
「ABEMA」にて放送中のオリジナル声優レギュラー番組「声優と夜あそび」より
オリジナルプライズ商品が、全国のゲームセンターにて2023年2月より展開開始！

下記の取り扱い店舗を中心に全国のゲームセンターにて展開いたします。

▶声優と夜あそび2022ラウンドクッション＜2月13日展開予定＞

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 011-668-6050 
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 0166-21-3737

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ札幌エスタ店 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 011-242-0765
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 019-908-2013

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 022-304-2371

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏイオンモール名取店 宮城県名取市杜せきのした５－３－１　イオンモール名取２Ｆ 022-797-8951

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏイオンモール新利府　南館店 宮城県宮城郡利府町新中道３－１－１　イオンモール新利府南館３階３０２８区画 022-766-9402
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 018-889-6549

（株）バンダイナムコアミューズメント　秋田ＯＰＡアミューズパーク 秋田県秋田市千秋久保田町４ー２　秋田ＯＰＡ内 018-838-1703
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 023-651-5160

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 0246-73-1001

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ　ｉｉａｓつくば店 茨城県つくば市研究学園５丁目１９番地　ｉｉａｓつくば店２Ｆ２１９０ 029-868-7460

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏけやきウォーク前橋店 群馬県前橋市文京町２－１－１　けやきウォーク前橋２Ｆ 027-226-7650
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 048-250-1206

ソユーゲームフィールド菖蒲店 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1　モラージュ菖蒲3F 0480-87-1955

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ熊谷店 埼玉県熊谷市銀座２丁目９７番地 048-527-3675

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏイオンレイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン３丁目１番地１イオンレイクタウンｍｏｒｉ３Ｆ　３１３３区画 048-990-3330
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 0438-36-5201

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ松戸店 千葉県松戸市松戸１２３０番地１　ピアザ松戸１Ｆ 047-711-7274
タイトーステーション 秋葉原店 東京都千代田区外神田4-2-2 03-5289-8445
タイトーステーション 池袋西口店 東京都豊島区西池袋1-15-9 03-6907-3560
（株）山崎屋 東京レジャーランド池袋店 東京都豊島区東池袋1-29-1サントロペ池袋2・3階 03-5904-8388
（株）山崎屋 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 03-5298-1360

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ中野店 東京都中野区中野５－５２－１５　中野ブロードウェイ別館 03-5380-5442

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ池袋店 東京都豊島区東池袋１－２２－１０　ヒューマックスパビリオン池袋サンシャイン６０通り　１Ｆ 03-5924-6933
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 0466-31-6323
（株）オーヴァルエンタープライズ わくわくクレーンゲーム王国店 神奈川県横浜市港南区上大岡西2-1-28アカフパーク本館1F 045-847-4780

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ横浜ワールドポーターズ店 神奈川県横浜市中区新港二丁目２番１号　横浜ワールドポーターズ５Ｆ 045-222-2567

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏラゾーナ川崎店 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１　ＬＡＺＯＮＡ川崎プラザ４階 044-874-8442

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ新潟店 新潟県新潟市中央区南笹口１－１－１　ひもろぎビル２Ｆ 025-384-4980

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏイオンモール各務原店 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 058-372-2765
タイトーステーション 大須店 愛知県名古屋市中区大須3-20-7 052-253-9015

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏイオンモールナゴヤドーム前店 愛知県名古屋市東区矢田南４－１０２－３　イオンモールナゴヤドーム前３Ｆ 052-725-2767

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏイオンモール大高店 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 052-626-1812

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ名古屋駅前店 愛知県名古屋市中村区椿町６－６　ニッセイ名古屋駅西ビル別館Ｂ１ 052-485-4297

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏイオンモール長久手店 愛知県長久手市勝入塚５０１　イオンモール長久手３Ｆ 0561-76-1632

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏららぽーと東郷店 愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画事業６２街区１、３　ららぽーと愛知東郷３Ｆ 056-156-9701

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏイオンモールＫＹＯＴＯ店 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 075-692-3360

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 06-4864-8123

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 072-227-6360
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 072-480-6202
タイトーステーション 難波店 大阪府大阪市中央区難波千日前15-12 06-6641-0185

（株）バンダイナムコアミューズメント　ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ鳳店 大阪府堺市西区鳳南町３－１９９－１２　アリオ鳳アリオモール３Ｆ３２８０ 072-273-9200

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ大阪日本橋店 大阪府大阪市浪速区難波中２－１－１７　コスモビル１～３Ｆ 06-7656-3885

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏららぽーと堺店 大阪府堺市美原区黒山22-1 ららぽーと堺 2F 店舗番号21240 072-289-6904

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ三宮ＯＳ店 兵庫県神戸市中央区加納町４－２－１　神戸阪急ビル東館１Ｆ 078-381-5012
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 0744-21-8022

