタウン郡山店 963-8812 福島県郡山市松木町２－８８　イオンタウン郡山

ｎａｍｃｏイオンモールつくば店 305-0071 茨城県つくば市稲岡６６－１　イオンモールつくば店３Ｆ

ｎａｍｃｏ　ｉｉａｓつくば店 305-0817 茨城県つくば市研究学園５丁目１９番地　ｉｉａｓつくば店２Ｆ２１９０

プラボ宇都宮店 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町１６０６番地１　Ｐ＆Ｄビル

ｎａｍｃｏフェドラＰ＆Ｄ佐野店 327-0821 栃木県佐野市高萩町１３４０

ｎａｍｃｏイオンモール北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東１－３－１　イオンモール北戸田

ｎａｍｃｏステラタウン店 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目８５４－１　ステラモール３Ｆ

ｎａｍｃｏららぽーと立川立飛店 190-0015 東京都立川市泉町９３５番１　ららぽーと立川立飛店３Ｆ

ｎａｍｃｏ流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店 270-0121 千葉県流山市西初石六丁目１８５番２号

ｎａｍｃｏイオンモール八千代緑が丘店 276-0049 千葉県八千代市緑ヶ丘２－１－３　イオンモール八千代緑ヶ丘４Ｆ

ｎａｍｃｏ港北ＴＯＫＹＵ　Ｓ．Ｃ．店 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央５－１　港北ＴＯＫＹＵ　Ｓ．Ｃ．

ｎａｍｃｏ横浜ワールドポーターズ店 231-0001 神奈川県横浜市中区新港二丁目２番１号　横浜ワールドポーターズ５Ｆ

ｎａｍｃｏＯＳＣ湘南シティ店 254-0807 神奈川県平塚市代官町３３番地１　ＯＳＣ湘南シティ内

イオンモール佐久平ゲームコーナー 385-0029 長野県佐久市佐久平駅南１１－１０　イオンモール佐久平２Ｆ

ｎａｍｃｏアリオ上田店 386-0025 長野県上田市天神３－５－１　アリオ上田１Ｆ　店番１－２１

アピタ富山東店ゲームコーナー 930-0835 富山県富山市上冨居３－８－３８　アピタ富山東店２Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモールかほく店 929-1126 石川県かほく市内日角タ２５　イオンモールかほく内

ｎａｍｃｏフェアモール福井大和田店 910-0836 福井県福井市大和田２－１２３０　アピタ福井大和田店２Ｆ

ｎａｍｃｏカラフルタウン岐阜店 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野三丁目３番６　カラフルタウン岐阜内

ｎａｍｃｏららぽーと磐田店 438-0801 静岡県磐田市高見丘１２００番地　ららぽーと磐田店２Ｆ店番２１２１０

アズパークファミリータウン 454-0972 愛知県名古屋市中川区新家１丁目２４２１番地　アズパークＳＣ２Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール熱田店 456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野１－２－１１　イオンモール熱田４Ｆ

ｎａｍｃｏアピタ稲沢店 492-8275 愛知県稲沢市天池五反田町１番地　アピタ稲沢店

ｎａｍｃｏイオンモール鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２　イオンモール鈴鹿２Ｆ

ｎａｍｃｏビバシティ彦根店 522-0044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町４３－１　ビバシティ彦根２Ｆ

ナムコランドらぽーる店 625-0057 京都府舞鶴市南浜町２７－５　らぽーる３Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール鶴見緑地店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見４－１７－１－４２１　イオンモール鶴見緑地４Ｆ

ｎａｍｃｏくずはモール店 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町１０―８５　ＫＵＺＵＨＡＭＡＬＬ南館２Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール神戸南店 652-0844 兵庫県神戸市兵庫区中之島２－１－１　イオンモール神戸南３Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール姫路リバーシティー 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江２５６０番地　イオンモール姫路リバーシティ２Ｆ

ｎａｍｃｏオークワパビリオンシティ田辺店 646-0051 和歌山県田辺市稲成町新江原３１６５　パビリオンシティ田辺店Ｃ館２Ｆ

ｎａｍｃｏゆめタウン広島店 734-0007 広島県広島市南区皆実町２丁目８番１７号　ゆめタウン広島店３４２

ｎａｍｃｏゆめタウン廿日市店 738-0023 広島県廿日市市下平良二丁目２番１号３Ｆ

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ東広島店 739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇４４０５番地

