
歌い手グループ史上最速で成長中の6人組ユニット『いれいす』の
オリジナルプライズ商品の第２弾が、全国のゲームセンターにて2023年1月2月に展開決定！

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。

「いれいす」フェイスポーチ　2023年1月28日より順次展開

▶北海道

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 0166-59-7131
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
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 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 011-784-8878
モーリーファンタジー 札幌発寒店 北海道札幌市西区発寒８条１２丁目１－１イオン札幌発寒店3階 070-3100-4063
モーリーファンタジー 苫小牧店 北海道苫小牧市柳町3-1-20 イオン苫小牧店2階 070-3100-3912
モーリーファンタジー 上磯店 北海道北斗市七重浜４－４４－１イオン上磯店1階 070-3100-5478
PALO 釧路店 北海道釧路郡釧路町桂木１－１－７イオン釧路2階 070-3100-5146

▶東北

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 0172-26-2661
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 0178-71-3060
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 017-762-3255
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 0197-61-2711
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 0198-21-1030
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
モーリーファンタジー イオン盛岡南店 岩手県盛岡市本宮7-1-1イオンモール盛岡南イオン盛岡南店3階 070-3100-4531
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 0193-22-2226

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
タイトーステーション 仙台名掛丁店 宮城県仙台市青葉区中央1-7-13 022-215-1664
タイトーステーション 仙台クリスロード店 宮城県仙台市青葉区中央2-3-25 022-262-2541

ホワイトベース仙台南店 宮城県仙台市太白区中田6-33-1ドン・キホーテ仙台南店内ゲームコーナー 090-8053-8397

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 0229-27-1785
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

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 0186-69-8882

ソユーゲームフィールド能代店 秋田県能代市鰄渕字古屋布1番イオンタウン能代内 0185-74-9195

ソユーゲームフィールド大館店 秋田県大館市御成町三丁目7番58号いとく大館ショッピングセンター3F 0186-59-7212

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 0182-47-7550
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 0235-68-1561
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

スーパーノバ山形天童店 山形県天童市南町1-5-26 023-656-9370
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 0248-63-8918

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
モーリーファンタジー 郡山フェスタ店 福島県郡山市日和田町字小原1イオン郡山フェスタ店1階 070-3100-4908
モーリーファンタジー 福島店 福島県福島市南矢野目字西荒田５０番地の１７イオン福島店3階 070-3100-3845

スーパーノバ会津インター店 福島県会津若松市町北町上荒久田字宮下142 0242-37-0777

▶関東

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 0297-47-1685
モーリーファンタジー 水戸内原店 茨城県水戸市内原2-1イオンスタイル水戸内原3階 070-1596-6644
モーリーファンタジー 太田店 群馬県 太田市石原町８１番地イオン太田店2階 070-3100-4965
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 048-523-3080
モーリーファンタジー 浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区美園5-50-1イオン浦和美園店3階 070-1596-6637
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

シルクハット川口店 埼玉県川口市栄町3-1-16 イート川口ビル4階 048-241-5652

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
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

ソユーゲームフィールド千城台店 千葉県千葉市若葉区千城台北3丁目21-1イコアス千城台 3F 043-308-6243
ソユーゲームフィールド 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 043-350-0157
タイトーステーション ビックカメラ千葉店 千葉市中央区富士見2-2-1ビックカメラ千葉駅前店8F 043-305-4025
タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店 東京都新宿区新宿3-35-8 03-3226-0395
タイトーステーション 新宿東口店 東京都新宿区新宿3-22-7指田ビル 03-5362-5108
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貴三ビル 03-5289-8445

シルクハット蒲田西口店 東京都大田区西蒲田7-2-3 第二醍醐ビル地下1階~2階 03-5713-2227
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 03-5767-0008
タイトーステーション 秋葉原自由通路店 東京都千代田区神田佐久間町１丁目６番１外 03-6271-7306
モーリーファンタジー 板橋店 東京都板橋区徳丸２丁目６番地１イオン板橋店3階 070-3100-4168
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
タイトーステーション 立川北口店 東京都立川市曙町2-4-5OSJ TACHIKAWA 042-512-9651
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番地府中くるるB1F 042-310-9671