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏイオンモール広島府中店 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 082-284-5891

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ広島紙屋町店 広島県広島市中区大手町２丁目３－３　大手町ナルミヤビル１Ｆ 082-258-5355

（株）バンダイナムコアミューズメント　ゆめタウン高松店 香川県高松市三条町中所６０８－１　ゆめタウン高松店２Ｆゆめランド 087-869-7650
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 089-961-6277

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ博多バスターミナル店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街２－１　博多バスターミナル７Ｆ 092-434-3721

（株）バンダイナムコアミューズメント　プラボ久留米店 福岡県 久留米市 新合川1-2-1 2F 0942-45-7316

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏモラージュ佐賀店 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島７３０　モラージュ佐賀　南館１Ｆ 0952-37-8013

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏゆめタウン光の森店 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 096-233-2735

（株）バンダイナムコアミューズメント　ネットクレーンとるモ https://app.torumo.namco.co.jp/ 
DMMオンクレ https://onkure.dmm.com/

タイトーオンラインクレーン https://www.taito-olcg.com/web/top/
GiGO ONLINE CRANE https://gigo-cranegame.com/ja

▶声優と夜あそび2022マグカップ＜2月13日展開予定＞

（株）バンダイナムコアミューズメント　秋田ＯＰＡアミューズパーク 秋田県秋田市千秋久保田町４ー２　秋田ＯＰＡ内 018-838-1703

（株）エンジョイ　お宝中古市場米沢店 山形県米沢市花沢178 − 1 0238-28-1870

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ熊谷店 埼玉県熊谷市銀座２丁目９７番地 048-527-3675

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏイオンレイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン３丁目１番地１イオンレイクタウンｍｏｒｉ３Ｆ　３１３３区画 048-990-3330

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ松戸店 千葉県松戸市松戸１２３０番地１　ピアザ松戸１Ｆ 047-711-7274
タイトーステーション 秋葉原店 東京都千代田区外神田4-2-2 03-5289-8445
タイトーステーション 池袋西口店 東京都豊島区西池袋1-15-9 03-6907-3560
（株）山崎屋 東京レジャーランド池袋店 東京都豊島区東池袋1-29-1サントロペ池袋2・3階 03-5904-8388
（株）山崎屋 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 03-5298-1360

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ中野店 東京都中野区中野５－５２－１５　中野ブロードウェイ別館 03-5380-5442

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ池袋店 東京都豊島区東池袋１－２２－１０　ヒューマックスパビリオン池袋サンシャイン６０通り １Ｆ 03-5924-6933
アカフーアミューズメントジアス上大岡店2F 神奈川県横浜市港南区上大岡西2-1-28 045-847-4780

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ新潟店 新潟県新潟市中央区南笹口１－１－１　ひもろぎビル２Ｆ 025-384-4980

（株）ビィブリッジ　おたちゅう富士本店 静岡県富士市中里2588-2 0545-33-1777
タイトーステーション 大須店 愛知県名古屋市中区大須3-20-7 052-253-9015

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ名古屋駅前店 愛知県名古屋市中村区椿町６－６　ニッセイ名古屋駅西ビル別館Ｂ１ 052-485-4297
タイトーステーション 難波店 大阪府大阪市中央区難波千日前15-12 06-6641-0185

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ大阪日本橋店 大阪府大阪市浪速区難波中２－１－１７　コスモビル１～３Ｆ 06-7656-3885

https://app.torumo.namco.co.jp/
https://onkure.dmm.com/
https://www.taito-olcg.com/web/top/
https://gigo-cranegame.com/ja


アミパラ加古川店 兵庫県加古川市尾上町今福71-2 079-456-0044

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ三宮ＯＳ店 兵庫県神戸市中央区加納町４－２－１　神戸阪急ビル東館１Ｆ 078-381-5012

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ広島紙屋町店 広島県広島市中区大手町２丁目３－３　大手町ナルミヤビル１Ｆ 082-258-5355

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏ博多バスターミナル店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街２－１　博多バスターミナル７Ｆ 092-434-3721

（株）バンダイナムコアミューズメント　ｎａｍｃｏモラージュ佐賀店 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島７３０　モラージュ佐賀　南館１Ｆ 0952-37-8013

（株）バンダイナムコアミューズメント　ネットクレーンとるモ https://app.torumo.namco.co.jp/ 
セガUFOキャッチャーオンライン https://sega-ufo.com/

タイトーオンラインクレーン https://www.taito-olcg.com/web/top/
GiGO ONLINE CRANE https://gigo-cranegame.com/ja

https://app.torumo.namco.co.jp/
https://sega-ufo.com/
https://www.taito-olcg.com/web/top/
https://gigo-cranegame.com/ja