ｎａｍｃｏフジグラン宇部店 755-0008 山口県宇部市明神町三丁目１番１号　フジグラン宇部店２Ｆ

ｎａｍｃｏおのだサンパーク店 756-0806 山口県山陽小野田市中川６丁目４番１号　おのだサンパークショッピングセンタ２Ｆ

ゆめタウン高松店 761-8072 香川県高松市三条町中所６０８－１　ゆめタウン高松店２Ｆゆめランド

ｎａｍｃｏフジグラン石井店 779-3223 徳島県名西郡石井町高川原字天神５４４番地１　フジグラン石井店内２Ｆ

ｎａｍｃｏフジグラン松山店 790-0065 愛媛県松山市宮西１－２－１　フジグラン松山店４Ｆ

ｎａｍｃｏゆめタウン博多店 812-0055 福岡県福岡市東区東浜１－１－１　ゆめタウン博多店

プラボ久留米店 839-0865 福岡県久留米市新合川１丁目２番１号　ゆめタウン久留米２階

ｎａｍｃｏゆめタウン佐賀店 849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北５－１４－１　ゆめタウン佐賀店２Ｆ

ｎａｍｃｏゆめタウン夢彩都店 850-0035 長崎県長崎市元船町１０－１　夢彩都４Ｆ

ゆめタウンサンピアンアミューズパーク 861-8010 熊本県熊本市東区上南部二丁目２番２号　ゆめタウンサンピアン３Ｆ

ｎａｍｃｏトキハわさだタウン店 870-1155 大分県大分市大字玉沢字楠本７５５－１　トキハわさだタウン内２Ｆ

ｎａｍｃｏ杉乃井ホテル店 874-0822 大分県別府市観海寺１　スギノイパレス１Ｆ

地域 店舗名 郵便番号 住所

ｎａｍｃｏけやきウォ－ク前橋店 371-0801 群馬県前橋市文京町２－１－１　けやきウォーク前橋２Ｆ

ｎａｍｃｏ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ｍｏｒｉ３Ｆ　３１３３区画

ｎａｍｃｏラゾーナ川崎店 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１　ＬＡＺＯＮＡ川崎プラザ４階

ｎａｍｃｏイオン相模原店 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵２丁目１０番１

ｎａｍｃｏイオンモール各務原店 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２Ｆ

ｎａｍｃｏイオンモール大高店 459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目４５０　イオンモール大高３Ｆ

関西 ｎａｍｃｏイオンモール大日店 570-0016 大阪府守口市大日東町１－１８　イオンモール大日４Ｆ

九州 ｎａｍｃｏゆめタウン光の森店 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目３９番１　ゆめタウン光の森南館３Ｆ

地域 店舗名 郵便番号 住所

ディノスパーク　旭川店 070-0010 北海道旭川市大雪通5-496-5  第8山本ﾋﾞﾙ

イオン岩見沢店キッズ・パーク　 068-0854 北海道岩見沢市大和4条8丁目

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 ｲｵﾝｶﾃﾌﾟﾘ新さっぽろ 3階

わいわいランド琴似店 063-0812 北海道札幌市西区琴似2条1-4-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ琴似店内 3F

アミューズメント　　ジョイランド 060-0063 北海道札幌市中央区南三条西3丁目  竹内ﾋﾞﾙ1F              

ゲームパークぎゃらくしー 003-0003 北海道札幌市白石区東札幌三条1丁目1-1ｲｰｱｽ札幌Aﾀｳﾝ2F

イトーヨーカドー屯田店グルグル　 002-0858 北海道札幌市北区屯田八条3丁目5-1

イオン千歳店キッズ・パーク　 066-0063 北海道千歳市幸町6-51

ディノスパーク　帯広店 080-0051 北海道帯広市白樺16条西2丁目ﾄﾞﾘｰﾑﾀｳﾝ白樺内

ＧＡＬＡＸＹ　ＧＡＴＥ　函館 041-0812 北海道函館市昭和3-31-12

スーパーノバ仙台利府 981-0111 宮城県宮城郡利府町加瀬字新前谷地55-1利府ﾍﾟｱｶﾞｰﾃﾞﾝ内

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

ファミリーランド弘前店　　　　　　　　 036-8002 青森県弘前市駅前町3-2-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ弘前店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

ディノスパーク南福島店 080-0831 福島県福島市黒岩字中沖43-2

フェスタ古河店 306-0021 茨城県古河市松並2-18-10 ﾏｰｹｯﾄｼﾃｨ古河内

マトリクス　前橋店 371-0831 群馬県前橋市小相木町558−1 

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

宝島　浦和美園店 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

カバロキッズ上福岡東店 356-0003 埼玉県ふじみ野市大原2-1-30ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ上福岡東店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ﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内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

