
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

遊戯街ロマン通り旭川西 070-0823 北海道旭川市緑町23-2161-3  ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西3F

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 

ｎａｍｃｏサッポロファクトリー店 060-0031 北海道札幌市中央区北1条東4丁目1番地1 札幌ﾌｧｸﾄﾘｰ1条館

ｎａｍｃｏ札幌エスタ店 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

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

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　帯広店 080-0051 北海道帯広市白樺16条西2丁目ﾄﾞﾘｰﾑﾀｳﾝ白樺内

ＢＩＧＢＡＮＧ函館 040-0015 北海道函館市梁川町9-3ﾊﾟﾎﾞｯﾂ函館3F

ディノスパーク　北見店 090-0838 北海道北見市西三輪5丁目1番地16    

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

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

ゲームランド盛岡店 020-0148 岩手県盛岡市前潟4-7-1ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡2F

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

ゲームメイト仙台店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 ｲｰﾋﾞﾝｽﾞ 4F

ソユーゲームフィールド　天童店 994-0000 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内34街区 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

ゲームフィールド十文字店 019-0505 秋田県横手市十文字町仁井田字東22-1 ｽｰﾊﾟｰﾓｰﾙﾗｯｷｰ内

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

万ＳＡＩ堂　秋田店 011-0911 秋田県秋田市飯島字堀川10    

ソユープレイランドソピアいとくアクロス能代店 016-0188 秋田県能代市字寺向70番地 いとくｱｸﾛｽ能代店内

ｎａｍｃｏエルムの街ショッピングセンター店 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 本棟2階

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

プレイランド　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

ソユープレイランドソピア　八戸店　 031-0071 青森県八戸市沼館四丁目7番112号 八戸ﾋﾟｱﾄﾞｩB棟2F

エンターテイメントスタジオ須賀川 962-0803 福島県須賀川市古河105番ｲｵﾝﾀｳﾝ須賀川B棟内

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

ｎａｍｃｏ　ｉｉａｓつくば店 305-0817 茨城県つくば市研究学園5丁目19番地 iiasつくば店2F2190

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

プレビ劇場ＩＳＥＳＡＫＩ　 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方346-3  ｽﾏｰｸ伊勢崎店3Fﾌﾟﾚﾋﾞ劇場ISESAKI  AM

モーリーファンタジー高崎店 370-3521 群馬県高崎市棟高町1400番地ｲｵﾝ高崎店3階

ｎａｍｃｏけやきウォ－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

プラサカプコン　羽生店 348-0039 埼玉県羽生市川崎2-281-3ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生2F

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

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ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲3階

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

ファミリーランド上尾駅前店 362-0042 埼玉県上尾市谷津2-1-1 ｼｮｰｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ5F 

ＡＭモナコ川越１号店 350-0043 埼玉県川越市新富町2-4-1関口池田ﾋﾞﾙ1F

ゲームシティ川口店 332-0017 埼玉県川口市栄町1-10-5

ＳＯＹＵＧａｍｅＦｉｅｌｄ川口店 332-0033 埼玉県川口市並木元町1-79ｱﾘｵ川口店3F

ニコパ草加舎人店 340-0032 埼玉県草加市遊馬町2-1島忠ﾎｰﾑｽﾞ草加舎人店1F

セガ　横浜中華街 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町80-1

ｎａｍｃｏラゾーナ川崎店 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 LAZONA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

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　川崎ダイス 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8番地川崎ﾀﾞｲｽﾋﾞﾙB2F

アピナ橋本店 252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-1-1ﾗ･ﾌﾛｰﾙ駐車場棟1階 

ｎａｍｃｏイオンモール幕張新都心店 261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾓｰﾙ3階

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 

アドアーズ秋葉原2号店 101-0021 東京都千代田区外神田1-13-1 Akiba1131ビル1F

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

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ八王子 192-0083 東京都八王子市旭町2-5 八王子駅前ﾋﾞﾙA館

