
地域 店舗名 郵便番号 住所

ディノスパーク旭川店 070-0010 北海道旭川市大雪通５－４９６－５  第８山本ビル

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

ＢＩＧ ＢＡＮＧ北見店 090-0837 北海道北見市中央三輪７－４４６－１

カバロ宮古店 027-0076 岩手県宮古市栄町３－３５キャトル宮古店内３Ｆ

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

スーパーノバ 天童店 994-0049 山形県天童市南町１丁目５－２６

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

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

らくだのせなか 鹿島エブリア 971-8133 福島県いわき市鹿島町米田字日渡5鹿島ｴﾌﾞﾘｱｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内プレビプレイランドコーナー

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

こころっこイトーヨーカ堂平 970-8026 福島県いわき市平6丁目6番地2ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ平店内4階プレビプレイランドコーナー

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

ソユートイズニューヨーク 守谷店 302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘３丁目向原２４９－１イオンタウン守谷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

ファンタジーランドガルー館林店 374-0004 群馬県館林市楠町3648-1 アピタ館林店2階

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

群馬レジャーランド高崎駅東口店 370-0046 群馬県高崎市江木町３３３番地１ＡＣＴビル２階

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

ハローズガーデン前橋店 371-0801 群馬県前橋市文京町２－１－１アピタけやきウォーク前橋店２Ｆ

こころっこ ニコモール新田 370-0314 群馬県太田市新田市野井町５９２－１３  ﾆｺﾓｰﾙ新田店内ﾌﾟﾚﾋﾞﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾅｰ

群馬レジャーランド太田店 373-0823 群馬県太田市西矢島町162-2

プレビ ジョイフル本田千代田 370-0722 群馬県邑楽郡千代田町萱野813-1ジョイフル本田千代田店内　プレビゲームコーナー

ウエアハウス岩槻店 339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉３－３－６３

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与野店 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目２－９イオン与野店３階

モーリーファンタジー大宮店 331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－５７４－１イオン大宮店３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

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

プレビ ALCo越谷ショッピングスクエア 343-0813 埼玉県越谷市越ケ谷1-16-6　ALCo越谷ショッピングスクエア店地下1階

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

プレビ　イトーヨーカ堂久喜 346-0003 埼玉県久喜市中央4-9-11　ｲﾄｰﾖｰｶ堂久喜店4階　403区画アミューズメント

ゲームパニック三郷 341-0052 埼玉県三郷市彦野2-25

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

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

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

プレビ アリオ上尾 362-0046 埼玉県上尾市大字壱丁目367番地　アリオ上尾店内2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

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

モーリーファンタジー川口前川店 333-0842 埼玉県川口市前川１丁目１番１１号イオン川口前川店３階

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴフレスポ八潮店 340-0822 埼玉県八潮市大瀬一丁目１番地３フレスポ八潮 ３Ｆ

こころっこ HEY WORLD北本 364-0001 埼玉県北本市深井６－８７Hey World店内プレビプレイランドコーナー

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

アドアーズ横須賀店 238-0041 神奈川県横須賀市本町3-27　横須賀APT 1階

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

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

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

キッズトレイン 小田原店 250-0872 神奈川県小田原市中里２０８ダイナシティウエストモール４Ｆ

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

プレビ アリオ橋本 252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町１－２２　アリオ橋本店内２階

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

ドラマ  藤沢店 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢５－６－８

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

イスカンダル五井金杉店 290-0057 千葉県市原市五井金杉１－４７

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

『映画すみっコぐらし レザー風ポシェット』 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。

北海道

東北

関東



アミュージアム稲毛店 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台1-4-20 　イオン稲毛店2F

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

マリンガーデンららぽーと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

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

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

イスカンダル木更津 292-0834 千葉県木更津市潮見４－１－２

ＹＡＺワールド野田七光台店　 278-0051 千葉県野田市七光台4-2

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

アミュージアムモリタウン昭島店 196-0014 東京都昭島市田中町562番地1　モリタウン東館2F

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

ドラマ 瑞穂店 190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵３８２－１

あそんじゃ王国アリオ西新井店 123-0843 東京都足立区西新井栄町１－２０－１アリオ西新井店３Ｆ

キッズトレイン 永山店 206-0025 東京都多摩市永山１－４グリナード永山３Ｆ

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

タイトーステーション 浅草店 111-0032 東京都台東区浅草1-27-5ROX DOME 1F

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

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

ドラマ 野猿店 192-0352 東京都八王子市大塚628-1

ＮＩＣＯＰＡ高尾店 193-0834 東京都八王子市東浅川町５４９－３  イーアス高尾店２Ｆ

モーリーファンタジー板橋店 175-0083 東京都板橋区徳丸２丁目６番地１イオン板橋店３階

ラウンドワン池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目14番1号 池袋ｽｸｴｱ

プレビ　ダイエー赤羽 115-0045 東京都北区赤羽2丁目5番7号ダイエー赤羽店内2階　プレビプレイランドコーナー

アミューズランドモナコ  立川店 190-0023 東京都立川市柴崎町３－４－１カワイヤビル

ファンタジーランドガルー宇都宮店 321-0101 栃木県宇都宮市江曽島本町22-7 アピタ宇都宮店2階

ジャンボリー ヨークベニマル御幸ヶ原 321-0982 栃木県宇都宮市御幸が原50-1 ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ御幸が原店内プレビプレイランドコーナー