シルクハット八王子店 東京都八王子市旭町2-5 八王子ツインタワービル3階 0426-55-0170
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 042-670-8153
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 042-669-0908
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 044-328-0013

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 044-245-8071

シルクハット川崎モアーズ店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町7番地 岡田屋モアーズ1・2階 044-200-0285
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 046-200-0240
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

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 080-7644-6782
SOYU Game Field 横浜店 神奈川県横浜市西区高島2-19-12マルイシティ横浜 8F 045-620-2285



タイトーステーション 横浜西口五番街店 神奈川県横浜市西区南幸1-12-9　7階 045-411-5288
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ー18-1ビナウォーク六番館 2F 046-292-5160

▶中部

モーリーファンタジー 新潟南店 新潟県新潟市江南区下早通柳田1-11-1イオン新潟南店3階 070-3100-4575
モーリーファンタジーｆ 新潟南店 新潟県新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号イオンモール新潟南2階 070-3100-4212
タイトーステーション ファボーレ婦中店 富山県富山市婦中町下轡田165-1フューチャーシティ ファボーレ2F 076-466-1672
モーリーファンタジー 甲府昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1イオン甲府昭和店3階 070-3100-5224
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 026-263-8017
モーリーファンタジー 各務原店 岐阜県各務原市那加萱場町3-8イオン各務原店3階 070-3100-4853
モーリーファンタジーｆ 富士南店 静岡県富士市鮫島１１８－１０イオンタウン富士南2階 070-3100-4493
モーリーファンタジー 富士宮店 静岡県富士宮市浅間町１－８イオン富士宮店2階 070-3100-3410
モーリーファンタジー 浜松市野店 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3イオン浜松市野店2階 070-3100-4757
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 054-654-6511
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 0566-96-1080
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 052-899-0720

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 052-800-2112
モーリーファンタジー 豊橋南店 愛知県豊橋市野依町字落合１－１２イオン豊橋南店2階 070-3100-3598

▶関西

タイトーステーション イオンモール明和店 三重県多気郡明和町中村1223イオンモール明和2F 0596-55-8151
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 077-585-4690
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 075-283-0123
モーリーファンタジー 久御山店 京都府久世郡久御山町森南大内156-1イオン久御山店2階 070-3100-4683
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
モーリーファンタジー 堺北花田店 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12イオン堺北花田店2階 070-3100-4399
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

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 072-749-3010
モーリーファンタジー 大日店 大阪府守口市大日東町1-18イオン大日店2階 070-3100-4359
モーリーファンタジー LINKS UMEDA店 大阪府大阪市北区大深町１−１ヨドバシ梅田タワー LINKS UMEDA5階 070-3100-5248
タイトーステーション 大阪日本橋店 大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-14 06-6630-7270

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 06-4804-5221
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
モーリーファンタジーｆ 茨木店 大阪府茨木市松ヶ本町８－３０－５イオンモール茨木4階 070-3100-4308
タイトーステーション アリオ八尾店 大阪府八尾市光町2-3イトーヨーカドーアリオ八尾3F 072-929-4801
タイトーステーション 尼崎つかしん店 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1SCつかしん内東町北館3階 06-6429-8871
モーリーファンタジー 姫路大津店 兵庫県姫路市大津区大津町2-5イオン姫路大津店2階 070-3100-4417
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

▶中国・四国

モーリーファンタジーｆ 岡山店 岡山県岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山4階 070-3100-3519
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 0835-26-0218
モーリーファンタジー 綾川店 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1イオン綾川店3階 070-3100-3484
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

▶九州・沖縄

モーリーファンタジー 大塔店 長崎県佐世保市大塔町１４－２イオン大塔店3階 070-3100-3680
タイトーステーション アミュプラザ鹿児島店 鹿児島県鹿児島市中央町1-1アミュプラザ鹿児島6F 099-812-7250
モーリーファンタジー 鹿児島店 鹿児島県鹿児島市東開町7イオン鹿児島店3階 070-3100-4134
モーリーファンタジー 那覇店 沖縄県那覇市金城５－１０－２イオン那覇店3階 070-3100-5314