タイトーステーション　池袋西口店 171-0021 東京都豊島区西池袋1-15-9

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

ＡＭ　Ｓｔ．Ｔｒｏｐｅｚ　池袋 170-0013 東京都豊島区東池袋1-29ｻﾝﾄﾛﾍﾟﾋﾞﾙ2F

PROJECT ADORES池袋店 170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目22番12号　高和ﾋﾞﾙB1～5階

プラボ宇都宮店 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町1606番地1 P&Dﾋﾞﾙ

レインボー宇都宮 321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町1865-1ｶﾙﾏｰﾚ宇都宮2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ｎａｍｃｏアピタ稲沢店 492-8275 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 ｱﾋﾟﾀ稲沢店

ＮＬヒーローズキャンプ名古屋店 480-0288 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先1番地8

ｎａｍｃｏイオンモール長久手店 480-1100 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内5､10､11街区 ｲｵﾝﾓｰﾙ長久手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

ｎａｍｃｏイオンモール大高店 459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目450 ｲｵﾝﾓｰﾙ大高3F

ｎａｍｃｏイオンモール各務原店 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ各務原店2F

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

ゲームファンタジアン柳津店  501-6121 岐阜市柳津町上佐波西3丁目68番地

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

ソユーゲームフィールド　新発田店 957-0061 新潟県新発田市住吉町五丁目11番5号 ｲｵﾝﾓｰﾙ新発田2F

わいわいランド三島店 411-0838 静岡県三島市中田町9-30ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ三島店内3F

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ沼津店 410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-5

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

ｎａｍｃｏイオンモールかほく店 929-1126 石川県かほく市内日角ﾀ25 ｲｵﾝﾓｰﾙかほく内

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

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

ハリケーン　　京都店 604-8046 京都府京都市中京区新京極通り蛸薬師  東側町501-17

ｎａｍｃｏイオンモールＫＹＯＴＯ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

モーリーファンタジー松阪店 515-0812 三重県松阪市船江町1392-27ﾏｰﾑ松阪店3階

ｎａｍｃｏ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

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

ｎａｍｃｏイオンモール鶴見緑地店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1-421 ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴見緑地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

開放倉庫　桜井店 633-0061 奈良県桜井市上之庄227-1

テクモピアフォーレ伊丹店 664-0000 兵庫県伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹3F

ユーズランド和歌山店 640-8451 和歌山県和歌山市中字楠谷573番地

ｎａｍｃｏイオンモール広島府中店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須2-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中3F

お宝買取団八丁堀店 730-0034 広島県広島市中区新天地5-3地下1F ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ｎａｍｃｏゆめタウン広島店 734-0007 広島県広島市南区皆実町2丁目8番17号 ゆめﾀｳﾝ広島店342

お宝買取団　東広島店 739-0013 広島県東広島市西条御条町6-20-4F  店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ         

ｎａｍｃｏゆめタウン廿日市店 738-0023 広島県廿日市市下平良二丁目2番1号3F

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

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

マンガ倉庫　　加納店 889-1605 宮崎県宮崎市清武町加納乙240

ｎａｍｃｏ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39番1 ゆめﾀｳﾝ光の森南館3F

ぐるぐる倉庫菊陽店 869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2774−2

ｎａｍｃｏワンダーシティ南熊本店 862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺6丁目9番1

ｎａｍｃｏゆめタウン佐賀店 849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1 ゆめﾀｳﾝ佐賀店2F

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

ｎａｍｃｏゆめタウン夢彩都店 850-0035 長崎県長崎市元船町10-1 夢彩都4F

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

ｎａｍｃｏ博多バスターミナル店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1 博多ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ7F

沖縄 ｎａｍｃｏ那覇メインプレイス店 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4丁目4番地9号 ｻﾝｴｰ那覇ﾒｲﾝﾌﾟﾚｲｽ内2F

近畿

中四国

九州

『おそ松さん ふりむきゅん ラグラン もちもちダイカットクッションPart2』 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

北陸東海


