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ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰｸｳｪｱﾊｳｽ岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区加倉3-3-63 https://www.warehousenet.jp/store/storeinfo.php?id=208
ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰｸｳｪｱﾊｳｽ三橋店 埼玉県さいたま市西区三橋6-955-1 https://www.warehousenet.jp/store/storeinfo.php?id=212
ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰｸｳｪｱﾊｳｽ草加店 埼玉県八潮市南後谷507 https://www.warehousenet.jp/store/storeinfo.php?id=207

アピナ長岡店 新潟県長岡市堺東町22 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/15-02
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店内 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
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
アピナ長野大橋店 長野県長野市若里7-9-12 https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-02

大慶園 千葉県市川市大町359

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 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 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/
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 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/
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/
ゲームフィールド弘前樋の口店 青森県弘前市樋の口二丁目9-6　イオンタウン弘前樋の口店 https://soyu-am.jp/shop/hinokuchi/
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/
ソユープレイランドソピア いとく鹿角店 秋田県鹿角市花輪字下夕町164-1　いとく鹿角ショッピングセンター内 https://soyu-am.jp/shop/kazuno/
ゲームフィールド十文字店 秋田県横手市十文字町仁井田字東22-1　スーパーモールラッキー内 https://soyu-am.jp/shop/jyumonji/
ソユープレイランドソピアいとくアクロス能代店 秋田県能代市字寺向70番地　いとくアクロス能代店内 https://soyu-am.jp/shop/noshiro/
ゲームフィールド鷹巣店 秋田県北秋田市栄字前綱76　いとく鷹巣ショッピングセンター内 https://soyu-am.jp/shop/takanosu/
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 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/
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/
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 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/
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/
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 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/
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 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/
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/
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/
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/
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 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　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/
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 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/
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/
ENTERTAINMENT FIELD ららぽーとEXPO CITY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/
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/
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/

ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ つがる柏店 青森県つがる市稲村盛幾世41イオンモールつがる柏敷地内2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kashimura/
ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ 盛岡店 岩手県盛岡市前潟4-7-1イオンモール盛岡2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_morioka/index.html
ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ 千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ店 千葉県印西市中央北3丁目2番ｲｵﾝﾓｰﾙ千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ　ﾓｰﾙ棟3階 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_chibanewtown/
ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ 津田沼店 千葉県習志野市津田沼1-23-1ｲｵﾝﾓｰﾙ津田沼2階 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/tsudanuma/index.html
ﾌﾟﾗｻ ｶﾌﾟｺﾝ 富津店 千葉県富津市青木124-1イオンモール富津内ゲームコーナー https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/futtsu/
ﾌﾟﾗｻ ｶﾌﾟｺﾝ 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 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/narita/
ﾌﾟﾗｻ ｶﾌﾟｺﾝ ちはら台店 千葉県市原市ちはら台西3-4ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙunimoちはら台2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_chihara/index.html
ﾌﾟﾗｻ ｶﾌﾟｺﾝ 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/
ﾌﾟﾗｻ ｶﾌﾟｺﾝ 横須賀店 神奈川県横須賀市若松町2-30モアーズシティ4F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/yokosuka/
ﾌﾟﾗｻ ｶﾌﾟｺﾝ 志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂町5605イオンモール浜松志都呂　3F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/shitoro/
ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ 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ｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_okazaki/index.html
ﾌﾟﾗｻ ｶﾌﾟｺﾝ 稲沢店 愛知県稲沢市長野7丁目1番2ﾘｰﾌｳｫｰｸ稲沢　201区画 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/inazawa/
ｱﾐｭｰｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ(常滑店) 愛知県常滑市りんくう町2丁目20番3ｲｵﾝﾓｰﾙ常滑ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/tokoname/
ｹﾞｰﾑﾗﾝﾄﾞ 草津店 滋賀県草津市新浜町300ｲｵﾝﾓｰﾙ草津ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_kusatsu/
ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ 京都店 京都府京都市右京区西院追分町25-1イオンモール京都ハナ３F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kyoto/
ﾌﾟﾗｻ ｶﾌﾟｺﾝ 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/
ﾌﾟﾗｻ ｶﾌﾟｺﾝ 高知店 高知県高知市秦南町1-4-8イオンモール高知2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kochi/index.html
you me CIRCUS(出雲店) 島根県出雲市大塚町650-1ゆめタウン出雲　東館3階 https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_izumo/
ﾌﾟﾗｻ ｶﾌﾟｺﾝ 直方店 福岡県直方市湯野原2-1-1イオンモール直方　2F https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/nogata/
ﾌﾟﾗｻ ｶﾌﾟｺﾝ 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/
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