
地域 店舗名 郵便番号 住所

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

アドアーズ札幌狸小路店 060-0063 北海道札幌市中央区南三条西4-12-1 ｱﾙｼｭﾋﾞﾙ 5~6階

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

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 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ青森店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 八戸ﾋﾟｱﾄﾞｩB棟2F

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

ゲームフィールド弘前樋の口店 036-8278 青森県弘前市樋の口二丁目9-6 ｲｵﾝﾀｳﾝ弘前樋の口店

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

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 ｻﾞ･ﾓｰﾙ仙台長町店3F

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

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 いとく鹿角店 018-5201 秋田県鹿角市花輪字下夕町164-1 いとく鹿角ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

ゲームフィールド十文字店 019-0505 秋田県横手市十文字町仁井田字東22-1 ｽｰﾊﾟｰﾓｰﾙﾗｯｷｰ内

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 

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

ソユーゲームフィールドいわき小名浜店 971-8555 福島県いわき市小名浜字辰巳町79番地 イオンモールいわき小名浜3階　

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

Ｓｐｉｃａ大宮南銀店 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1丁目57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

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 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ錦町店2F

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

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 ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲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 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾆｯﾄｰﾓｰﾙ4F

アドアーズ千葉店 260-0015　千葉県千葉市中央区富士見2-4-15  第一東和ﾋﾞﾙ 1~3階

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 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ幕張店2F

アドアーズ船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町1-31-26 ｾﾌﾞﾝ船橋ﾋﾞﾙ B1F〜4F

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

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

アドアーズ新小岩店 　124-0024　東京都葛飾区新小岩1-44-4 ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾞﾙ B1~3階

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 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大森店3F

アドアーズ蒲田西口店Ｂ館 144-0051 東京都大田区西蒲田7-5-10 蒲田駅西口会館 1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

アドアーズ池袋東口店 170-0013 東京都豊島区東池袋1-41-4 池袋とうきゅうﾋﾞﾙ 1~2階

アドアーズ立川店 190-0023 東京都立川市柴崎町3-4-3  ｸﾞﾙﾒｰﾄﾀｶｵ B1~3階

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 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ南大沢店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 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ八王子店3F

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

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 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ川崎店3F

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 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大和鶴間店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

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

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

岐阜レジャーランド穂積店 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里630番地

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 ｱﾋﾟﾀ静岡SC2F

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 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ安城店2F

名古屋レジャーランドささしま店 453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60番14号

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 ｱﾋﾟﾀ鳴海店2F

名古屋レジャーランド大高店 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字忠治山12-1

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

ゲームフィールド 守山店 524-0101 滋賀県守山市今浜町2620-5 ﾋﾟｴﾘ守山店1F

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

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

タイトーＦステーションあべのアポロ店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 きんえいｱﾎﾟﾛﾋﾞﾙ4階

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 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｼﾃｨ和幸ﾋﾞﾙ3F

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

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

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

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

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

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

近畿

中四国
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※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


