
地域 店舗名 郵便番号 住所

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　イオンカテプリ新さっぽろ　3階

タイトーステーション イオンモール札幌平岡店 004-0873 北海道札幌市清田区平岡3条5-3-1イオンモール札幌平岡店2F

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 

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

ゲームランド つがる柏店 038-3107 青森県つがる市柏稲盛幾世41 イオンモールつがる柏 本館 2F

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

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

SOYU Game Field 釜石店 026-0011 岩手県釜石市港町２－１－１イオンタウン釜石内３階

ゲームランド盛岡店 020-0148 岩手県盛岡市前潟4-7-1 イオンモール盛岡2F

チャットタウン北上店 024-0072 岩手県北上市北鬼柳１９－７１パルショッピングセンター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

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

タイトーステーション 仙台ベガロポリス店 982-0034 宮城県仙台市太白区西多賀5-24-1

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

ゲームランド佐沼店 987-0443 宮城県登米市南方町新島前46-1 イオンタウン佐沼ショッピングセンター内1F

プラサカプコン大曲店 014-0033 秋田県大仙市和合字坪立177 イオン大曲 ショッピングセンター2F

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴピボット福島店 960-8031 福島県福島市栄町１－１　パワーシティピボット内

インターパークプラスワン宇都宮店 321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク６－５－１

ユーズランド水戸内原店 319-0317 茨城県水戸市内原２丁目１番地イオンモール水戸内原２Ｆ

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

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

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 336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園５－５０－１  イオンモール浦和美園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ピングセンター内2F

ユーズランド  越谷店 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン４－２－２ イオンレイクタウンＫＡＺＥ ３Ｆ－Ａ３４２

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

あそびライブラリー川口店 332-0028 埼玉県川口市宮町18-9ララガーデン川口2F

エブリデイとってき屋 本店 340-0803 埼玉県八潮市上馬場４６０－１

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　岡田屋モアーズ内１・２階

プラサカプコン横須賀店 238-0007 神奈川県横須賀市若松町2丁目30番地 モアーズシティ4F

プラサカプコン磯子店 235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子1-2-1 マリコム磯子ショッピングセンター2F

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

小田原メトロポリス 256-0813 神奈川県小田原市前川219-4

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

ゲームランドちはら台店 290-0194 千葉県市原市ちはら台西3-4 ショッピングモールunimoちはら台

ゲームランド津田沼店 275-0016 千葉県習志野市津田沼1-23-1イオンモール津田沼2階

プラサカプコン成田店 286-0029 千葉県成田市ウイング土屋24 イオンモール成田2F

ラッキー中央店フェリシダ 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２－８－１

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ーＢＡＹ西館３階区画番号Ｗ３０２０

プラサカプコン富津店 293-0012 千葉県富津市青木1丁目5番地1 イオンモール富津内ゲームコーナー

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 新宿東口店 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-7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

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

アミューズランドモナコ調布駅前店 182-0024 東京都調布市布田４－２－２２

プラサカプコン吉祥寺店 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目10-1 いなりやビルB1F

ポニー 武蔵境店 180-0023 東京都武蔵野市境南町２－２－２０イトーヨーカドー武蔵境店東館内 ３Ｆ

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

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

プラサカプコン稲沢店 492-8601 愛知県稲沢市長野7丁目1-2 リーフウォーク稲沢 2Ｆ

ゲームランド岡崎店 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 イオンモール岡崎SC シネマ棟2階

小牧メトロポリス 485-0015 愛知県小牧市間々片山１８１－１

アミューズファクトリー常滑店 479-0882 愛知県常滑市りんくう町2-20-3イオンモール常滑2階

ユーズランド東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２イオンモール東浦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

豊川メトロポリス 442-0824 愛知県豊川市下長山町上アライ１４－１

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

プラサカプコン豊田店 471-0014 愛知県豊田市東山町1-5-1 グリーンシティ3F

中川メトロポリス 454-0954 愛知県名古屋市中川区江松3-110

プラサカプコン 徳重店 458-8570 愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重 18番地の44 

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴＢｉＶｉ沼津店 410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-5

MARK IS 静岡店 420-0821 静岡県静岡市葵区柚木191 MARK IS 静岡3階

プラサカプコン志都呂店 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂二丁目37番1号　イオンモール浜松志都呂3階

大垣メトロポリス 503-0808 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

万台書店 長野店 380-0913 長野県長野市川合新田３３８９ー１

カプコサーカス新潟東店 950-0813 新潟県新潟市東区大形本町3-1-2 ジャスコシティ新潟東内ゲームコーナー

ベイシア豊栄店ファミリーランド遊びの国 950-3317 新潟県新潟市北区かぶとやま２－１－６２

金沢メトロポリス 920-0333 石川県金沢市無量寺第２土地区画整理事業地内Ｂ－２０街区金沢コロナワールド１Ｆ

手取フィッシュランド 923-1101 石川県能美市粟生町ツ58手取フィッシュランド内1Fゲームコーナー

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

プラサカプコン京都店 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町25-1 イオンモール京都五条3F

