
地域 店舗名 郵便番号 住所

ＧａｍｅＦｉｅｌｄ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

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

遊戯街ロマン通り旭川西 070-0823 北海道旭川市緑町23-2161-3  ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西3F

ソユーゲームフィールド発寒 063-0828 北海道札幌市西区発寒八条12丁目1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌発寒3F

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

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              

ソユーゲーム札幌苗穂 007-0802 北海道札幌市東区東苗穂二条3-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌苗穂1F

洞爺サンパレスゲームコーナー 049-5721 北海道有珠郡壮瞥町字洞爺湖温泉7-1

ソユーゲームフィールド盛岡南 020-0866 岩手県盛岡市本宮7丁目1番1号ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡南1階

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

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2-2-1さくら野百貨店北上店4F

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

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

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

ソユーゲームフィールド天童 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128-1ｲｵﾝﾓｰﾙ三川1F

プレイランドソピア御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1  ｲｵﾝ秋田SC2F

Ｒ－ＢＯＸアルヴェ店 010-0002 秋田県秋田市東通仲町4−1 

スペースファンタジーインフィニ店 036-8092 青森県弘前市城東北3-10-1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　イオンモールいわき小名浜3階　

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ピボット福島店 960-8031 福島県福島市栄町1-1 ﾊﾟﾜｰｼﾃｨﾋﾟﾎﾞｯﾄ内

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

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

楽市楽座　イオンモール土浦店 300-0811 茨城県土浦市上高津367番地ｲｵﾝﾓｰﾙ土浦ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ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

タイトーFステーション 前橋リリカ店 371-0033 群馬県前橋市国領町2-14-1　前橋リリカ2F前橋リリカ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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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7階

タイトーステーション 海老名ビナウォーク店 243-0432 神奈川県海老名市中央1ー18-1ビナウォーク六番館 2Fビナウォーク六番館 2F

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

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

楽市楽座　湘南藤沢店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目3番5号ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ湘南藤沢ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2階

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

タイトーステーション 旭サンモール店 289-2511 千葉県旭市イ-2676-1サンモール3Fサンモール3F

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

タイトーステーション アリオ蘇我店 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町52-7アリオ蘇我2Fアリオ蘇我2F

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

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

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

タイトーステーション 船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町1丁目6-1

ゲームコーナーららぽーと柏の葉店 277-0871 千葉県柏市若柴175 ららぽｰと柏の葉3F

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

東京レジャーランドお台場メディアージュ店 135-0091 東京都港区台場1-7-1ﾒﾃﾞｨｱｰｼﾞｭ4F

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ビル１～４階

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

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

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指田ビル指田ビル

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

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

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貴三ビル貴三ビル

タイトーステーション 多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合1-45-1丘の上パティオ内丘の上パティオ内

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

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

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

PROJECT ADORES池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目22番12号　高和ﾋﾞﾙB1～5階

タイトーFステーション オリナス錦糸町店 130-0012 東京都墨田区太平4-1-2ｵﾘﾅｽﾓｰﾙ地下1階

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　クリサス立川

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

『映画 旅猫リポート 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。
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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

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

にこぱウイングタウン店 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

楽市楽座　イオン扶桑店 480-0105 愛知県丹羽郡扶桑町南山名字高塚5番地ｲｵﾝﾓｰﾙ扶桑ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ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

ＡＳＣＨ津島シネコン店 496-0027 愛知県津島市津島北新開351ﾖｼﾂﾞﾔ東宝ｼﾈﾏ館2F

タイトーステーション 豊橋店 441-8061 愛知県豊橋市藤沢町141-4 1F

タイトーキッズパークＧＡＺＡ 471-0027 愛知県豊田市喜多町1丁目140番地

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

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

楽市楽座　イオンモール東員店 511-0255 三重県員弁郡東員町長深510−1

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

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

メジャーロード見附店 954-0112 新潟県見附市上新田町516−1

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

浜北鑑定団 431-3125 静岡県浜松市東区半田山5-36-1ｱﾛﾏ半田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F   

