
住所店舗名 URL 住所店舗名 URL
楽市楽座 サンリブシティ小倉店 福岡県北九州市小倉南区小倉南区上葛原２丁目１４－１ サンリブシティ小倉店2階 https://rakupa.jp/shop/sunlivecity-kokura/
楽市楽座 サンストリート浜北店 静岡県浜松市浜北区平口２８６１　サンストリート浜北2F https://rakupa.jp/shop/sunstreet-hamakita/

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

ユーズランド和歌山店 和歌山県和歌山市中字楠谷５７３番地　イオンモール和歌山２Ｆ http://www.yous-am.com/wakayama.html

こころっこ岡南店 岡山県岡山市南区築港新町1-18-5　天満屋ハピータウン岡南店内3階 http://www.plabi.com/?p=596

レインボーランド八尾店 大阪府八尾市沼1丁目1番地 イズミヤ1Ｆ http://www.fqst.co.jp/shop/

アミパラ日吉津店 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1　イオンモール日吉津西館２Ｆ http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=20

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/store/detail.php?id=19

あみぱらんど福山店 広島県福山市三吉町南2-8-24 http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=10

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/store/detail.php?id=2

アミパラ高知店 高知県南国市篠原南国市篠原194-1 http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=26

アミパラ下関店 山口県下関市長府才川1丁目42-48 http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=22

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/store/detail.php?id=17

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　北側 http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=27

アミパラ鈴鹿店　 三重県鈴鹿市西條430-1 http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=5

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/store/detail.php?id=18

アミパラ草津店 滋賀県草津市木川町72 http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=6

アミパラ橿原店 奈良県橿原市十市町 http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=15

アミパラ周南久米店 山口県周南市久米2834　イオンタウン周南久米 http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=23

アミパラフォレオ広島東店 広島県広島市東区温品1丁目3-2　フォレオ広島東1階 http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=4

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/store/detail.php?id=16

アミパラ久御山店 京都府久世郡久御山町森大内337 イオンタウン久御山内 http://www.amipara.co.jp/store/detail.php?id=29

タイトーステーション 府中くるる店 東京都府中市宮町1丁目50番地 B1 https://www.taito.co.jp/ts-fuchu
タイトーオンラインクレーン https://www.taito.co.jp/online_crane

ピノッキースパティオ 大竹店 広島県大竹市晴海一丁目6番1号 ゆめタウン大竹  2Ｆ https://provanet.wixsite.com/game-h-ootake

ピノッキースパティオ 益田店 島根県益田市高津7丁目21-12 ゆめタウン益田  2Ｆ https://provanet.wixsite.com/game-s-masuda

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 青森店 青森県青森市浜田一丁目14番地1　イトーヨーカドー青森店2F https://soyu-am.jp/shop/aomori/
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/
ソユーファミリーゲームフィールド 花巻店 岩手県花巻市高木第16地割68番地6 銀河モール花巻内 https://soyu-am.jp/shop/hanamaki/
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/
ソユーザウルスワールド 大森店 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 https://soyu-am.jp/shop/omori/
プレイランド 川崎店 神奈川県川崎市川崎区小田栄二丁目2-1　イトーヨーカドー川崎店3F https://soyu-am.jp/shop/kawasaki/
ソユーブレーメンタウン 鳴海店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山3番地9　アピタ鳴海店2F https://soyu-am.jp/shop/narumi/
ソユープレイランドソピア 幕張店 千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目417-25　イトーヨーカドー幕張店2F https://soyu-am.jp/shop/makuhari/
ソユープレイランドソピア 安城店 愛知県安城市住吉町三丁目1番8号　イトーヨーカドー安城店2F https://soyu-am.jp/shop/anjyo/
ファミリーファーム　川崎ルフロン店 神奈川県川崎市川崎区日進町1番地11　川崎ルフロン6F https://soyu-am.jp/shop/lefront/
ソユーゲームフィールド上大岡店 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目18番3号　ミオカリスト館6F https://soyu-am.jp/shop/mioka/
ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　ＦＩＥＬＤ　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/
ソユーウェスタンシティ 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 https://soyu-am.jp/shop/westerncity/
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/
ソユーファミリーゲームフィールド 防府店 山口県防府市鐘紡町7番1号　イオンタウン防府1F https://soyu-am.jp/shop/hofu/
ゲームフィールド 守山店 滋賀県守山市今浜町2620-5　ピエリ守山店1F https://soyu-am.jp/shop/moriyama/
ソユーゲームフィールド 高松店 香川県高松市香西本町1番地1　イオンモール高松2F https://soyu-am.jp/shop/takamatsu/
プレイランド 京都店 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 https://soyu-am.jp/shop/kyoto/
ソユーゲームフィールド箕面店 大阪府箕面市西宿一丁目15番30号　みのおキューズモールCENTER棟2F https://soyu-am.jp/shop/minoh/

