
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２－５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２３－２１６１－３  イオンモール旭川西３Ｆ

タイトーステーション イオンモール釧路昭和店 084-0902 北海道釧路市昭和中央4-18-1イオンモール釧路昭和2F

キャッツアイ新札幌店 004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東五条１丁目１－１０

ディノスパーク札幌手稲店 006-0811 北海道札幌市手稲区前田１条１１丁目西友手稲店3Ｆ

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八条１２丁目１－１イオンモール札幌発寒３Ｆ

ベガジオ狸小路店 060-0062 北海道札幌市中央区南二条西4丁目6  1Ｆ

アドアーズ札幌北４２条店 007-0842 北海道札幌市東区北42条東7-1-1　嶋ﾋﾞﾙ2階

GALAXY GATE 函館 041-0812 北海道函館市昭和3-31-12

タイトーFステーション 盛岡南店 020-0837 岩手県盛岡市津志田町2-1-77

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７丁目１番１号イオンモール盛岡南１階

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

タイトーステーション 仙台クリスロード店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-3-25

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３階  ３２０区画

こころっこホームセンタームサシ名取 981-1240 宮城県名取市愛島郷1-1-1 ホームセンタームサシ名取店内2Fプレビプレイランドコーナー

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２Ｆ

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

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　いとく鹿角ショッピングセンター内

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

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１－１－１  イオンモール秋田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

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

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

ファンタジードーム八戸店 031-0801 青森県八戸市江陽２－１４－１ラピア八戸店別棟

タイトーFステーション 八戸店 031-0032 青森県八戸市三日町27

ソユーゲームフィールド 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

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  区画３００２－１

ちびっこザウルス 971-8111 福島県いわき市小名浜大原字東田96 ヨークタウンアクロスプラザ大原店1Ｆ

タイトーアミューズメントシティ郡山 963-0115 福島県郡山市南２－３８フレスポ郡山内

JAM  JAMつくば店 305-0032 茨城県つくば市竹園1-9-2ディズタウンつくばB1F

フェスタ古河店 306-0021 茨城県古河市松並2-18-10　マーケットシティ古河内

ピンクパンサー水戸赤塚店 311-4152 茨城県水戸市河和田1-1常盤線赤塚駅南口駅前

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

アピナ下館店 308-0847 茨城県筑西市玉戸1012-3

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

ピンクパンサー土浦店 300-0026 茨城県土浦市木田余４５８５－３

ピンクパンサー日立店 316-0004 茨城県日立市東多賀町５丁目１０－１０

群馬レジャーランド伊勢崎店 372-0812 群馬県伊勢崎市連取町３０６６－１

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

群馬レジャーランド藤岡店 375-0005 群馬県藤岡市中２００２－１

ウエアハウス三橋店 331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋６－９５５－１

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

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

モーリーファンタジーレイクタウン店 343-0826 埼玉県越谷市レイクタウン３丁目１番地１イオンレイクタウン ｍｏｒｉレイクタウン店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４－２－２ イオンレイクタウンＫＡＺＥ ３Ｆ－Ａ３４２

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モラージュ菖蒲３階

ゲームパニック三郷 341-0052 埼玉県三郷市彦野2-25

モーリーファンタジー春日部店 344-0122 埼玉県春日部市下柳４２０－１イオン春日部店３階

ゲームファンタジア春日部店 344-0067 埼玉県春日部市中央1-8-15　春日部ｾﾝﾄﾗﾙ 1～2階

フェスタ上尾店 362-0034 埼玉県上尾市愛宕3丁目1-40 バリュープラザ上尾愛宕店内

アミュージアム新座店 352-0001 埼玉県新座市東北2-32-12　イオン新座店3F

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

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１－７９アリオ川口店３Ｆ

『映画すみっコぐらし ふわふわ大判ブランケット』 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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ウエアハウス草加店 340-0831 埼玉県八潮市南後谷507

アドアーズ和光店 351-0114 埼玉県和光市本町3-5　MillionAnnex和光 1～3階

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　イトーヨーカドー錦町店2F

GAME　ＰＩＡ　大船 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24　大船駅前ビル1～3階

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

GAME　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

アミューズメントパークジアス上大岡店 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西２－１－２８ 赤い風船ビル２Ｆ