ワンパクオウコク　アリオ鷲宮店 340-0212 埼玉県久喜市久本寺谷田7-1 ｱﾘｵ鷲宮2F

ユーズランド春日部店 344-0122 埼玉県春日部市下柳420-1ｲｵﾝﾓｰﾙ春日部2F  区画番号2037

埼玉レジャーランド川越店 350-0043　 埼玉県川越市新富町1-17-4

ウエアハウス草加店 340-0831 埼玉県八潮市南後谷507

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

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 岡田屋ﾓｱｰｽﾞ内1･2階

ウエアハウス川崎店 210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町3-7

ドラマ　　藤沢店 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8

ｎａｍｃｏイオンモール船橋店 273-0045 千葉県船橋市山手1丁目1番8号

こちら葛飾区亀有公園前派出所　こち亀ゲームぱ～く 125-0061 東京都葛飾区亀有3-49-3 ｱﾘｵ亀有ｱﾘｵﾓｰﾙ3F

ｎａｍｃｏイトーヨーカドー木場店 135-0042 東京都江東区木場1-5-30 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ木場店2･3F

ｎａｍｃｏザ・モールみずほ１６店 190-1203 東京都西多摩郡瑞穂町高根623番地 ｻﾞ･ﾓｰﾙみずほ16

ドラマ瑞穂店 190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵382-1

ウエアハウス入谷店　 121-0836 東京都足立区入谷7-8-111F

ビバーチ大府店 474-0053 愛知県大府市柊山町1丁目98番地  ﾘｿﾗ大府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

楽市楽座　イオンモール名古屋茶屋店 455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11

カラフルパーク　有松店 458-0824 愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏200番地 ｲｵﾝﾀｳﾝ有松1F

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

エーツー藤枝店 426-0027 静岡県藤枝市緑町1丁目6−5

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

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

ＹＡＺ長野店 381-0000 長野県長野市 南石堂町1418-2

ファインワールド亀岡店 621-0815 京都府亀岡市古世町西内坪101 ｲｵﾝ亀岡店3F

ビバーチ久御山 613-0024 京都府久世郡久御山町森小字大内301

楽市楽座　イオンモール京都桂川店 601-8211 京都府京都市 南区久世高田町376−1

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

ｎａｍｃｏりんくうシークル店 598-0047 大阪府泉佐野市りんくう往来南3番地

ｎａｍｃｏマグスミノエ店 559-0023 大阪府大阪市住之江区泉1丁目1番82号 ﾏｸﾞｽﾐﾉｴ1F

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

楽市楽座　イオンモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 奈良県生駒市鹿畑町3027番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ奈良登美ヶ丘店 専門店街3階

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町741-333ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山店3F

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

ワンダーランドプレゴ神戸店 651-2405 兵庫県神戸市西区岩岡町野中字福吉556ﾋﾗｷ内

ふぇすたらんど広畑店 671-1154 兵庫県姫路市広畑区吾妻町3丁目29-2 ﾏﾙﾅｶ広畑店内

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

パームシティ和歌山ナムコランド 640-8535 和歌山県和歌山市中野31-1 ﾊﾟｰﾑｼﾃｨ和歌山店2F

ｎａｍｃｏフジグラン今治店 794-0033 愛媛県今治市東門町5-13-1 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ今治2階

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

ふぇすたらんど川之江店 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町上樋ﾉ上1795-1 ｲｵﾝ川之江店内

プレビ　　エブリイＯｋａｎａｋａ津高店 701-1145 岡山県岡山市北区横井上83-3号 ｴﾌﾞﾘｲOkanaka津高店内4階

マックスプラザ善通寺店 765-0073 香川県善通寺市中村町1798−2

ゆめシティ３Ｆ　　ゆめパーク　 751-0869 山口県下関市伊倉新町3丁目1-1

ビバーチ周南店 746-0025 山口県周南市古市1丁目4-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ内

ビバーチ松江店 690-0001 島根県松江市東朝日町203-1

ｎａｍｃｏゆめタウン徳島店 771-1202 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88番地の1 ゆめﾀｳﾝ徳島2階

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

ゆうゆうパーク 849-0501 佐賀県杵島郡江北町山口1223

フェスタフリーモールわさだ店 870-1161 大分県大分市大字木上字鉾手2102番地ﾌﾘｰﾓｰﾙわさだ内

タイトーＦステーション　セントポルタ大分店 870-0035 大分県大分市中央町2-1-1

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

楽市楽座　イオンモール筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺434-1ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野店3F

Ｇ－ｐａｌａ博多店 812-0896 福岡県福岡市博多区東光寺町2-6-40ｺﾏｰｼｬﾙﾓｰﾙ博多2F

楽市楽座　　イオン八幡東店 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102  ｲｵﾝﾓｰﾙ八幡東ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内3F

中四国

九州

『すみっコぐらし ミニチェアー Part2（とかげ・ぺんぎん？のみ） 』 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。

中部

北海道

東北

関東

北陸東海

近畿

 『すみっコぐらし ミニチェアー（ねこ・しろくま・とかげ・ぺんぎん？の4種） 』 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。

関東

東北

関西

『すみっコぐらし ミニチェアー（ねこ・しろくまのみ） 』 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。

関東

中部

九州

四国

中国