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

ゲームランド草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町300番地 イオンモール草津SC 3階

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

カマロ日本橋ピカソ店 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋３－７－２２  光ビル

アミパラ　大東店 574-0023 大阪府大東市南新田２丁目３－５

宝島  鴻池店 578-0972 大阪府東大阪市鴻池町１丁目１－７２  イオン鴻池店２Ｆ

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

G-pala姫路 672-8074 兵庫県姫路市飾磨区加茂203-1

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  イオンモール和歌山２Ｆ区画番号２０５９

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

プラサカプコン広島店 731-5162 広島県広島市佐伯区石内東4丁目1番1号　ジ アウトレット広島1Ｆ

福山メトロポリス 721-0953 広島県福山市一文字町24-1

プラサカプコン新居浜店 792-0007 愛媛県新居浜市前田町8-8 イオンモール新居浜2F

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

アミパラ下関店 752-0928 山口県下関市長府才川１丁目４２番４８号

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

G-pala出雲 693-0004 島根県出雲市渡橋町784-1

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

G-pala小倉 800-0255 福岡県北九州市小倉南区上葛原1丁目14番地1号

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

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サンリブ宗像店 811-4184 福岡県宗像市くりえいと1丁目5-1サンリブ宗像店内2F

プラサカプコン直方店 822-0008 福岡県直方市湯野原2-1-1 イオンモール直方2F

アムズ下通り店 860-0808 熊本県熊本市中央区手取本町４－１２－Ｂ１

サンゲームスインタープラザ熊本 861-8035 熊本県熊本市東区御領８－４－８２

楽市楽座イオンタウン姶良店 899-5431 鹿児島県姶良市西餅田264−1

アミューズメントカフェ  プレビ 899-5431 鹿児島県姶良市西餅田２６４－１イオンタウン姶良店内３階Ａ３１６区画

G-pala日田 877-0000 大分県日田市友田997-1

プラサカプコン大分店 870-0174 大分県大分市公園通ﾘ西2丁目1番 パークプレイス大分2F

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

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

三冠王バッティングセンター 858-0918 長崎県佐世保市相浦町２６８７

G-pala時津 851-2104 長崎県西彼杵郡時津町野田郷59号

地域 店舗名 郵便番号 住所

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　イオンカテプリ新さっぽろ　3階

モーリーファンタジー苫小牧店 053-0053 北海道苫小牧市柳町３－１－２０イオン苫小牧店２階

ユーズ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

SOYU Game Field 釜石店 026-0011 岩手県釜石市港町２－１－１イオンタウン釜石内３階

ゲームランド盛岡店 020-0148 岩手県盛岡市前潟4-7-1 イオンモール盛岡2F

ユーズチャットタウン北上店 024-0072 岩手県北上市北鬼柳１９－７１パルショッピングセンター２Ｆ

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴピボット福島店 960-8031 福島県福島市栄町１－１　パワーシティピボット内

ユーズユーズランド水戸内原店 319-0317 茨城県水戸市内原２丁目１番地イオンモール水戸内原２Ｆ

こころっこ日立 317-0073 茨城県日立市幸町１－１６－１イトーヨーカドー日立店５Ｆプレビプレイランド

ユーズ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

ユーズ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

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ピングセンター内2F

ユーズユーズランド  越谷店 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン４－２－２ イオンレイクタウンＫＡＺＥ ３Ｆ－Ａ３４２

ユーズ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

エブリデイとってき屋 本店 340-0803 埼玉県八潮市上馬場４６０－１

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　岡田屋モアーズ内１・２階

ザ・サードプラネット CUBEPARK（横浜本店） 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－２５－１ ノースポートモール６Ｆ

小田原メトロポリス 256-0813 神奈川県小田原市前川219-4

ＹＡＺ川崎店 212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉５－１９－２３ クロスガーデン川崎１Ｆ

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ーＢＡＹ西館３階区画番号Ｗ３０２０

ユーズ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

プラサカプコン吉祥寺店 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目10-1 いなりやビルB1F

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

万台書店 長野店 380-0913 長野県長野市川合新田３３８９ー１

金沢メトロポリス 920-0333 石川県金沢市無量寺第２土地区画整理事業地内Ｂ－２０街区金沢コロナワールド１Ｆ

ユーズ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

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

にこぱウイングタウン岡崎店 444-0813 愛知県岡崎市羽根町小豆坂３番地ウイングタウン岡崎２Ｆ

ゲームランド岡崎店 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 イオンモール岡崎SC シネマ棟2階

