
住所店舗名 URL

MOLLY.ONLINE https://www.molly.online/
セガ キャッチャーオンライン https://segacatcher.com/

ソユーゲームフィールド旭川西店 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 https://soyu-am.jp/shop/asahikawanishi/
ソユーゲームフィールド 旭川駅前店 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 https://soyu-am.jp/shop/asahikawaekimae/
ソユーゲームフィールド 発寒店 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 https://soyu-am.jp/shop/hassamu/
ソユーゲームフィールド 苗穂店 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 https://soyu-am.jp/shop/naebo/
ソユーゲームフィールド 八戸店 青森県八戸市沼館四丁目7番112号　八戸ピアドゥB棟2F https://soyu-am.jp/shop/hachinohe/
スペースファンタジーインフィニ 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 https://soyu-am.jp/shop/infini/
ソユーゲームフィールド 御所野店 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 https://soyu-am.jp/shop/gosyono/
ソユーゲームフィールド 三川店 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 https://soyu-am.jp/shop/mikawa/
ソユーゲームフィールド 盛岡南店 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 https://soyu-am.jp/shop/moriokaminami/
アミューズメントゾーン 北上店 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 https://soyu-am.jp/shop/kitakami/
ソユーゲームフィールド 天童店 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2F https://soyu-am.jp/shop/tendou/
ソユーゲームフィールド 釜石店 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 https://soyu-am.jp/shop/kamaishi/
ゲームフィールド　仙台長町店 宮城県仙台市太白区長町7丁目20番3号　ザ・モール仙台長町店3F https://soyu-am.jp/shop/sendainagamachi/
ソユーゲームフィールド古川店 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 https://soyu-am.jp/shop/furukawa/
プレイランド 菖蒲店 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1　モラージュ菖蒲3F https://soyu-am.jp/shop/syoubu/
ソユーゲームフィールドいわき小名浜店 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3F https://soyu-am.jp/shop/iwakionahama/
ソユーゲームフィールド 川口店 埼玉県川口市並木元町1番79号　アリオ川口3F https://soyu-am.jp/shop/kawaguchi/
ソユーエンターテイメントスタジオ 須賀川店 福島県須賀川市古河105番地　イオンタウン須賀川B棟内 https://soyu-am.jp/shop/sukagawa/
ソユートイズニューヨーク 守谷店 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 https://soyu-am.jp/shop/moriya/
ソユーゲームフィールド 熊谷店 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 https://soyu-am.jp/shop/kumagaya/
ソユーゲームフィールド 新発田店 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 https://soyu-am.jp/shop/shibata/
ソユーゲームフィールド 長野三輪店 長野県長野市三輪九丁目43番24号　イオンタウン長野三輪2F https://soyu-am.jp/shop/nagano/
ソユープレイランドソピア 南大沢店 東京都八王子市南大沢二丁目28-1　イトーヨーカドー南大沢店3F https://soyu-am.jp/shop/minamiosawa/
ソユープレイランドソピア 八王子店 東京都八王子市狭間町1462-1　イトーヨーカドー八王子店3F https://soyu-am.jp/shop/hachiouji/
ソユーゲームフィールド 木更津店 千葉県木更津市築地1番4　イオンモール木更津2F https://soyu-am.jp/shop/kisarazu/
プレイランド 大和鶴間店 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 https://soyu-am.jp/shop/yamato/
ソユーゲームフィールド 湘南店 神奈川県藤沢市辻堂新町四丁目1番1号　湘南モールFILL2F https://soyu-am.jp/shop/syounan/
ファミリーファーム　赤池店 愛知県日進市赤池町箕ノ手1番　PRIMETREE AKAIKE 3F https://soyu-am.jp/shop/akaike/
ソユー竜宮タウン 静岡店 静岡県静岡市駿河区石田一丁目5番1号　アピタ静岡SC2F https://soyu-am.jp/shop/shizuoka/
ENTERTAINMENT FILED ららぽーとEXPOCITY店 大阪府吹田市千里万博公園2-1　3F　30060 https://soyu-am.jp/shop/expocity/
ソユーフォレストハンター 松前店 愛媛県伊予郡松前町筒井850番地　エミフルMASAKI AM棟1F https://soyu-am.jp/shop/masaki/
ソユーゲームフィールド 奈良橿原店 奈良県橿原市曲川町七丁目20番1　イオンモール橿原3F https://soyu-am.jp/shop/kashihara/
ソユーゲームフィールド　堺鉄砲町店 大阪府堺市堺区鉄砲町１番地　イオンモール堺鉄砲町3F https://soyu-am.jp/shop/sakaiteppocho/
ソユーゲームフィールド 泉南店 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2F https://soyu-am.jp/shop/sennan/

