
地域 店舗名 郵便番号 住所

プラボ札幌店 060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2丁目1番地1ｴｽﾀ9階

プラボ小樽店 047-0008 北海道小樽市築港11番5号 ｳｨﾝｸﾞﾍﾞｲ小樽5番街3階

ディノスパーク苫小牧店 053-0053 北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝﾓｰﾙ苫小牧2F

ソユーゲームフィールド札幌苗穂店 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

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

ＧＡＬＡＸＹＧＡＴＥ函館店 041-0812 北海道函館市昭和3-31-12

げーむぱーく ぎゃらくしー イオンタウン江別SC店 069-0813 北海道江別市野幌町10-1イオンタウン江別SC店 2階

ギャラクシーゲート星が浦店 084-0912 北海道釧路市星が浦大通2-5

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤＢＡＳＥ７６５ 981-1294 宮城県名取市杜せきのした5-3-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ名取2F

ＳＵＰＥＲ　ＮＯＶＡ　ＴＥＮＤＯ 994-0049 山形県天童市南町1丁目5-26

ソユープレイランドソピア御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1  ｲｵﾝ秋田SC2F

ｎａｍｃｏエルムの街ショッピングセンター 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1 ｴﾙﾑの街SC C棟2F

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

ソユープレイランドソピア八戸店 031-0071 青森県八戸市沼館4-7-112八戸ﾋﾟｱﾄﾞｩB棟2F

ｎａｍｃｏイオンモールつくば店 305-0071 茨城県つくば市稲岡66-1 ｲｵﾝﾓｰﾙつくば店3F

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤｉｉａｓつくば 305-0817 茨城県つくば市研究学園C-50街区1 iiasつくば店2F2190

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

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

ビバックス勝田店 312-0042 茨城県ひたちなか市東大島2-11-11

ｎａｍｃｏけやきウォーク前橋店 371-0801 群馬県前橋市文京町2-1-1 けやきｳｫｰｸ前橋2F

ｎａｍｃｏイオンモール北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東1-3-1ｲｵﾝﾓｰﾙ北戸田

丸広百貨店 350-8511 埼玉県川越市新富町2-6-1 丸広百貨店内

ｎａｍｃｏイオンレイクタウン店 343-0826 埼玉県越谷市東町2-8 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝB街区3F3133区画

THE 3RD PLANET フレスポ八潮店 340-0822 埼玉県八潮市大瀬822-1ﾌﾚｽﾎﾟ八潮 3F

ゲオ東越谷店 343-0023 埼玉県越谷市東越谷4-8-17

ゲオ北越谷店 343-0805 埼玉県越谷市神明町2-119

ｎａｍｃｏららぽーと横浜店 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1-2階 23050

ｎａｍｃｏラゾーナ川崎店 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1LAZONA川崎ﾌﾟﾗｻﾞ4階

ＡＭ　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  岡田屋ﾓｱｰｽﾞ1･2階

アミューズメントベネクス大和店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間2752-2

THE 3RD PLANET 港北ニュータウン店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ﾉｰｽﾎﾟｰﾄﾓｰﾙ6F

小田原メトロポリス 256-0813 神奈川県小田原市前川219-4

ｎａｍｃｏ流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店 270-0121 千葉県流山市西初石六丁目185番2号

アドアーズアクアライン店 292-0071 千葉県木更津市中島地先　海ほたる 4階

セガ　秋葉原 101-0021 東京都千代田区外神田1-15-95F

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

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

セガ　ワールド　上小田井　ｍｏｚｏワンダーシティ 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番地mozoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ4F

アズパークファミリータウン 454-0972 愛知県名古屋市中川区新家1丁目2421番地 ｱｽﾞﾊﾟｰｸSC2F

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤイオンモール大高店 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字奥平子1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ大高3F

ｎａｍｃｏイオンモールナゴヤドーム前店 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3ｲｵﾝﾓｰﾙﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前3F

ｎａｍｃｏイオンモール熱田店 456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11 ｲｵﾝﾓｰﾙ熱田4F

ＮＬヒーローズキャンプ名古屋店 480-0200 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先1番地8

楽市楽座　イオンモール扶桑店 480-0105 愛知県丹羽郡扶桑町南山名字高塚5番地ｲｵﾝﾓｰﾙ扶桑ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

小牧メトロポリス 485-0015 愛知県小牧市間々片山181-1

豊川メトロポリス 442-0824 愛知県豊川市下長山町上ｱﾗｲ41288

半田メトロポリス 475-0838 愛知県半田市旭町3-11-1

中川メトロポリス 454-0954 愛知県名古屋市中川区江松3-110

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

ｎａｍｃｏカラフルタウン岐阜店 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野三丁目3番6 ｶﾗﾌﾙﾀｳﾝ岐阜内

大垣メトロポリス 503-0808 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

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

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤららぽーと磐田店 438-0801 静岡県磐田市高見丘1200番地ららぽｰと磐田店2F店番21210

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

ポート２４浜松店 431-0202 静岡県浜松市西区坪井町4183

ゲーム・パラダイス 920-0849 石川県金沢市堀川新町5-1ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｽｸｴｱ1F

