
地域 店舗名 郵便番号 住所

ディノスパーク　苫小牧店 053-0053 北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝﾓｰﾙ苫小牧2F

タイトーステーション 札幌狸小路2丁目店 060-0063 北海道札幌市中央区南三条西2-14

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 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

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

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

ソユーゲームフィールドいわき小名浜店 971-8555 福島県いわき市いわき都市計画事業小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業地内イオン3階

タイトーステーション 仙台名掛丁店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-7-13

タイトーステーション 仙台クリスロード店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-3-25

ゲームエプリ 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-7-2

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

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

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貴三ビル

タイトーステーション 上野御徒町店 110-0005 東京都台東区上野4-6-9

タイトーステーション 渋谷店 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-12渋谷東映プラザ

セガ新宿歌舞伎町 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目21番1号第二東亜会館1F・2F

タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店 160-0022 東京都新宿区新宿3-35-8

タイトーステーション 新宿東口店 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-7指田ビル

新宿スポーツランド本館 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-121F

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

セガ 池袋GIGO 170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-1

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

タイトーステーション 池袋西口店 171-0021 東京都豊島区西池袋1-15-9

タイトーステーション 立川北口店 190-0012 東京都立川市曙町2-4-5　クリサス立川

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

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

タイトーステーション 溝の口店　　　　　 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-11-8　OKKA634ビル3階

タイトーステーション 横浜西口五番街店 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-12-97階

アドアーズ橋本店 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-3-1　SING橋本 2階

セガ 幕張 261-0021 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

タイトーFステーション イオン市川妙典店 272-0111 千葉県市川市妙典4丁目1番1号イオン市川妙典店2番街2階

セガ ららぽーと ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ 278-8530 千葉県船橋市浜町2-1-1北館1階　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

タイトーステーション 宇都宮ベルモール店 321-0904 栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1

タイトーFステーション 小山店 323-0014 栃木県小山市喜沢1475番地

タイトーステーション イオンモール佐野新都市店 327-0821 栃木県佐野市高萩町1324-1

タイトーステーション 大宮店 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町一丁目1番地

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

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

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

セガ ららぽーと 富士見 354-8560 埼玉県富士見市山室1-13133階35200区画

楽市楽座　　イオンモール松本店 390-0811 長野県松本市中央4丁目9番51号 ｲｵﾝﾓｰﾙ松本  風庭2階

楽市楽座　イオンモール甲府店 409-3852 山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内1街区ｲｵﾝﾓｰﾙ甲府昭和2011

セガmozoワンダーシティ上小田井シネマ棟 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町47番地mozoワンダーシティシネマ棟2F

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

楽市街道　名古屋店 481-0045 愛知県北名古屋市中之郷神明45番1

タイトーステーション イオンモール明和店 515-0348 三重県多気郡明和町中村1223イオンモール明和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

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　30060

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

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

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近畿

『コーヒーが冷めないうちに ボールチェーン付きぬいぐるみ』 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。

北海道

東北

関東

北陸東海



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

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3階

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

楽市楽座　広島店 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 広島段原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ7階

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

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

楽市楽座  黒崎店 806-0042 福岡県北九州市八幡西区桜ｹ丘町1-3 2F

楽市楽座　イオンモール福岡店 811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ﾉ木192-1  2F

楽市楽座　２１０トリアス店 811-2502 福岡県糟屋郡久山町大字山田990

楽市楽座  イオンモール福津店 811-3213 福岡県福津市793番地ｲｵﾝﾓｰﾙ福津店3階3043A

楽市街道  箱崎店 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎5-1-8楽市街道箱崎店内

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

楽市楽座　イオン穂波店 820-0081 福岡県飯塚市枝国長浦666-48ｲｵﾝ穂波店2F

楽市楽座　イオンモール大牟田店 836-0037 福岡県大牟田市岬町3ｰ4ｲｵﾝﾓｰﾙ大牟田2階2010

楽市楽座イオン小郡店 838-0115 福岡県小郡市大保字弓場110

楽市街道　くるめ店 839-0865 福岡県久留米市新合川2-7-10久留米ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾋﾞﾙ内

楽市楽座　諫早店 854-0036 長崎県諫早市長野町1086-17

タイトーステーション アミュプラザおおいた店 870-0831 大分県大分市要町1-14アミュプラザおおいた4F

楽市楽座　イオンモール熊本 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町 大字上島字長池2232 イオンモール熊本店

タイトーステーション アミュプラザ鹿児島店 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町1-1アミュプラザ鹿児島6F

近畿

中四国

九州


