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PIEN〜ぴえん〜 フェイスBC
取り扱い店舗一覧
導入店舗

住所

ソユーゲームフィールド 旭川西店

ソユーゲームフィールド 旭川駅前店
ソユーゲームフィールド 発寒店
ソユーゲームフィールド 苗穂店
ソユーゲームフィールド 八戸店

スペースファンタジーインフィニ
ソユーゲームフィールド 青森店

ソユーゲームフィールド 御所野店
ソユーゲームフィールド 三川店

ソユーゲームフィールド 盛岡南店
アミューズメントゾーン 北上店

ソユーファミリーゲームフィールド 花巻店
ソユーゲームフィールド 天童店
ソユーゲームフィールド
ゲームフィールド

仙台長町店

ソユーゲームフィールド古川店
ゲームフィールド十文字店
ゲームフィールド鷹巣店
プレイランド 菖蒲店

ソユーゲームフィールドいわき小名浜店
ソユーゲームフィールド 木更津店
ソユーゲームフィールド 湘南店

ソユーザウルスワールド 大森店

ソユーゲームフィールド上大岡店
ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ

ＦＩＥＬＤ

ソユーフォレストハンター 松前店

ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店

ソユーゲームフィールド 奈良橿原店
ソユーウェスタンシティ

ソユーゲームフィールド 堺鉄砲町店
ソユーゲームフィールド 泉南店

ソユーゲームフィールド 箕面店
プラサカプコン 大分店

ゲームランド 草津店
ゲームランド つがる 柏店

プラサカプコン 新居浜店
プラサカプコン 富津店
プラサカプコン 吉祥寺店
プラサカプコン 成田店
プラサカプコン 高知店
プラサカプコン 直方店
プラサカプコン 石巻店
ゲームランド ちはら台店
ゲームランド 岡崎店

プラサカプコン 大曲店
ゲームランド 千葉ニュータウン店
アミューズファクトリー 常滑店
福井ﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞ板垣店
ﾀｲﾄｰFｽﾃｰｼｮﾝ市川妙典店
ｹﾞｰﾑﾊﾟﾆｯｸ堺店
ﾌｧﾝﾀｼﾞｰﾗﾝﾄﾞｶﾞﾙｰ館林店
ｽｳｨｰﾂﾌｧｸﾄﾘｰﾊﾟｯｸﾝ会津若松店

アピナ長岡店
アピナ太田店
アピナ富山豊田店
アピナ小山店
アピナ長野川中島店

アピナ佐久インター店
アピナ鈴鹿店
アピナ長野駅前店
アピナ上田店
ﾀｲﾄｰFｽﾃｰｼｮﾝﾗｻﾞｳｫｰｸ甲斐双葉店
ドラマ足利店
ファンタジードーム八戸店

NICOPA&nicoground イーアス高尾店
NICOPA & nico ground なるぱーく店
ワンパクオウコク

アリオ鷲宮店

ユーズランド日の出店
ユーズランド下田店

アミューズメントパーク MG 西条店

タイトーステーション 旭サンモール店
タイトーステーション 新宿東口店

タイトーステーション 宇都宮ベルモール店

タイトーFステーション 郡山アティ店
タイトーステーション 大須店

タイトーステーション 池袋西口店

タイトーステーション 府中くるる店
タイトーＦステーション 住道店
大宮がちゃ処

WonderGOO 石岡店
カバロ竹の塚店

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
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
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
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
青森県八戸市沼館四丁目7番112号 八戸ピアドゥB棟2F
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
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
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
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
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
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
岩手県花巻市高木第16地割68番地6 銀河モール花巻内
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
1番1
3F
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
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
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
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
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1 モラージュ菖蒲3F
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
千葉県木更津市築地1番4 イオンモール木更津2F
1番1号 湘南モールFILL2F
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
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
大阪府吹田市千里万博公園2-1 3F 30060
愛媛県伊予郡松前町筒井850番地 エミフルMASAKI AM棟1F
奈良県橿原市曲川町七丁目20番1 イオンモール橿原3F
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
大阪府堺市堺区鉄砲町１番地 イオンモール堺鉄砲町3F
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
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
大分県大分市公園通り西 2-1 パークプレイス大分 2F
滋賀県草津市新浜町 300 イオンモール草津 3F
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

愛媛県新居浜市前田町8-8 イオンモール新居浜 2F
千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 2F
東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-10-1 いなりやビル B1F
千葉県成田市ウイング土屋 24 イオンモール成田 2F
高知県高知市秦南町1-4-8 イオンモール高知東館 3F
福岡県直方市湯野原2-1-1 イオンモール直方 2F
宮城県石巻市茜平4-104 イオンモール石巻 2F
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
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
秋田県大仙市和合字坪立177 イオンモール大曲 2F
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
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
福井県福井市下馬3-102
千葉県市川市妙典5-3-1 ｲｵﾝ市川妙典店2番街2階
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
群馬県館林市楠町3648-1
福島県会津若松市幕内南町9-10
新潟県長岡市堺東町22番地
群馬県太田市内ケ島町907-1
富山県富山市豊田町2-12-66
栃木県小山市駅南町4-27-18
長野県長野市川中島町御厨 967-1
長野県佐久市岩村田北1-13-1
三重県鈴鹿市庄野羽山4-20-1 イオンタウン鈴鹿 F2