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

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

タイトーステーション ファボーレ婦中店 939-2716 富山県富山市婦中町下轡田165-1フューチャーシティ ファボーレ2Fフューチャーシティ ファボーレ2F

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

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

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 イズミヤ2Ｆ　

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 イズミヤ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

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 イズミヤ2Ｆ

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

NICOPA千里丘店 565-0823 大阪府吹田市山田南1番1号 イズミヤ2Ｆ

ソユーウエスタンシティＵＣＷ店 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋6-2-61  ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨｳｫｰｸTM3F

タイトーステーション 難波店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波千日前15-12

ｎａｍｃｏ梅田店 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町３番３号　ＯＳビル２Ｆ

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 イズミヤ4Ｆ

タイトーステーション アリオ八尾店 581-0803 大阪府八尾市光町2-3イトーヨーカドーアリオ八尾3Fイトーヨーカドーアリオ八尾3F

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

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

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

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イズミヤ1Ｆ

レインボーランド昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻1-1ｲｽﾞﾐﾔ昆陽店3階

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2-9-18

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丁目7-3 イズミヤ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 イズミヤ2Ｆ

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

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 イズミヤ1Ｆ

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 イズミヤ和歌山店２Ｆ

ユーズランド和歌山店 640-8451 和歌山県和歌山市中字楠谷573番地

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

お宝発見　　岡山店 700-0956 岡山県岡山市南区当新田121-1

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

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

お宝買取団　東広島店 739-0013 広島県東広島市西条御条町6-20-4F  店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ         

タイトーステーション フジグラン神辺店 720-2107 広島県福山市神辺町大字新道上字2-10-26 フジグラン神辺店 3F2-10-26 フジグラン神辺店 3F

プラサカプコン高知店 780-0026 高知県高知市秦南町1丁目4番8号 イオンモール高知2F

ゆめパーク徳山店 745-0842 山口県周南市青山町1-18ゆめタウン徳山2F

you me CIRCUS(出雲店) 693-0063 島根県出雲市大塚町650番地1 ゆめタウン出雲 東館3F

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

タイトーステーション フジグラン北島店 771-0204 徳島県板野郡北島町鯛浜字西ノ須174

フェスタ人吉店 868-0011 熊本県人吉市宝来町1307-1　人吉レックス内

GREEN MONSTER 863-0047 熊本県天草市八幡町２番１２号  

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アミュプラザ鹿児島6F

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フレスポジャングルパーク２階

フェスタ佐伯店 876-0047 大分県佐伯市鶴岡西町2丁目163番地 コスモタウン佐伯内

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

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アミュプラザおおいた4F

ユーズランド三光店 871-0111 大分県中津市三光佐知1032ｲｵﾝﾓｰﾙ三光2F

Ｇ－Ｐａｌａ　日田店 877-0000 大分県日田市 友田986-1

Ｇ－ｐａｌａ時津店 851-2104 長崎県西彼杵郡時津町野田郷59

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

スペースタイム２５　宗像店 811-3400 福岡県宗像市くりえいと1-5-1ｻﾝﾘﾌﾞ宗像店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

タイトーステーション マリノア店 819-0001 福岡県福岡市西区小戸2-12-30マリノアシティ福岡 マリナサイド棟 2Fマリノアシティ福岡 マリナサイド棟 2F

タイトーステーション キャナルシティ博多店 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-22キャナルシティ博多4Fキャナルシティ博多4F

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

Ｇ－Ｐａｌａ小倉 800-0255 福岡県北九州市 小倉南区上葛原1-4-1

タイトーステーション リバーウォーク店 803-0812 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1リバーウォーク北九州4F 5409リバーウォーク北九州4F 5409

Ｇ－ＳＴＡＧＥ小倉店 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-5 あるあるCity2階 

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

近畿

中四国

九州

北陸東海