アピナ山下公園店 231-0801 神奈川県横浜市中区新山下1-2-8港山下ﾅﾅｲﾛﾋﾞﾙ2階

ファンタスティックジャーニー横浜店 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５ー１ イトーヨーカドーららぽーと横浜店２Ｆ

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

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

神奈川レジャーランド厚木店 243-0031 神奈川県厚木市戸室５－３１－１

ネバーランド２座間店 252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘４－１１－４８

タイトーステーション 小田原シティーモール店 256-0813 神奈川県小田原市前川120フレスポ小田原シティーモール2F

タイトーステーション 溝の口店　　　　　 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-11-8　　OKKA634ビル3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　イトーヨーカドー川崎店3F

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

アピナ橋本店 252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-1-1ﾗ･ﾌﾛｰﾙ駐車場棟1階

プレイランド 大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間1-3-1イトーヨーカドー大和鶴間店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４－１－１湘南モールＦＩＬＬ　２Ｆ

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

アドアーズ藤沢北口店 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢460-1　3階～4階

ゲームファンタジア平塚店 254-0043 神奈川県平塚市紅谷町14-21  Ｔﾏﾘﾝ湘南 1～2階

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Ｆステーション市川妙典店 272-0111 千葉県市川市妙典４－１－１イオン市川妙典店

スーパービバホーム２Ｆゲームコーナー 275-0024 千葉県習志野市茜浜１－１－２

アドアーズ新習志野店 275-0024 千葉県習志野市茜浜2-1-9

キッズスクエア松戸 271-0077 千葉県松戸市根本4-2 ﾀﾞｲｴｰ松戸西口店 5F

タイトーFステーション ダイエー新松戸店 270-0034 千葉県松戸市新松戸3-2-21ダイエー新松戸店4階

ゲームファンタジア千葉北店 263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町310-1

アミューズメントパフェパレパレ稲毛長沼店 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町７３１－１７フレスポ稲毛

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　イトーヨーカドー幕張店2F

スポーツウェーブ鉄腕24 浜野店 260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町１０２５－５９

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

ゲームファンタジア美浜店 261-0002 千葉県千葉市美浜区新港32-6-1　ﾐﾊﾏ･ﾆｭｰﾎﾟｰﾄ･ﾘｿﾞｰﾄ 1号棟-2

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

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

タイトーステーション セブンパークアリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田1-6-1セブンパークアリオ柏3F

アドアーズ柏店 277-0005 千葉県柏市柏1-3-1　柏長崎屋共同ﾋﾞﾙ 1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１－４イオンモール木更津２Ｆ

GAME　St.Tropez　池袋 170-0013 東京都豊島区東池袋1-29　サントロペビル2階

アミュージアムＯＳＣ店 178-0063 東京都練馬区東大泉2-34-1　オズ・スタジオ・シティ2F

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

アドアーズ南砂町SUNAMO店 136-0075 東京都江東区新砂3-4-31　南砂町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰSUNAMO 4階

ハローズガーデン北砂店 136-0073 東京都江東区北砂２－1７－1アリオ北砂３Ｆ

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

アミュージアム昭島店 196-0014 東京都昭島市田中町573-1-2

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１ 155-0031 東京都世田谷区北沢２－1２－1６

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

東京レジャーランド秋葉原2号店 101-0021 東京都千代田区外神田４－３－３ミナミビル６Ｆ７Ｆ

ウエアハウス入谷店 121-0836 東京都足立区入谷７－８－１１１Ｆ

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

アドアーズ浅草店 111-0032 東京都台東区浅草1-42-4　ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺｰﾄ浅草 B1～1階

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

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 イトーヨーカドー大森店3Ｆ

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

アドベンチャーリーフ国領店 182-0022 東京都調布市国領町８－２－６４イトーヨーカドー国領店内３Ｆ

アドアーズ仙川店 182-0002 東京都調布市仙川町2-21-12  VICﾋﾞﾙ7 1～3階

こころっこイトーヨーカ堂東久留米 203-0053 東京都東久留米市本町3-8-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ東久留米店内プレビプレイランドコーナー

アドアーズ八王子店 192-0082 東京都八王子市東町11-3  ｾﾝﾁｭﾘｰｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ B1～4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3 キュープラザ池袋　３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