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

ゲームランド 佐沼店 宮城県登米市南方町新島前46-1 イオンタウン佐沼 1F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_sanuma/

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

ゲームランド 新さっぽろ店 北海道札幌市厚別中央2条5丁目　新さっぽろアークシティ　カテプリさっぽろ3Ｆ https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/shinsapporo/index.html

プラサカプコン 徳重店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重 18番地の44 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/tokusige/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 稲沢店 愛知県稲沢市長野7-1-2 リーフウォーク稲沢 2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/inazawa/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 つがる柏店 青森県つがる市柏稲盛幾世41 イオンモールつがる柏 本館 2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kashimura/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

カプコサーカス 新潟東店 新潟県新潟市東区大形本町3-1-2 イオン新潟東店 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/niigatahigashi/index.html

プラサカプコン 吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1 いなりやビル B1F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kichijyoji/index.html

プラサカプコン 新居浜店 愛媛県新居浜市前田町8-8 イオンモール新居浜 2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/niihama/index.html

プラサカプコン 高知店 高知県高知市秦南町1-4-8 イオンモール高知東館3F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kochi/index.html

プラサカプコン 大分店 大分県大分市公園通り西2-1 パークプレイス大分 2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/oita/index.html

プラサカプコン 石巻店 宮城県石巻市茜平4-104イオンモール石巻 2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/ishimaki/index.html

ネットクレーンモール「とるモ」 https://app.torumo.namco.co.jp/

アピナ長野村山店 〒381-0011　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 〒940-2026　新潟県長岡市堺東町22番地 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/15-02

アピナ長野大橋店 〒380-0928　長野県長野市若里7-9-12 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-02

ｼｰﾄﾋﾟｱYAZ　焼津店 〒425-0055　静岡県焼津市道原585 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/29-01

アピナ松本店 〒390-0833　長野県松本市双葉19-10 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-04

アピナ塩尻店 〒399-0702　長野県塩尻市広丘野村1794-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-06

YAZ　WORLD　四日市店 〒510-0883　三重県四日市市泊小柳町4-34 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/24-02

アピナ伊那店 〒396-0021　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 〒395-0001　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 〒373-0813　群馬県太田市内ケ島町907-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/10-01

アピナ下館店 〒308-0847　茨城県筑西市玉戸1012-3 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/08-01

アピナ鶴岡店 〒997-0003　山形県鶴岡市文下字広野1-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/06-01

アピナ上越インター店 〒942-0063　新潟県上越市下門前1661 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/15-01

アピナ富山新庄店 〒930-0982　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 〒931-8313　富山県富山市豊田町2-12-66 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/16-02

ｱﾋﾟﾅ野々市ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 〒921-8816　石川県野々市市若松町5-5 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/17-01

アピナ小山店 〒323-0822　栃木県小山市駅南町4-27-18 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/09-01

アピナ長野川中島店 〒381-2221　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 〒385-0023　長野県佐久市岩村田北1-13-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-09