オンラインクレーンゲームトレバ http://www.toreba.net/play

アミューズファクトリー 常滑店 愛知県常滑市りんくう町２丁目２０番３　イオンモール常滑店２Ｆ　アミューズファクトリー http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/tokoname/index.html
プラサカプコン 羽生店 埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオンモール羽生 2F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/hanyu/index.html
プラサカプコン 甲府店 山梨県中巨摩郡昭和町西条3717 http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/koufu/index.html
プラサカプコン 広島店 広島県広島市佐伯区石内東4丁目1-1ジアウトレット広島1F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/hiroshima/index.php
プラサカプコン 池袋店 東京都豊島区 東池袋一丁目30番3 キュープラザ池袋　３階 http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/ikebukuro/index.html
ゲームランド 草津店 滋賀県草津市新浜町300 イオンモール草津 3F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_kusatsu/index.html
ゲームランド 岡崎店 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 イオンモール岡崎 シネマ館 2F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_okazaki/index.html
ネットキャッチャーカプとれ https://capcom-netcatcher.com/
プラサカプコン 磯子店 神奈川県横浜市磯子区磯子1-2-1 マリコム磯子 2F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/isogo/index.html
プラサカプコン 成田店 千葉県成田市ウイング土屋24 イオンモール成田 2F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/narita/index.html
ゲームランド 盛岡店 岩手県盛岡市前潟4-7-1 イオンモール盛岡 2F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_morioka/index.html
プラサカプコン 京都店 京都市右京区西院追分町25-1 イオンモール京都五条 3F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kyoto/index.html
プラサカプコン 直方店 福岡県直方市湯野原2-1-1 イオンモール直方 2F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/nogata/index.html
ゲームランド 千葉ニュータウン店 千葉県印西市中央北3-2 イオンモール千葉ニュータウン モール棟 3F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_chibanewtown/index.html
ゲームランド ちはら台店 千葉県市原市ちはら台西3-4 ショッピングモールunimoちはら台 2F http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_chihara/index.html

東京レジャーランド秋葉原店 東京都千代田区外神田1-9-5 http://llakihabara.sakura.ne.jp/
神奈川レジャーランド厚木店 神奈川県厚木市戸室5-31-1
群馬レジャーランド渋川店 群馬県渋川市八木原1364
福井レジャーランド板垣店 福井県福井市下馬3-102
名古屋レジャーランド大高店 愛知県名古屋市緑区大高町字忠治山12番地の1 https://www.leisurelan.co.jp/shop/ootaka.html
ゲームパニック堺店 大阪府堺市堺区築港八幡町1-1　堺浜えんため館内1階 https://www.leisurelan.co.jp/shop/sakai.html
スウィーツファクトリーパックン 会津若松店 福島県会津若松市幕内南町9－10
アドアーズ船橋店 千葉県船橋市本町1-31-26　セブン船橋B1～3F https://www.adores.jp/tenpo/funabashi.html
シルクハット川崎モアーズ 神奈川県川崎市川崎区 前本町7 岡田屋モアーズ内 1・2F http://matahari-entertainment.co.jp/shop/8/
アピナ長野村山店 長野県長野市村山502-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-01
アピナ長岡店 新潟県長岡市堺東町22番地 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/15-02
アピナ塩尻店 長野県塩尻市広丘野村1794-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-06
アピナ伊那店 長野県伊那市西町5093 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-07
アピナ飯田店 長野県飯田市座光寺3728-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-08
アピナ太田店 群馬県太田市内ヶ島町907-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/10-01
アピナ上越インター店 新潟県上越市下門前 1661番地 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/15-01
アピナ富山新庄店 富山県富山市荒川3-2-12 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/16-01
アピナ富山豊田店 富山県富山市豊田町2-12-66 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/16-02
アピナ小山店 栃木県小山市駅南町四丁目27-18 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/09-01
アピナ長野川中島店 長野県長野市川中島町御厨967-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-10
アピナ佐久インター店 長野県佐久市岩村田北1-13-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-09
アピナ野々市店 石川県野々市市白山町4-1　イオンタウン野々市内 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/17-02
アピナ上田店 長野県上田市秋和359-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-11
ドラマ港北インター店 神奈川県横浜市都筑区東方町321-6 http://www.dorama.co.jp/amusement/kohoku-inter/index.shtml
ディノスパーク上磯店 北海道北斗市七重浜7丁目14番地1 スーパーセンタートライアル上磯店内 https://www.sugai-dinos.jp/park/hakodate-kamiiso/
ディノスパーク札幌狸小路店 北海道札幌市中央区南2条西5丁目6-1 狸小路5丁目内 https://www.sugai-dinos.jp/park/tanuki-koji/
ディノスパーク北見店 北海道北見市西三輪5丁目1番地16 https://www.sugai-dinos.jp/park/kitami/
ディノスパーク帯広稲田店 北海道帯広市稲田町南8線西12番地1　スズランボウル内 https://www.sugai-dinos.jp/park/obihiro-inada/
ディノスパーク帯広店 北海道帯広市白樺16条西2丁目 ドリームタウン白樺内 https://www.sugai-dinos.jp/park/obihiro/
ディノスパーク苫小牧店 北海道苫小牧市柳町3丁目1番20号　イオンモール苫小牧内 https://www.sugai-dinos.jp/park/tomakomai/
ディノスパーク札幌手稲店 北海道札幌市手稲区前田1条11丁目　西友手稲店3階 https://www.sugai-dinos.jp/park/teine/
ディノスパーク旭川店 北海道旭川市大雪通5丁目496-5 https://www.sugai-dinos.jp/park/asahikawa/