長野県長野市南石堂町1418-2
長野県上田市秋和359-1
山梨県甲斐市志田字柿木616-1 ラザウォーク甲斐双葉
栃木県足利市朝倉町244-1
青森県八戸市江陽２丁目１４ １ ラピア八戸店別棟

アミューズメント棟 1F

東京都八王子市東浅川町５５０ １ イーアス高尾 2F
愛知県名古屋市緑区浦里３丁目２３２ なるぱーく 2F
埼玉県久喜市久本寺 谷田７-１ アリオモール 2F
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
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
愛媛県西条市新田字北新田 235 フジグラン西条 別棟
千葉県旭市イ-2676-1 サンモール3F
東京都新宿区新宿3-22-7 指田ビル

栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1
福島県郡山市駅前1-16-7
愛知県名古屋市中区大須3-20-7

東京都豊島区西池袋１丁目１５９ 第一西池ビル
東京都府中市宮町１丁目１３３７ くるる B1階
大阪府大東市赤井１丁目４３
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-1-1 5F
1-8-5
東京都足立区竹の塚5-17-1 イトーヨーカドー竹ノ塚店3F カバロ

URL
https://soyu-am.jp/shop/asahikawanishi/
https://soyu-am.jp/shop/asahikawaekimae/
https://soyu-am.jp/shop/hassamu/
https://soyu-am.jp/shop/naebo/
https://soyu-am.jp/shop/hachinohe/
https://soyu-am.jp/shop/inﬁni/
https://soyu-am.jp/shop/aomori/
https://soyu-am.jp/shop/gosyono/
https://soyu-am.jp/shop/mikawa/
https://soyu-am.jp/shop/moriokaminami/
https://soyu-am.jp/shop/kitakami/
https://soyu-am.jp/shop/hanamaki/
https://soyu-am.jp/shop/tendou/
https://soyu-am.jp/shop/kamaishi/
https://soyu-am.jp/shop/sendainagamachi/
https://soyu-am.jp/shop/furukawa/
https://soyu-am.jp/shop/jyumonji/
https://soyu-am.jp/shop/takanosu/
https://soyu-am.jp/shop/syoubu/
https://soyu-am.jp/shop/iwakionahama/
https://soyu-am.jp/shop/kisarazu/
https://soyu-am.jp/shop/syounan/
https://soyu-am.jp/shop/omori/
https://soyu-am.jp/shop/mioka/
https://soyu-am.jp/shop/expocity/
https://soyu-am.jp/shop/masaki/
https://soyu-am.jp/shop/kashihara/
https://soyu-am.jp/shop/westerncity/
https://soyu-am.jp/shop/sakaiteppocho/
https://soyu-am.jp/shop/sennan/
https://soyu-am.jp/shop/minoh/
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/oita/index.html
http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_kusatsu/index.html
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kashimura/index.html
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/niihama/index.html
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/futtsu/index.html
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kichijyoji/index.html
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/narita/index.html
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/kochi/index.html
http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/nogata/index.html

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/ishimaki/index.html
http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_chihara/index.html
http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_okazaki/index.html
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/oomagari/index.html
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/gl_chibanewtown/index.html
http://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/tokoname/index.html
https://www.yamazakiya.co.jp/shop/hokuriku/#006
https://www.taito.co.jp/store/00002056
https://www.leisurelan.co.jp/shop/sakai.html
http://tsutsuzi.com/shoplist/garoo/
http://apita-aizu.jp/shop/d003.html
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/15-02
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/10-01
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/16-02
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/09-01
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-10
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-09
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/24-01
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-12
https://www.kyowa-corp.co.jp/am/shop/20-11

https://www.taito.co.jp/store/00001922
http://www.dorama.co.jp/amusement/ashikaga/index.shtml
http://www.sc-lapia.co.jp/shopinfo/fantasy/

https://www.karzoc.co.jp/store/storeinfo/kanto/post_49.html
https://www.karzoc.co.jp/store/storeinfo/tokai/post_37.html
https://washinomiya.ario.jp/shop/1900000100/
http://www.yous-am.com/hinode.html
http://www.yous-am.com/shimoda.html
http://www.mginc.jp/amusement/saijo.html
https://www.taito.co.jp/gc/store/00001061
https://www.taito.co.jp/gc/store/00001582

https://www.taito.co.jp/gc/store/00001836
https://www.taito.co.jp/gc/store/00001968
https://www.taito.co.jp/gc/store/00002035
https://www.taito.co.jp/store/00002136
https://www.taito.co.jp/ts-fuchu
https://www.taito.co.jp/store/00001998
https://twitter.com/gacha_oomiya

https://www.wonder.co.jp/shop/detail/?id=572