アピナ富山南店 〒939-8072　富山県富山市堀川町355-3　マイプラザ内 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/16-03

アピナ鈴鹿店 〒513-0834　三重県鈴鹿市庄野羽山4-20-1　イオンタウン鈴鹿　F2 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/24-01

アピナ上尾店 〒362-0015　埼玉県上尾市緑丘3-3-11-2 P･A･P･A上尾　ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｱﾍﾞﾆｭｰﾌﾟﾘﾝｾｽ棟 別棟 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/11-01

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1F https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/14-01

アピナ野々市店 〒921-8821　石川県野々市市町白山町4-1　ｲｵﾝﾀｳﾝ野々市店内 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/17-02

アピナ上田店 〒386-0041　長野県上田市秋和359-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-11

GAME SQUARE茂原 〒297-0012　千葉県茂原市六ツ野八貫野2785-1　ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ茂原内 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/28-01

YAZ磐田店 〒438-0026　静岡県磐田市西貝塚横須賀道北3690　ｲｵﾝﾀｳﾝ磐田内 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/29-03

ｱﾋﾟﾅ川越店 〒350-0026　埼玉県川越市泉町1-1　ｳﾆｸｽ南古谷ｼﾈﾏ棟1F https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/11-03

ｹﾞｰﾑｽｸｴｱ三芳 〒354-0041　埼玉県入間郡三芳町藤久保字北新埜855-403　ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ三芳内 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/11-04

ｱﾋﾟﾅ姫路店 〒670-0821　兵庫県姫路市東郷町1454-3　姫路ﾘｵｽ2F https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/26-01

ｱﾋﾟﾅ山下公園店 〒231-0801　神奈川県横浜市中区新山下1-2-8　港山下ﾅﾅｲﾛﾋﾞﾙ2F https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/14-02

ｱﾋﾟﾅ荻窪店 〒167-0043　東京都杉並区上荻1-13-10　ﾊｸｻﾝﾋﾞﾙ https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/27-06

ｱﾋﾟﾅ印西店 〒270-1335　千葉県印西市原1-2　ﾋﾞｯｸﾞﾎｯﾌﾟｶﾞｰﾃﾞﾝﾓｰﾙ印西2F https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/28-04

ｱﾋﾟﾅ市原店 〒290-0050　千葉県市原市更級4-2-1　ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ市原更級F棟1F https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/28-05

ｱﾋﾟﾅｷｯｽﾞﾊﾟｰｸ大津京店 〒520-0021　滋賀県大津市二本松1-1　BRANCH大津京A棟 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/31-01

YAZ WORLD野田七光台店 〒278-0051　千葉県野田市七光台4-2 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/28-02

YAZ 寝屋川店 〒572-0026　大阪府寝屋川市石津中町25-26 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/30-01

ｱﾋﾟﾅ各務原店 〒504-0832　岐阜県各務原市蘇原花園町2-9-1 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/32-1

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4F https://www.adores.jp/tenpo/aqualine.html

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3階 https://www.adores.jp/tenpo/shibuya.html
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1～3F https://www.adores.jp/tenpo/sunshine.html

名古屋ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ大高店 〒459-8001　愛知県名古屋市緑区大高町忠治山12-1 https://www.leisurelan.co.jp/shop/ootaka.html

岐阜ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ穂積店 〒501-0224　岐阜県瑞穂市稲里630 https://www.leisurelan.co.jp/shop/hodumi.html

ﾀｲﾄｰFｽﾃｰｼｮﾝあべのｱﾎﾟﾛ店 〒545-0052　大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31　きんえいｱﾎﾟﾛﾋﾞﾙ4F https://www.taito.co.jp/store/00002032
ﾀｲﾄｰFｽﾃｰｼｮﾝ市川妙典店 〒272-0111　千葉県市川市妙典5-3-1　ｲｵﾝ市川妙典店2番街2階 https://www.taito.co.jp/store/00002056
ｹﾞｰﾑﾊﾟﾆｯｸつくば店 〒300-0841　茨城県土浦市中村東1-1-1 https://www.leisurelan.co.jp/shop/tsukuba.html