小牧メトロポリス 485-0015 愛知県小牧市間々片山１８１－１

ユーズユーズランド東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭１３－２イオンモール東浦２Ｆ

豊川メトロポリス 442-0824 愛知県豊川市下長山町上アライ１４－１

中川メトロポリス 454-0954 愛知県名古屋市中川区江松3-110

大垣メトロポリス 503-0808 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

MARK IS 静岡店 420-0821 静岡県静岡市葵区柚木191 MARK IS 静岡3階

ＧＡＭＥ　ＯＦＦ富士宮 418-0004 静岡県富士宮市三園平１３６０

モーリーファンタジー富士宮店 418-0032 静岡県富士宮市浅間町１－８イオンモール富士宮店２階

モーリーファンタジー・ｆ富士南店 416-0934 静岡県富士市鮫島１１８－１０イオンタウン富士南店２階

カーゾックＮＩＣＯＰＡアクロスモール泉北店 590-0132 大阪府堺市南区原山台５－９－８アクロスモール泉北１Ｆ

G-pala姫路 672-8074 兵庫県姫路市飾磨区加茂203-1

カーゾックカリヨンパーク伊丹店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽店４Ｆ

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  イオンモール和歌山２Ｆ区画番号２０５９

ユーズ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

福山メトロポリス 721-0953 広島県福山市一文字町24-1

ゆめタウン三豊店ＢＩＧ  ＷＡＶＥ 769-1506 香川県三豊市豊中町本山甲２２

ネオブラボー 747-0045 山口県防府市高倉１－３－３０

G-pala出雲 693-0004 島根県出雲市渡橋町784-1

G-pala小倉 800-0255 福岡県北九州市小倉南区上葛原1丁目14番地1号

G-pala博多 812-0896 福岡県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

G-pala日田 877-0000 大分県日田市友田997-1

プラサカプコン大分店 870-0174 大分県大分市公園通ﾘ西2丁目1番 パークプレイス大分2F

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

ユーズ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時津 851-2104 長崎県西彼杵郡時津町野田郷59号

モーリーファンタジーチトセピア店 852-8135 長崎県長崎市千歳町５番１号イオンチトセピア店３階

モーリーファンタジー東長崎店 851-0134 長崎県長崎市田中町１０２７－８イオン東長崎店２階

地域 店舗名 郵便番号 住所

北海道 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　イオンカテプリ新さっぽろ3階

SOYU Game Field 釜石店 026-0011 岩手県釜石市港町２－１－１イオンタウン釜石内３階

ゲームランド盛岡店 020-0148 岩手県盛岡市前潟4-7-1 イオンモール盛岡2F

スーパーノバ 会津インター店 965-0053 福島県会津若松市町北町大字上荒久田字宮下１４２

ユーズユーズランド水戸内原店 319-0317 茨城県水戸市内原２丁目１番地イオンモール水戸内原２Ｆ

ユーズ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

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ピングセンター内2F

ユーズユーズランド 越谷店 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン４－２－２ イオンレイクタウンＫＡＺＥ ３Ｆ－Ａ３４２

エブリデイとってき屋 本店 340-0803 埼玉県八潮市上馬場４６０－１

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　岡田屋モアーズ内１・２階

ザ・サードプラネット CUBEPARK(横浜本店) 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－２５－１ ノースポートモール６Ｆ

ＹＡＺ川崎店 212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉５－１９－２３ クロスガーデン川崎１Ｆ

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ーＢＡＹ西館３階 区画番号Ｗ３０２０

ドラマ 瑞穂店 190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵３８２－１

ユーズ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

プラサカプコン吉祥寺店 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目10-1 いなりやビルB1F

にこぱウイングタウン岡崎店 444-0813 愛知県岡崎市羽根町小豆坂３番地ウイングタウン岡崎２Ｆ

ゲームランド岡崎店 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 イオンモール岡崎SC シネマ棟2階

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴＢｉＶｉ沼津店 410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-5

MARK IS 静岡店 420-0821　 静岡県静岡市葵区柚木191 MARK IS 静岡3階

アピナ上田店 386-0041 長野県上田市秋和３５９－１

万台書店 長野店 380-0913 長野県長野市川合新田３３８９ー１

近畿 アミパラ　大東店 574-0023 大阪府大東市南新田２丁目３－５

ゆめタウン三豊店ＢＩＧ  ＷＡＶＥ 769-1506 香川県三豊市豊中町本山甲２２

アミパラ下関店 752-0928 山口県下関市長府才川１丁目４２番４８号

G-pala小倉 800-0255 福岡県北九州市小倉南区上葛原1丁目14番地1号

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

プラサカプコン大分店 870-0174 大分県大分市公園通ﾘ西2丁目1番 パークプレイス大分2F

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

沖縄 楽市楽座 イオンモール沖縄ライカム店 901-2300 沖縄県中頭郡北中城村ｱﾜｾ土地区画整理事業区域内4街区

九州

※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。

東北

関東

北陸東海

中四国

北陸東海

近畿

中四国

九州

『Rugby World Cup 2019 真空ステンレスタンブラー』 導入店一覧

『Rugby World Cup 2019 リストバンド』 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

北海道

東北

関東

北陸東海

近畿

中四国

九州

『Rugby World Cup 2019 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。


