
地域 店舗名 郵便番号 住所

キラキラＡｓｏｂｏｘ旭川店 079-8422 北海道旭川市永山１２条３丁目ウエスタンパワーズ２Ｆ

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

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

ソユーゲームフィールド 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

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

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

ファンタジープラザ秋田店 010-0000 秋田県秋田市旭北錦町４－５８メガ・ドンキホーテ秋田２Ｆ

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

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

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

アーバンスクエア安佐エース 327-0843 栃木県佐野市堀米町614-8

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

群馬ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ太田店 373-0823 群馬県太田市西矢島町162-2

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

エブリディ太田店 373-0851 群馬県太田市飯田町１４０４－１ドンキホーテ太田店内１Ｆ

群馬レジャーランド藤岡店 375-0005 群馬県藤岡市中２００２－１

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

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ＫＡＺ

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

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

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

セガ センター南 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央3-25aune港北

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　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

セガ 海老名 243-0432 神奈川県海老名市中央1-4-31海老名プラザビル

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

プレビ ららぽーとTOKYO-BAY 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　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

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

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

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

アドアーズ中野店 164-0001 東京都中野区中野5-52-15  ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ 185

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

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

プラサカプコン池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目30番1 東池袋一丁目 シネマコンプレックスプロジェクト 3階

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

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

セガ 飯村 440-0833 愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121

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

万代書店山梨本店 400-0117 山梨県甲斐市西八幡4415

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

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

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

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

万代書店　長野新店 380-0913 長野県長野市川合新田3389-1

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

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

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３Ｆ３３１９

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

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ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ３００６０  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３－１２  イオンりんくう泉南ＳＣ２Ｆ

セガワールド アポロ 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31アポロビル 3F

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

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７－２０－１イオンモール橿原３Ｆ

ゲームセンタートップラン 651-2404 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷１４７４－１

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

ゲームアイビス太子店 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田2149

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

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

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

アミパラ広島店 733-0037 広島県広島市西区西観音町３－１７

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

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

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

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

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

地域 店舗名 郵便番号 住所

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

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

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

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

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

ゲームシティ川口店 332-0017 埼玉県川口市栄町1-10-5

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

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　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

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

プレビ ららぽーとTOKYO-BAY 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　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

プラサカプコン池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目30番1 東池袋一丁目 シネマコンプレックスプロジェクト 3階

北陸東海 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

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

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

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

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

九州 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

地域 店舗名 郵便番号 住所

北海道 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

こころっこ イトーヨーカ堂日立 317-0073 茨城県日立市幸町1-16-1  イトーヨーカドー日立店5階プレビプレイランドコーナー

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

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

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

ゲームシティ川口店 332-0017 埼玉県川口市栄町1-10-5

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

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　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

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

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

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

アドアーズ中野店 164-0001 東京都中野区中野5-52-15  ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ 185

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

プラサカプコン池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目30番1 東池袋一丁目 シネマコンプレックスプロジェクト3階

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

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

シートピアYAZ 大須賀店 437-1304 静岡県掛川市西大渕３３５９

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

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

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

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

九州 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

中四国

『Rugby World Cup 2019 もちもちクッション』 導入店一覧

東北

関東

近畿

『Rugby World Cup 2019 ぬいぐるみXL』 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

近畿

中四国

九州

『Rugby World Cup 2019 マフラータオル』 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。

関東

北陸東海

近畿

※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。

中四国