▶オンラインクレーン

タイトーオンラインクレーン https://www.taito-olcg.com/web/top/

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/

クレーンゲームアプリ「トレバ」 https://bit.ly/3HcL0us
セガUFOキャッチャーオンライン https://sega-ufo.com/

「いれいす」ポーチキーホルダー　2023年2月下旬より順次展開

▶北海道

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 0166-59-7131
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

モーリーファンタジー旭川西店 北海道旭川市緑町２３－２１６１－３イオン2階 070-3100-3901
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 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 011-784-8878

モーリーファンタジー札幌平岡店 北海道札幌市清田区平岡３条５丁目３－１イオン2階 070-3100-3646

モーリーファンタジー札幌発寒店 北海道札幌市西区発寒８条１２丁目１－１イオン3階 070-3100-4063

モーリーファンタジー苫小牧店 北海道苫小牧市柳町３－１－２０イオン2階 070-3100-3912

モーリーファンタジー上磯店 北海道北斗市七重浜４－４４－１イオン1階 070-3100-5478

ＰＡＬＯ釧路店 北海道釧路郡釧路町桂木１－１－７イオン2階 070-3100-5146

▶東北

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 0172-26-2661

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 0172-31-2010
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 0178-71-3060
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 017-762-3255
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 0197-61-2711
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 0198-21-1030

https://www.taito-olcg.com/web/top/
https://app.torumo.namco.co.jp/
https://onkure.dmm.com/
https://www.molly.online/
https://sega-ufo.com/


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

モーリーファンタジーイオン盛岡南店 岩手県盛岡市本宮７－１－１イオン3階 070-3100-4531
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 0193-22-2226

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

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 0229-27-1785
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
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 0186-31-0665

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 0186-69-8882

ソユーゲームフィールド能代店 秋田県能代市鰄渕字古屋布1番イオンタウン能代内 0185-74-9195

ソユーゲームフィールド大館店 秋田県大館市御成町三丁目7番58号いとく大館ショッピングセンター3F 0186-59-7212

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 0182-47-7550

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 0185-54-7788
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 0235-68-1561
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

モーリーファンタジー福島店 福島県福島市南矢野目字西荒田５０番地の１７イオン3階 070-3100-3845

スーパーノバ福島店 福島県福島市黒岩字中島7-2 024-544-0280
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 0248-63-8918

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

モーリーファンタジー郡山フェスタ店 福島県郡山市日和田町字小原１ 070-3100-4908

▶関東

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 0297-47-1685

モーリーファンタジー水戸内原店 茨城県水戸市内原２丁目１番地イオンスタイル3階 070-1596-6644

モーリーファンタジー土浦店 茨城県土浦市上高津３６７番イオン3階 070-3100-4588

アミューズメントジャムジャムつくば店 茨城県つくば市竹園1-9-2デイズタウンB1F 029-863-3760

アミューズメントジャムジャム神栖店 茨城県神栖市神栖1-8-1 0299-90-0555

アミューズメントジャムジャムひたちなか本店店 茨城県ひたちなか市田中後40-11 070-1449-2941

モーリーファンタジー下妻店 茨城県下妻市堀籠９７２－１イオン2階 070-3100-4886

モーリーファンタジー太田店 群馬県太田市石原町８１番地イオン2階 070-3100-4965

モーリーファンタジー高崎店 群馬県高崎市棟高町１４００番地イオンスタイル3階 070-3100-4607
GiGOスマーク伊勢崎店 群馬県伊勢崎市西小保方町368 スマーク伊勢崎3F 302区画 0270-62-3886
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 048-523-3080
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

モーリーファンタジー上尾店 埼玉県上尾市愛宕三丁目8番1号イオンモール2階 070-3100-5578

モーリーファンタジー浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区美園五丁目５０番地１イオンモール3階 070-1596-6637

モーリーファンタジー北戸田店 埼玉県戸田市美女木東１－３－１イオン2階 070-3100-4968

モーリーファンタジーレイクタウン店 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ｍｏｒｉ3階 070-3100-4565
GiGOららぽーと富士見店 埼玉県富士見市山室1-1313 ららぽーと富士見3F 3520区画 049-255-5781

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

モーリーファンタジー羽生店 埼玉県羽生市川崎２丁目２８１番地３イオン3階 070-3100-4604
(株)カプコン　プラサカプコン羽生店 埼玉県羽生市上川崎2-281-3イオンモール羽生2F 048-560-0700
ソユーゲームフィールド 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 043-350-0157