タイトーステーション 海老名ビナウォーク店 神奈川県海老名市中央1-18-1　ビナウォーク六番館 2F https://www.taito.co.jp/gc/store/00001748
タイトーステーション 旭サンモール店 千葉県旭市イ-2676-1　サンモール3F https://www.taito.co.jp/gc/store/00001061
NICOPA & nico ground ニトリモール相模原店 神奈川県相模原市南区大野台6-1-1 ニトリモール相模原 3F https://www.karzoc.co.jp/store/storeinfo/kanto/post_42.html
楽市楽座イオンモール八幡東店 福岡県北九州市八幡東区東田3丁目2－102　イオンモール八幡東店3F
ユーズランド　倉敷店 岡山県倉敷市水江一番地 イオンモール倉敷２Ｆ http://www.yous-am.com/kurashiki.html
ユーズランド　水戸内原店 茨城県水戸市内原２丁目１番地　イオンモール水戸内原２Ｆ http://www.yous-am.com/mitouchihara.html
ユーズランド日の出店 東京都西多摩郡日の出町大字平井２３７番地３　イオンモール日の出３Ｆ http://www.yous-am.com/hinode.html
アミューズメントパークMG四万十店 高知県四万十市具同 211　マルナカ四万十店内 http://www.mginc.jp/amusement/shimanto.html
アミパラ 倉敷店 岡山県倉敷市西中新田624-1 http://www.amipara.co.jp/game/kurashiki
アミパラ 広島店 広島県広島市西区西観音町3-17 http://www.amipara.co.jp/game/hiroshima
アミパラ 鳥取店 鳥取県鳥取市晩稲348 イオンモール鳥取北2Ｆ http://www.amipara.co.jp/game/tottori
あみぱらんど福山店 広島県福山市三吉町南2-8-24 ゆめタウン福山様　北側 http://www.amipara.co.jp/game/fukuyama
アミパラ 岡山店 岡山県岡山市北区青江1丁目13-8 http://www.amipara.co.jp/game/okayama
アミパラ 津山店 岡山県津山市河辺1000-1 イオンモール津山２F http://www.amipara.co.jp/game/tsuyama
アミパラ 神辺店 広島県福山市神辺町大字新道上字1丁目2-1 http://www.amipara.co.jp/game/kannabe
アミパラ 高知店 高知県南国市篠原194-1 http://www.amipara.co.jp/game/kouchi
アミパラ 垂水店 兵庫県神戸市垂水区名谷町字室山1400-18 http://www.amipara.co.jp/game/tarumi
アミパラ 佐世保店 長崎県佐世保市大塔町18-15 イオン大塔様　北側 http://www.amipara.co.jp/game/sasebo
アミパラ 松山店 愛媛県松山市生石町655-1 http://www.amipara.co.jp/game/matsuyama
アミパラ　がいな店 鳥取県米子市日ノ出町１丁目8-13 http://www.amipara.co.jp/game/gaina
アミパラ鈴鹿店 三重県鈴鹿市西條町430-1 http://www.amipara.co.jp/game/suzuka
アミパラ加古川店 兵庫県加古川市尾上町今福71－2 http://www.amipara.co.jp/game/kakogawa
アミパラ草津店 滋賀県草津市木川町72 http://www.amipara.co.jp/game/kusatsu
アミパラ橿原店 奈良県橿原市十市町1222-1 ツインゲート橿原1F http://www.amipara.co.jp/game/kashihara
アミパラ周南久米店 山口県周南市大字久米2834　イオンタウン周南久米 http://www.amipara.co.jp/game/shunankume
アミパラ大東店 大阪府大東市南新田2丁目3-5 http://www.amipara.co.jp/game/daitou
ピノッキースパティオ山口店 山口県山口市大内千坊6丁目9番1号 ゆめタウン山口2F

取り扱い店舗一覧
PIEN～ぴえん～ぬいぐるみマスク　ぬいぐるみマスク　
取り扱い店舗一覧
PIEN～ぴえん～


