
地域 店舗名 郵便番号 住所

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

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 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

キャッツアイ新川店 001-0922 北海道札幌市北区新川二条7-1-7

わいわいランド帯広店 080-0831 北海道帯広市稲田町南8線西10-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ帯広店内2F  

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

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 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　八戸ピアドゥB棟2F

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

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 

ゲームランドプレーゴ金ヶ崎 029-4502 岩手県胆沢郡金ｹ崎町三ｹ尻荒巻165 

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二丁目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 イオンタウン佐沼 987-0404 宮城県登米市南方町新島前46-1  ｲｵﾝﾀｳﾝ佐沼1F

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

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　スーパーモールラッキー内

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

スウィーツファクトリーパックン会津若松店 965-0858 福島県会津若松市神指町南四合154 アピタ会津若松店2階

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　

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

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

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

スウィーツファンタジーパックン桶川店 363-8555 埼玉県桶川市桶川都市計画事業下日比谷東特定土地区画整理事業地内42街区1画地ベニバナウォーク桶川２階

スウィ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4-3　ピオニウォーク東松山店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

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 346-0195 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲3階

エブリディ行田店 361-0037 埼玉県行田市下忍644-1

ラウンドワンスタジアムららぽーと新三郷店 341-8550 埼玉県三郷市新三郷ららｼﾃｨ3丁目1-1ららぽｰと新三郷 2階 20000番

キッズプラザきゃらんど新三郷店 341-0009 埼玉県三郷市新三郷ららシティ三丁目ららぽーと新三郷2階

モーリーファンタジー上里店 369-0301 埼玉県児玉郡上里町大字金久保字蓮山３５９番１イオンタウン上里店２階

キッズプラザきゃらんど上里店 369-0306 埼玉県児玉郡上里町大字七本木2272-1 ウニクス上里 2階

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

クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ　ブリブリ　シネマスタジオ 344-0064 埼玉県春日部市南１丁目１－１　ララガーデン春日部　３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

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

キッズプラザきゃらんど富士見店 354-8560 埼玉県富士見市山室1313　ららぽーと富士見２F

スウィーツファクトリーパックン長津田店 226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-7-1 アピタ長津田2階

パラダイスシティ二俣川店 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川 長崎屋二俣川店5F

ドラマ港北インターＡＭ 224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町321-6

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　イトーヨーカドー川崎店3F

プレイランド大和鶴間 242-0001 神奈川県大和市下鶴間1-3-1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

ラウンドワンららぽーと湘南平塚店 254-8510 神奈川県平塚市天沼10-1 3階

ラウンドワンスタジアムアリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田950-1-1070

モーリーファンタジー柏店 277-0854 千葉県柏市豊町２丁目５番２５号イオン柏店２階

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

ラウンドワンスタジアムダイバーシティ東京 プラザ店 135-0064 東京都江東区青海(あおみ)1丁目1番10号 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ東京 ﾌﾟﾗｻﾞ 6階

ドラマ瑞穂店 190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵382-1

キッズプラザきゃらんど曳舟店 131-0046 東京都墨田区京島1-2-1イトーヨーカドー曳舟店4F

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店２階

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

ＭＡＲＫ ＩＳ静岡店内 アミューズメントパーク 420-0821 静岡県静岡市葵区柚木191MARK IS 静岡3階

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　アピタ静岡SC2F

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

ファミリーファーム 赤池店  470-0126　 愛知県日進市赤池箕ﾉ手2-757 ﾌﾟﾗｲﾑﾂﾘｰ赤池 3F

モーリーファンタジー半田店 475-0837 愛知県半田市有楽町８－７イオン半田店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

ラウンドワンモレラ岐阜店 501-0497 岐阜県本巣市三橋1100

モーリーファンタジー伊勢ララパーク店 516-0007 三重県伊勢市小木町曽祢５３８イオンタウン伊勢ララパーク伊店２階

モーリーファンタジー津南店 514-0817 三重県津市高茶屋小森町145番地イオンモール津南３階

タカラ島  亀岡店 621-0822 京都府亀岡市篠町野条上又11-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ亀岡3F

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

ソユー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

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イオン京都桂川店３階

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

プレイランド守山店 524-0012 滋賀県守山市播磨田町185-1 ｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ守山店2F    

モーリーファンタジー草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町３００イオン草津店３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  3319      

楽市楽座 イオンモール四條畷 575-0001 大阪府四條畷市砂4丁目3番2号

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

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　ユニバーサル・シティ和幸ビル3F

ＡＴＣあそびマーレ 559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2丁目1番10 ITM棟4F･5F

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

ラウンドワンららぽーと和泉店 594-1157 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 4階

キッズプラザきゃらんど和泉店 594-1157 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7　ららぽーと和泉　2階

ＳＯＹＵミクロガーデン橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町7-20-1ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F

G-pala姫路 672-8074 兵庫県姫路市飾磨区加茂203-1

モーリーファンタジー三木店 673-0404 兵庫県三木市大村字砂１６３イオン三木店３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 イトーヨーカドー明石店3F

ＦｏｒｅｓｔＨｕｎｔｅｒ松前店 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850ｴﾐﾌﾙMASAKIAM棟1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

キッズプラザきゃらんど倉敷店 710-0813 岡山県倉敷市寿町12-2 アリオ倉敷2F

ＳＯＹＵ ゲームフィールド高松 761-8012 香川県高松市香西本町1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ高松2F

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

マンガ倉庫鹿児島店 891-0114 鹿児島県鹿児島市小松原1-6-7

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博多 812-0896 福岡市博多区東光寺町二丁目6番40号コマーシャルモール博多

モーリーファンタジー筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１イオン筑紫野店３階

沖縄 ジョイジャングル美浜店 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜15番68  ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾊﾟﾚｽ2F
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『はなかっぱ フェイスミニ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。

北海道