関東



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

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

タイトーステーション 錦糸町楽天地店 130-0022 東京都墨田区江東橋4-27-14楽天地ビル地下1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

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　　　　　　　　　　　　　　

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

タイトーステーション 宇都宮ベルモール店 321-8555 栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1

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　アピタ鳴海店2F

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　イトーヨーカドー安城店2F

タイトーステーション パールシティ稲沢店 492-8164 愛知県稲沢市井之口大坪町80-1パールシティ2F

ゲームファンタジアン岡崎店 444-0067 愛知県岡崎市錦町2番地4

NICOPA岡崎店 444-0201 愛知県岡崎市上和田町南天白5-1岡崎エルエルタウン2Fにこぱ岡崎店

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

ゲームファンタジアン長久手店 480-1121 愛知県長久手市武蔵塚７０５

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番プライムツリー赤池3F

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

楽市楽座 イオンモール名古屋茶屋店 455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11

NICOPAなるぱーく店 458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里３丁目２３２なるぱーく１Ｆ

タイトーステーション 弥富店 498-0014 愛知県弥富市五明蒲原1371-4

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

タイトーFステーション イオン燕三条店 959-1232 新潟県燕市井土巻3-150イオン県央店 アメニティ棟1F

アピナ上越インター店 942-0063 新潟県上越市下門前1661

ハローズガーデン新潟亀田店 950-0157 新潟県新潟市江南区鵜ノ子4-466アピタ新潟亀田店２Ｆ

タイトーFステーション イオン新潟西店 950-2028 新潟県新潟市西区小新南2丁目1番10号

ハローズガーデン長岡店 940-2108 新潟県長岡市千秋２－２７８アピタリバーサイド千秋長岡店２Ｆ．Ｅ２４７区画

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

タイトーFステーション 静岡店 420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町二丁目5番地4ふしみや第2ビル

アミュージアム清水店 424-0942 静岡県静岡市清水区入船町13-15　エスパルスドリームプラザ3F

ハローズガーデン  島田店 427-0016 静岡県島田市宝来町８－２アピタ島田店内２Ｆ

ＹＡＺ磐田店 438-0026 静岡県磐田市西貝塚横須賀道北3690ｲｵﾝﾀｳﾝ磐田内

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

タイトーステーション 金沢店 920-0981 石川県金沢市片町2-1-7宇都宮片町ビル 1F

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

アピナ伊那店 396-0026 長野県伊那市西町5093

タイトーステーション イトーヨーカドー南松本店 390-0834 長野県松本市高宮中1-20イトーヨーカドー南松本店3F

楽市楽座  イオンモール松本店 390-0811 長野県松本市中央4丁目9番51号 ｲｵﾝﾓｰﾙ松本  風庭2階

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

タイトーステーション アイシティ２１松本店 390-1301 長野県東筑摩郡山形村7977アイシティ21内

アピナ長野川中島店 381-2221 長野市川中島町御厨967-1

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

ユーズランドとなみ店 939-1344 富山県砺波市中神一丁目１７４イオンモールとなみ２Ｆ

マンガ倉庫  富山店 939-8214 富山県富山市黒崎66

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

NICOPA八幡店 614-8043 京都府八幡市八幡一ノ坪23-1 イズミヤ八幡店店内　

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

ゲームパニック京都 604-8035 京都府京都市中京区新京極三条下る桜之町415  京都松竹座ビル

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴＢｉｖｉ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

アミュージアム木津川店 619-0216 京都府木津川市州見台１丁目１番地１－１ガーデンモール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

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

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

滋賀レジャーランド大津店 520-0801 滋賀県大津市におの浜３－１－４３イオンスクエアアヤハプラザ内

レインボーランド泉北店 599-8276 大阪府堺市中区小阪270 イズミヤ泉北店2階　

ＮＩＣＯＰＡ千里丘店 565-0823 大阪府吹田市山田南1番1号 イズミヤ千里丘店2階　

ゲームパニック堺 590-0901 大阪府堺市堺区築港八幡町１番地１ 堺浜えんため館

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

ふぇすたらんど泉大津店 595-0031 大阪府泉大津市我孫子120-1 山陽ﾏﾙﾅｶ泉大津店内

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丁目５番３１号  ４階

近畿

関東

北陸東海



楽市楽座 イオンモール大阪ドーム店 550-0023 大阪府大阪市西区千代崎3丁目13-1

ゲームポイント  シャトーＥＸ 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町３－９－３ グランシャトービル１Ｆ／２Ｆ

