
地域 店舗名 郵便番号 住所

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

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 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 青森店 030-0843 青森県青森市浜田一丁目14番地1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ青森店2F

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 八戸ﾋﾟｱﾄﾞｩB棟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

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 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 

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

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

セガ 仙台 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-5-5三経60ビル

アミュージアム富谷店 981-3329 宮城県富谷市大清水1丁目33番地1 ｲｵﾝﾓｰﾙ富谷別棟 (109ｼﾈﾏｽﾞ富谷内)

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 ｻﾞ･ﾓｰﾙ仙台長町店3F

SOYU　Game　Field　古川店 989-6232 宮城県大崎市古川沢田字筒場浦15番地 ｲｵﾝﾀｳﾝ古川内

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

 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 

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

ＦＥＳＴＡ古河店 306-0021 茨城県古河市松並2-18-10

セガ 水戸 310-0015 茨城県水戸市宮町1-7-44コムボックス310

ユーズランド水戸内原店 319-0305 茨城県水戸市中原町字西135 ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原2F

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

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

セガスマーク伊勢崎 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方町368　スマーク伊勢崎　セガスマーク伊勢崎3F 302区画

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 336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門3710ｲｵﾝﾓｰﾙ浦和美園2F

プレイランド 菖蒲店 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1 ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲3F

ソユーゲームフィールド 熊谷店 360-0032 埼玉県熊谷市銀座二丁目245番地 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾆｯﾄｰﾓｰﾙ4F

ＦＥＳＴＡ上尾店 362-0034 埼玉県上尾市愛宕3丁目1-40ﾊﾞﾘｭｰﾌﾟﾗｻﾞ上尾愛宕店内2階

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-BAY 西館3階

宝島ららぽーと柏の葉店 277-0871 千葉県柏市若柴175ららぽｰと柏の葉店3F

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

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

アミュージアム豊洲店 135-0061 東京都江東区豊洲2-4-9 ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｯｸららぽｰと豊洲3F

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 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大森店3F

セガ 新宿歌舞伎町 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-21-1第二東亜会館1F・2F

新宿 スポーツランド本館 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-121F

セガ 池袋GiGO 170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-1

アミュージアムOSC店 178-0063 東京都練馬区東大泉2-34-1 ｵｽﾞ･ｽﾀｼﾞｵ･ｼﾃｨ2F

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562-1 ﾓﾘﾀｳﾝ東館2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 

ファミリーファーム 川崎ルフロン店 210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 川崎ﾙﾌﾛﾝ 6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 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ川崎店3F

プレイランド 大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間一丁目3-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大和鶴間店3F

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ﾋﾞﾅｳｫｰｸ六番館 2F

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

メジャーロード黒崎店 950-1101 新潟県新潟市西区山田3303番地

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

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ 長野大通り店 380-0833 長野県長野市鶴賀権堂町1506ｰ3 長電権堂第2ﾋﾞﾙ  1F

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ﾋﾞﾙ

エーツー南瀬名店 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町2-5

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 ｱﾋﾟﾀ静岡SC2F

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 ｴｽﾊﾟﾙｽﾄﾞﾘｰﾑﾌﾟﾗｻﾞ3F

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

ユーズランド東浦店 470-2102 愛知県知多郡東浦町緒川申新田二区67-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ東浦2F

アミュージアム津島店 496- 0027 愛知県津島市大字津島字北新開351番地 ﾖｼﾂﾞﾔ津島本店 ｼﾈﾏ館2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 ﾋﾟｴﾘ守山店1F

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

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 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｼﾃｨﾋﾞﾙ3F

ソユーゲームフィールド　みのおキューズモール店 562-0034 大阪府箕面市西宿一丁目15番30号 みのおｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ CENTER棟2階

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 3F

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ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰｱﾘｵ八尾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

セガ 神戸umie サウスモール 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎1-7-2A-408

セガ あまがさき キューズモール 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-3-1ココエあまがさき内4F

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七丁目20番1 ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F

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

セガ 倉敷 710-0833 岡山県倉敷市西中新田535-2

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

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

ソユーゲームフィールド 高松店 761-8012 香川県高松市香西本町1番地1 ｲｵﾝﾓｰﾙ高松2F

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

タイトーステーション サニーサイドモール小倉店 800-0221 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10-1

スマイルステーション戸畑 804-0067 福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2  ｲｵﾝ戸畑3F

タイトーステーション キャナルシティ博多店 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-22ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多4F

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

タイトーステーション 熊本下通店 860-0803 熊本県熊本市中央区新市街6-6

楽市楽座 イオンモール熊本店 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232-1603 ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本店2F

タイトーステーション ゆめタウン光の森店 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森7丁目33番地1ゆめﾀｳﾝ光の森2F

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ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞおおいた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

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ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島6F

九州

『映画 私がモテてどうすんだ ボールチェーン付きぬいぐるみ』 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。

※営業時間の短縮や休業の場合もございます。
※予告なく導入店舗の変更や増える可能性がございます。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