ｹﾞｰﾑﾊﾟﾆｯｸ堺店 〒590-0901　大阪府堺市堺区築港八幡町1番地1堺浜　ｼｰｻｲﾄﾞｽﾃｰｼﾞ内 堺浜えんため館 https://www.leisurelan.co.jp/shop/sakai.html

ｹﾞｰﾑﾊﾟﾆｯｸ三郷店 〒341-0052　埼玉県三郷市彦野2-25 https://www.leisurelan.co.jp/shop/misato.html

ﾀｲﾄｰFｽﾃｰｼｮﾝ上越店 〒943-0173　新潟県上越市富岡3524　J-MAXｼｱﾀｰ内 https://www.taito.co.jp/store/00002081
Spica大宮南銀店 〒330-0845　埼玉県さいたま市大宮区仲町1-57 https://www.leisurelan.co.jp/shop/oomiya.html

ｹﾞｰﾑﾊﾟﾆｯｸ京都店 〒604-8035　京都府京都市中京区桜之町415　京都松竹座ﾋﾞﾙ https://www.leisurelan.co.jp/shop/kyoto.html

ﾀｲﾄｰFｽﾃｰｼｮﾝ ｵﾘﾅｽ錦糸町店 〒130-0012　東京都墨田区太平4-1-2　ｵﾘﾅｽﾓｰﾙ地下1F https://www.taito.co.jp/store/00002132
ﾀｲﾄｰｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｼﾃｨ郡山店 〒963-0115　福島県郡山市南2-38　ﾌﾚｽﾎﾟ郡山内 https://www.taito.co.jp/store/00002082
ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ新習志野店 〒275-0024　千葉県習志野市茜浜1-1-2　ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ2F ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ https://www.leisurelan.co.jp/shop/narashino.html

ﾀｲﾄｰFｽﾃｰｼｮﾝ郡山ｵﾘｴﾝﾄﾊﾟｰｸ店 〒963-0115　福島県郡山市安積町荒井大久保35-1 https://www.taito.co.jp/store/00002152
滋賀ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ大津店 〒520-0801　滋賀県大津市におの浜3-1-43　ｲｵﾝｽｸｴｱｱﾔﾊﾌﾟﾗｻﾞ内 https://www.leisurelan.co.jp/shop/ootsu.html

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｴｰｽ津田沼店 〒274-0825　千葉県船橋市前原西2-15-1　ﾌｧﾐｰﾋﾞﾙ1F-3F https://www.leisurelan.co.jp/shop/tsudanuma.html

福井ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ板垣店 〒918-8112　福井県福井市下馬3-102 https://www.yamazakiya.co.jp/shop/hokuriku/#006

ﾃﾞｨﾉｽﾊﾟｰｸ帯広稲田店 〒080-0835　北海道帯広市稲田町南8線西12丁目1　ｽｽﾞﾗﾝﾎﾞｳﾙ内 https://www.sugai-dinos.jp/park/obihiro-inada/

ﾃﾞｨﾉｽﾊﾟｰｸ帯広店 〒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 https://www.sugai-dinos.jp/park/obihiro/

ﾃﾞｨﾉｽﾊﾟｰｸ苫小牧店 〒053-0053　北海道苫小牧市柳町3-1-20　ｲｵﾝ苫小牧CS2F https://www.sugai-dinos.jp/park/tomakomai/

ﾃﾞｨﾉｽﾊﾟｰｸ札幌手稲店 〒006-0811　北海道札幌市手稲区前田1条11丁目　ﾒﾙｼｬﾝﾌﾟﾗｰｽﾋﾞﾙ3F https://www.sugai-dinos.jp/park/teine/

【導入店舗・商品に関するお問い合わせ】
販売元：株式会社リアンキューラボ

mail:qinfo@lian-inc.com

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～

2月下旬より順次展開開始