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 

アミパラ　大東店 574-0023 大阪府大東市南新田２丁目３－５

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１－１０－５２  イズミヤ若江岩田店４Ｆ

ふぇすたらんど東大阪店 578-0947 大阪府東大阪市西岩田3-2-3　山陽ﾏﾙﾅｶ東大阪店内

プラサカプコン 藤井寺店 583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目10番11号 イオン藤井寺ショッピングセンター内

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

レインボーランド八尾店 581-0036 大阪府八尾市沼１－１イズミヤ八尾店１Ｆ

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 イズミヤ広陵店内　

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

楽市楽座 イオンモール奈良登美ヶ丘店 630-0115 奈良県生駒市鹿畑町3027番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ奈良登美ヶ丘店 専門店街3階

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

レインボーランド昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻1丁目1番地 イズミヤ昆陽店3階　

ふぇすたらんど小野店 675-1378 兵庫県小野市王子町868-1 ｲｵﾝ小野店内

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

タイトーステーション 尼崎つかしん店 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1SCつかしん内東町北館3階

タイトーFステーション 姫路店 670-0927 兵庫県姫路市駅前町269番地,270番地

ふぇすたらんど広畑店 671-1154 兵庫県姫路市広畑区吾妻町3丁目29-2　ﾏﾙﾅｶ広畑店内

NICOPA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

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イズミヤ紀伊川辺店内

ソユーファレストハンター 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

楽市楽座 イオンモール今治新都市店 794-0068 愛媛県今治市にぎわい広場1番地1ｲｵﾝﾓｰﾙ今治新都市店内

タイトーFステーション 今治ワールドプラザ店 799-1506 愛媛県今治市東村1-14-2今治ワールドプラザ内

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

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

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

アミパラ  倉敷店 710-0833 岡山県倉敷市西中新田６２４－１アミパラボウル１Ｆ

アミパラ  津山店 708-0842 岡山県津山市河辺１０００－１イオン津山ショッピングセンター内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

タイトーステーション 広島本通店 730-0035 広島県広島市中区本通3-5せらかぐ本通ビル

アミパラ　フォレオ広島東店 732-0033 広島県広島市東区温品１丁目３－２フォレオ広島東１Ｆ

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

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

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

アミュージアム周南店 744-0025 山口県下松市中央町21-3ゆめタウン下松3F

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

モーリーファンタジーホープタウン店 683-0804 鳥取県米子市米原２－１－１ホープタウンホープタウン店３階

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

楽市楽座 イオンモール宮崎店 880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎店2F

モーリーファンタジー宮崎店 880-8577 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１イオン宮崎店２階

マンガ倉庫  都城店 885-0006 宮崎県都城市吉尾町８４０マンガ倉庫都城店内

楽市楽座 小川店 869-0606 熊本県宇城市小川町河江1−1

スペースタイム２５イオン錦店 868-0303 熊本県球磨郡錦町西１−階 868-0303 熊本県球磨郡球磨郡錦町西字打越715-1 イオン錦店

楽市楽座 ３０３佐賀大和店 840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535

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

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

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

タイトーFステーション 出水店 899-0126 鹿児島県出水市六月田町347

ユーズランド三光店 871-0111 大分県中津市三光佐知１０３２イオン三光ＳＣ２Ｆコズミックパーク

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

楽市楽座 行橋店 824-0038 福岡県行橋市西泉6-1-1ｺｽﾀ行橋ｱﾐｭｰｽﾞ棟2F

楽市楽座 ２１０トリアス店 811-2502 福岡県糟屋郡久山町大字山田990

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Fステーション ヨドバシ博多店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12ヨドバシカメラ4F

楽市楽座  イオンモール福津店 811-3213 福岡県福津市793番地ｲｵﾝﾓｰﾙ福津店3階3043A

スマイルステーション 804-0067 福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2

楽市楽座  砂津店 802-0014 福岡県北九州市小倉北区砂津3丁目1−1

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
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