
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 北海道旭川市緑町⼆⼗三丁目2161番地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
万代書店札幌手稲店 006-0032 北海道札幌市手稲区稲穂⼆条 2丁目2-8           
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 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
わいわいランド帯広店 080-0831 北海道帯広市稲⽥町南8線⻄10-1イトーヨーカドー帯広店内2Ｆ
ソユーゲームフィールド 釜石店 026-0011 岩手県釜石市港町⼆丁目1番1号 イオンタウン釜石店3Ｆ
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
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 ザ・モール仙台⻑町店3Ｆ
万代書店 仙台泉店 981-3111 宮城県仙台市泉区松森斎兵衛58-9
万代書店仙台南店 981-1103 宮城県仙台市太⽩区中⽥町杉の下34番地
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
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 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 036-8092 ⻘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
ソユーゲームフィールド ⻘森店 030-0843 ⻘森県⻘森市浜⽥一丁目14番地1 イトーヨーカドー⻘森店2F
ソユーゲームフィールド ⼋⼾店 031-0071 ⻘森県⼋⼾市沼館四丁目7番112号 ⼋⼾ピアドゥ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 
ソユーエンターテイメントスタジオ 須賀川店 962-0803 福島県須賀川市古河105番地 イオンタウン須賀川B棟内
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
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
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
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
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
ソユーゲームフィールド菖蒲店 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1 モラージュ菖蒲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 ショッピングセンターニットーモール4F
エブリディ行⽥店 361-0037 埼玉県行⽥市下忍644-1
SOYU Game Field 上⼤岡店 233-0002 神奈川県横浜市港南区上⼤岡⻄一丁目18番3号 ミオカリスト館6階
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 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四丁目1番1号 湘南モールFILL2F
ポニー 四街道店 284-0009 千葉県四街道市四街道都市中央5番地イトーヨーカドー四街道店2F
もってきーな習志野店 275-0024 千葉県習志野市茜浜1-1-1
千葉鑑定団 松⼾店 271-0061 千葉県松⼾市栄町⻄２丁目８６５
プラサカプコン 成⽥店 286-0021 千葉県成⽥市ｳｲﾝｸﾞ土屋24 ｲｵﾝﾓｰﾙ成⽥2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ
ソユーゲームフィールド千城台店 264-0005 千葉県千葉市若葉区千城台北3丁目21-1 イコアス千城台 3F
千葉鑑定団  ⼋千代店 276-0025 千葉県⼋千代市勝⽥台南1-18-1
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
東京レジャーランド⻲有店 125-0061 東京都葛飾区⻲有3-21-2
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
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
テクモピアパルテロン宇都宮店 321-0962 栃⽊県宇都宮市今泉町２３７  福⽥屋ショッピングプラザ宇都宮店２階
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
わいわいランド知多店 478-0065 愛知県知多市新知東町1-10-1  イトーヨーカドー知多店内 2F
万代書店  山梨本店 400-0117 山梨県甲斐市⻄⼋幡4415
カバロ甲府昭和店 409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町⻄条13-1イトーヨーカドー甲府昭和店2Ｆ
ソユー⻯宮タウン 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
プラサカプコン 志都呂店 432-8066 静岡県浜松市⻄区志都呂町5605 ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松志都呂3F
浜北鑑定団 431-3125 静岡県浜松市東区半⽥山5-36-1 ｱﾛﾏ半⽥ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F   
MIRAINO イオンモール⽩山店 924-0011 石川県⽩山市横江町土地区画整理事業施工地区内1街区 イオンモール⽩山3階
ソユーゲームフィールド ⻑野三輪店 380-0803 ⻑野県⻑野市三輪九丁目43番24号 イオンタウン⻑野三輪2F
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
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
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
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
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 ユニバーサル・シティビル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七丁目20番1 イオンモール橿原3F
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
ピノッキースパティオ倉敷店 710-0834 岡山県倉敷市笹沖1274-1 ゆめタウン倉敷3F
ピノッキースパティオ呉店 737-0029 広島県呉市宝町5-10 ゆめタウン呉3F
ピノッキースパティオ福山店 720-0801 広島県福山市入船町3-1-60 ゆめタウン福山2F
ソユーゲームフィールド 高松店 761-8012 ⾹川県高松市⾹⻄本町1番地1 イオンモール高松2Ｆ
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
ピノッキースパティオ益⽥店 698-0041 島根県益⽥市高津7丁目21-12 ゆめタウン益⽥2F
ピノッキースパティオ浜⽥店 697-0052 島根県浜⽥市港町227-1 ゆめタウン浜⽥3F
楽市楽座イオンモール熊本コンテナモール 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町⼤字上島字⻑池2232 ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本ｺﾝﾃﾅﾓｰﾙ3番駐⾞場A区画
ピノッキースパティオ行橋店 824-0031 福岡県行橋市⻄宮市3-8-1 ゆめタウン行橋2F
楽市楽座  ⿊崎店 806-0042 福岡県北九州市⼋幡⻄区桜ｹ丘町1-3 2F

近畿

中四国

九州

『チキップダンサーズ マスコットキーチェーン』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。

北海道

東北

関東

北陸東海


