
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⻄店 070-0823 北海道旭川市緑町23-2161-3  ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川⻄3F
万代アミューズ音更店 080-0301 北海道河東郡音更町⽊野⼤通⻄15-2-4
ソユーゲームフィールド 発寒店 063-0828 北海道札幌市⻄区発寒⼋条12丁目1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌発寒3F
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二条3-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌苗穂1F
万代札幌藤野 ＵＦＯコーナー 061-2282 北海道札幌市南区藤野二条3丁目41334
ＭＡＸＩＭ ＨＥＲＯ 060-0806 北海道札幌市北区北6条⻄6丁目1−1
洞爺サンパレスゲームコーナー 049-5721 北海道有珠郡壮瞥町字洞爺湖温泉7-1
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68-6  銀河ﾓｰﾙ1F
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1-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ釜石内3階
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
プラサカプコン石巻店 986-0861 宮城県石巻市蛇田字新金沼170番地ｲｵﾝ石巻ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F
ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ＢｉＶｉ仙台店 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡37281
タイトーステーション仙台名掛丁店 980-0021 宮城県仙台市⻘葉区中央1-7-13
ゲームフィールド仙台⻑町店 982-0011 宮城県仙台市太⽩区⻑町7丁目20番3号 ｻﾞ･ﾓｰﾙ仙台⻑町店3F
万代書店 多賀城店 985-0843 宮城県多賀城市明月1-168-1
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
お宝中古市場 山形南店 990-2461 山形県山形市南館4丁目1-1
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128-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ三川1F
お宝中古市場 米沢店 992-0021 山形県米沢市⼤字花沢178-1
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  ｲｵﾝ秋田SC2F
ソユーゲームフィールド能代店 016-0121 秋田県能代市鰄渕字古屋布1番 イオンタウン能代内
スペースファンタジーインフィニ店 036-8092 ⻘森県弘前市城東北3-10-1 さくら野百貨店弘前店4F
ソユーゲームフィールド ⻘森店 030-0843 ⻘森県⻘森市浜田1-14-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ⻘森店2F
ソユーゲームフィールド ⼋⼾店 031-0071 ⻘森県⼋⼾市沼館4-7-112 ⼋⼾ﾋﾟｱﾄﾞｩB棟2F
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⺒町79番地 イオンモールいわき小名浜3階 
万代アミューズいわき店 971-8111 福島県いわき市小名浜⼤原甲新地49番地1
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幕内南154 MEGAドン・キホーテUNY会津若松店2F
ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ピボット福島店 960-8031 福島県福島市栄町1-1 ﾊﾟﾜｰｼﾃｨﾋﾟﾎﾞｯﾄ内
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ﾋﾞﾙ2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丁目2番地2 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝKAZE3F
ウエアハウス越谷店 343-0804 埼玉県越谷市南荻島841-1
スウィーツファンタジー・パックン 桶川店 363-0029 埼玉県桶川市下日出谷東2-15-1 ベニバナウォーク桶川 2階
ソユーゲームフィールド 菖蒲店 346-0195 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1 ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲3階
エブリディ行田店 361-0037 埼玉県行田市下忍644-1
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
スイーツファンタジー パックン東松山店 355-0048 埼玉県東松山市あずま町四丁目3番地 ﾋﾟｵﾆｳｫｰｸ東松山店2F
エブリデイとってき屋東京本店 340-0803 埼玉県⼋潮市上馬場460−1
スウィーツファクトリーパックン⻑津田店 226-0018 神奈川県横浜市緑区⻑津田みなみ台4-7-1 ｱﾋﾟﾀ⻑津田店2F
シルクハット ⼤船 247-0056 神奈川県鎌倉市⼤船1-24 ⼤船駅前ﾋﾞﾙ1-3F
シルクハット川崎モアーズ 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町7番地  岡田屋ﾓｱｰｽﾞ1･2階
アミューズメントパフェパレパレ稲⽑⻑沼店 263-0001 千葉県千葉市稲⽑区⻑沼原町731-17 ﾌﾚｽﾎﾟ稲⽑
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町2-41487
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
イスカンダル⽊更津店 292-0834 千葉県⽊更津市潮見4-1-2
シルクハット 蒲田⻄口 144-0051 東京都⼤田区⻄蒲田7-2-3 第二醍醐ﾋﾞﾙ 地下1F~地上2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2-13-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ⼤森店3F
ゲームランド アソビニムチュウ 194-0215 東京都町田市小山ヶ丘6-1-10 ミスターマックス町田多摩境店 内
ゲームプラザセントラル ⼋王子店 192-0082 東京都⼋王子市東町12−15 第五ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ
タイトーステーション府中くるる店 183-0023 東京都府中市宮町1丁目50番地府中くるるB1F
東京レジャーランド池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋1-29-1サントロペ池袋ビル2階3階
ファンタジーガルー宇都宮 321-0101 栃⽊県宇都宮市江曽島本町22-7 ｱﾋﾟﾀ宇都宮店
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
タイトーＦステーション小山店 323-0014 栃⽊県小山市喜沢1475番地
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
ゲーム ファンタジアン 蒲郡店 443-0046 愛知県蒲郡市竹谷町中野1−1
ジャムジャムガーデン津島店 496-0027 愛知県津島市津島北新開351 ﾖｼﾂﾞﾔ津島本店3F
タイトーFステーションラザウォーク甲斐双葉店 400-0107 山梨県甲斐市志田字柿⽊616-1
万代書店  山梨本店 400-0117 山梨県甲斐市⻄⼋幡4415
アミューズメントワールドららぽーと沼津店 410-0302 静岡県沼津市東椎路字東荒301番3 ららぽｰと沼津3階
ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ 焼津店 425-0091 静岡県焼津市⼋楠3-18-5
MARK IS 静岡店 420-0821 静岡県静岡市葵区柚⽊191 MARK IS 静岡3階
ソユー⻯宮タウン 静岡店 422-8042 静岡県静岡市駿河区石田1-5-1ｱﾋﾟﾀ静岡SC内
福井レジャーランド板垣店 918-8112 福井県福井市下馬3-102
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1F
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3  
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EXPOCITY 3F
タイトーＦステーションりんくうシークル店 598-0047 ⼤阪府泉佐野市りんくう往来南3番地りんくうプレジャータウンシークル内
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
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  アポロビル4階
レインボーランド⼋尾店 581-0036 ⼤阪府⼋尾市沼1-1 ｲｽﾞﾐﾔ⼋尾店1F
ソユーゲームフィールド みのおキューズモール店 562-0034 ⼤阪府箕⾯市⻄宿⼀丁目15番30号 みのおキューズモール CENTER棟2階
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
NICOPA 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１F
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
アミパラ 加古川店 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福71-2
レインボーランド和歌山店 640-8325 和歌山県和歌山市新生町7-20 ｲｽﾞﾐﾔ和歌山店2F
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
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
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7-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ防府 1F

『チキップダンサーズ ぬいぐるみ XLプレミアム』導入店一覧
休業・時短営業店舗が含まれる場合がございます。営業状況は各店にお問い合わせ下さい。

※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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