こころっこJ’Sイトーヨーカ堂小山 323-0022 栃木県小山市駅東通り2-3-15 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ小山店内ﾌﾟﾚﾋﾞﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾅｰ

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

NICOPA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

ゲームファンタジアン岡崎店 444-0067 愛知県岡崎市錦町２－４

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

モーリーファンタジー常滑店 479-0882 愛知県常滑市りんくう町２丁目２０番３イオンスタイル常滑店２階

わいわいランド知多店 478-0065 愛知県知多市新知東町１ー１０ー１ イトーヨーカドー知多店内２Ｆ

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

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

プレビ ドン・キホーテUNY可児 509-0202 岐阜県可児市中恵土字溝向 2120番1ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃUNY可児店内　ﾌﾟﾚﾋﾞﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾅｰ

プレビ バロー上越 943-0146 新潟県上越市樋場239番‐1バロー上越店内

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴフレスポ静岡店 424-0067 静岡県静岡市清水区鳥坂８６０

ＬＡＮＤ藤枝店 426-0067 静岡県藤枝市前島１－７－１０ＢｉＶｉ藤枝店４Ｆゲームコーナー

モーリーファンタジー浜松市野店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪１９８１－３イオン浜松市野店２階

浜北鑑定団 431-3125 静岡県浜松市東区半田山５－３６－１アロマ半田ショッピングセンター２Ｆ

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

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

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

プレビ ララスクエア四日市 510-0075 三重県四日市市安島１－３－３１ララスクエア５F

ファンタジープラザ名張店 518-0413 三重県名張市下比奈知３１００－１ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ名張店２階

モーリーファンタジー鈴鹿店 513-0806 三重県鈴鹿市算所２－５－１鈴鹿ハンター鈴鹿店２階

アピナ鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4-20-1ｲｵﾝﾀｳﾝ鈴鹿2階

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

アミパラ  草津店 525-0051 滋賀県草津市木川町７２

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

レインボーランド和泉中央店 594-0041 大阪府和泉市いぶき野5丁目1番11号 イズミヤ和泉中央店3階　

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

モーリーファンタジー・ｆ茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町８－３０－５イオンＳＣ茨木店４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

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

モーリーファンタジー四條畷店 575-0001 大阪府四條畷市砂四丁目３番２号イオンスタイル四條畷店３階

近畿

関東

北陸東海



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

モーリーファンタジー鶴見緑地店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目１７－１イオン鶴見緑地店３階

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 

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

モーリーファンタジー竜野店 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本字五反田２５０－１イオン竜野店３階

モーリーファンタジー高砂店 676-0019 兵庫県高砂市緑丘２丁目１－４０イオン高砂店２階

ハローズガーデン新三田店 669-1321 兵庫県三田市けやき台１－６－４イオン三田ウッディタウン２番街

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

レインボーランド神戸玉津店 651-2132 兵庫県神戸市西区森友３－７－３イズミヤ神戸玉津店２Ｆ

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

キッズパーク西宮店 662-0923 兵庫県西宮市浜松原町２１－１マルナカ西宮店２Ｆ

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

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

ゲームアイビス太子店 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田2149

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　

アミパラ松山店 790-0051 愛媛県松山市生石町６５５－１

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

ゲームアイビス岡山店 703-8233 岡山県岡山市中区高屋３０８－１

プレビ 天満屋ハピータウン岡南 702-8056 岡山県岡山市南区築港新町1-18-5天満屋ハピータウン岡南店内３階ﾌﾟﾚﾋﾞﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾅｰ

アミパラテクノランド 700-0808 岡山県岡山市北区大和町１ー７ー１２

プレビ 天満屋ハピータウン岡北 700-0804 岡山県岡山市北区中井町2-2-7天満屋ハピータウン岡北店内３階プレビプレイランドコーナー

プレビ 天満屋ハピータウン児島 711-0921 岡山県倉敷市児島駅前2-35天満屋ハピータウン児島店内３階プレビプレイランドコーナー

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　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

ピノッキースパティオ福山店 720-0801 広島県福山市入船町３丁目１－６０ゆめタウン福山２Ｆ

お宝市番館瀬戸大橋店 769-0213 香川県綾歌郡宇多津町大字東分２９５－１

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

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

アミパラ周南久米店 745-0801 山口県周南市大字久米２８３４イオンタウン周南久米

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

パスカワールド宇土店 869-0400 熊本県宇土市善導寺町綾織９５番地  宇土シティプラザ内

パスカランドはません店 862-0965 熊本県熊本市南区田井島１－２－１ゆめタウンはません店３Ｆ

パスカワールドグリーンランド店 864-0012 熊本県荒尾市本井手字大谷1574-54

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

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴジャングルパーク鹿児島店 890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎1-11-1フレスポジャングルパーク内２Ｆ

フェスタ佐伯店 876-0047 大分県佐伯市鶴岡西町2丁目163番地 コスモタウン佐伯内

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 イオンモール福岡店 811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ﾉ木192-1  2F

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

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

近畿

中四国

九州