金沢メトロポリス 920-0333 石川県金沢市無量寺第2土地区画整理事業地内B-20街区金沢ｺﾛﾅﾜｰﾙﾄﾞ1F

ｎａｍｃｏイオンモール佐久平店 385-0029 長野県佐久市佐久平駅南11-10ｲｵﾝﾓｰﾙ佐久平2F

ｎａｍｃｏアリオ上田店 386-0025 長野県上田市天神3-5-1 ｱﾘｵ上田1F 店番1-21

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

アピタ魚津店ゲームコーナー 937-0851 富山県魚津市住吉600番地 ｱﾋﾟﾀ魚津店2F

アピタ黒部店ゲームコーナー 938-0806 富山県黒部市前沢字北1017番地4 ｱﾋﾟﾀ黒部店2F

アピタ富山東店ゲームコーナー 930-0835 富山県富山市上冨居3-8-38ｱﾋﾟﾀ富山東店2F

ゲームスポット２０７ 933-0856 富山県高岡市鐘紡町1655-3

ｎａｍｃｏイオンモール京都店 601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町1番地ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO14060

ゲームＡ－ＣＨＯ 604-8043 京都府京都市中京区寺町通り四条上る東大文字町302-303A-breakﾋﾞﾙ2F

ｎａｍｃｏイオン桑名ショッピングセンター 511-0863 三重県桑名市新西方1-43 ｲｵﾝ桑名SC内

ナムコランドイオンモール鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2ｲｵﾝﾓｰﾙ鈴鹿2F

ｎａｍｃｏビバシティ彦根店 522-0044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43-1 ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ彦根2F

THE 3RD PLANET イオンタウン彦根店 522-0007 滋賀県彦根市古沢町255-1

セガ　あべの　キューズモール 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1あべのﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸ ｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ行 区画番号332 ｾｶﾞあべのｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ

ｎａｍｃｏくずはモール店 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町10-85KUZUHAMALL南館2階

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ鳳店 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12 ｱﾘｵ鳳ｱﾘｵﾓｰﾙ3F3280

ｎａｍｃｏイオンモール大日店 570-0016 大阪府守口市大日東町1-18 ｲｵﾝﾓｰﾙ大日4F

ソユーウエスタンシティＵＣＷ店 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋6-2-61  ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨｳｫｰｸTM3F

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

プリッズ姫路店 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江520 ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ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

プレジャーパーク白浜 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1011白浜御苑内

ナムコランド川之江店 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町1136-1ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ川之江店内2F

アクトピア大洲 795-0054 愛媛県大洲市中村字宮の前246-1 ｱｸﾄﾋﾟｱ大洲店内

ｎａｍｃｏフジグラン今治店 794-0033 愛媛県今治市東門町5-13-1ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ今治2階

楽市楽座　広島店 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52  ｲｵﾝ広島段原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内7階7001区画

福山メトロポリス 721-0953 広島県福山市一文字町24-1

セガ　高松 761-8058 香川県高松市勅使町535

ゆめタウン高松店 761-8072 香川県高松市三条町中所608-1ゆめﾀｳﾝ高松店2Fゆめﾗﾝﾄﾞ

ナムコランド十川店 761-0433 香川県高松市十川西町651-1ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ十川別棟

セガ　ワールド　フジグラン 780-8076 高知県高知市朝倉東町52-15ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ高知 3F

サニーアクシス南国アクシスキッズ 783-0005 高知県南国市大そね乙1009 ｻﾆｰｱｸｼｽ南国店

ｎａｍｃｏフジグラン四万十店 787-0019 高知県四万十市具同字東五反田2222番地 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ四万十店内

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7-1ｲｵﾝﾀｳﾝ防府 1F

THE 3RD PLANET 山口店 753-0056 山口県山口市湯田温泉6-8-3

ゆめらんど益田店 698-0041 島根県益田市高津7-21-12ｲｽﾞﾐゆめﾀｳﾝ益田2F

ｎａｍｃｏフジグラン石井店 779-3223 徳島県名西郡石井町高川原字天神544番地1 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ石井店内2F

ｎａｍｃｏゆめタウン徳島店 771-1202 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88番地の1 ゆめﾀｳﾝ徳島2階

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2F

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

ｎａｍｃｏ杉乃井ホテル店 874-0832 大分県別府市観海寺1 ｽｷﾞﾉｲﾊﾟﾚｽ1F

楽市楽座　イオン佐世保店 857-1161 長崎県佐世保市大塔町1861-12

プラボ久留米店 839-0865 福岡県久留米市新合川1丁目2番1号ゆめﾀｳﾝ久留米2階

楽市楽座　イオンモール筑紫野店 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺434-1ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野店3F

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

スペース２５　　甘木店 838-0068 福岡県朝倉市甘木岩入380ｲｵﾝ甘木店2F

楽市楽座　砂津店 802-0014 福岡県北九州市小倉北区砂津3-1-1ﾁｬﾁｬﾀｳﾝ小倉B棟3F

小倉メトロポリス 803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町41421

『おじぱん ：ぬいぐるみリュック』 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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