ソユーゲームフィールド千城台店 千葉県千葉市若葉区千城台北3丁目21-1 イコアス千城台 3F 043-308-6243
GiGO千葉店 千葉県千葉市中央区富士見 2-4-1 043-221-7845
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

ＰＡＬＯ市川店 千葉県市川市鬼高１－１－１ニッケコルトンプラザ2階 070-3100-3769
(株)カプコン　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 0476-23-8281
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
GiGO池袋3号館店 東京都豊島区東池袋1-1-3 03-6709-0855
(株)カプコン プラサカプコン池袋店 東京都豊島区東池袋一丁目30番1キュープラザ池袋　3F 03-5604-9105

モーリーファンタジー板橋店 東京都板橋区徳丸２丁目６番地１イオン3階 070-3100-4168
GiGO新宿歌舞伎町店 東京都新宿区歌舞伎町1-21-1 第二東亜会館 03-3208-0571

新宿スポーツランド本館店 東京都新宿区新宿3-22-12 サンパーク本館1F 03-3352-5489
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貴三ビル 03-5289-8445

Ｈｅｙ 東京都千代田区外神田1-10-5広瀬本社ビル2F 03-5209-2030
GiGO秋葉原5号館店 東京都千代田区外神田 1-10-1 03-3255-2168
GiGO秋葉原1号館店 東京都千代田区外神田 1-10-9 03-5256-8123
GiGO秋葉原3号館店 東京都千代田区外神田1-11-11 外神田１丁目ビルディング 03-5297-3601
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 03-5767-0008

セガ東京ドームシティ店 東京都文京区後楽1-3-61 03-5805-9850
ソユーゲームフィールド 北千住店 東京都足立区千住三丁目92番地 03-4376-5002
(株)カプコン　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 0422-23-5201
(株)カプコン　プラサカプコン府中店 東京都府中市宮町1-41-2　ミッテン府中７F 7-3 区画 042-310-9779

モーリーファンタジー東久留米店 東京都東久留米市南沢５丁目１７イオンモール3階 070-3100-4251

タイトーＦステーションダイエー武蔵村山店 東京都武蔵村山市伊奈平3-36-1ダイエー武蔵村山店2階 042-520-8445
GiGOイオンモールむさし村山店 東京都武蔵村山市榎1-1-3 イオンモールむさし村山2F 042-561-1115
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 042-670-8153
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 042-669-0908
GiGO南町田グランベリーパークワンダーシアター店 東京都町田市鶴間3丁目4-1ワンダーシアター1階H103区画 042-796-0553
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 044-328-0013
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 046-200-0240
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

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 080-7644-6782
SOYU Game Field 横浜店 神奈川県横浜市西区高島2-19-12マルイシティ横浜 8F 045-620-2285

▶中部

(株)カプコン　MIRAINO イオンモール白山店 石川県白山市横江町土地区画整理事業施工地区内1 街区イオンモール白山3 階 076-256-3192

モーリーファンタジー新潟南店 新潟県新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号イオンモール3階 070-3100-4575

モーリーファンタジー・ｆ新潟南店 新潟県新潟市江南区下早通柳田１丁目１番１号イオンモール2階 070-3100-4212



モーリーファンタジー甲府昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１５０５－１イオン3階 070-3100-5224
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 026-263-8017

モーリーファンタジー各務原店 岐阜県各務原市那加萱場町３－８イオンモール3階 070-3100-4853
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 054-654-6511

モーリーファンタジー富士宮店 静岡県富士宮市浅間町１－８イオンモール2階 070-3100-3410

モーリーファンタジー・ｆ富士南店 静岡県富士市鮫島１１８－１０イオンタウン2階 070-3100-4493

モーリーファンタジー浜松志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂町二丁目３７番１号イオン3階 070-3100-4772

モーリーファンタジー浜松市野店 静岡県浜松市東区天王町字諏訪１９８１－３イオン2階 070-3100-4757
GiGOサントムーン柿田川店 静岡県駿東郡清水町玉川61-2 サントムーン柿田川2F 055-972-5430

タイトーステーションフェドラ大須店 愛知県名古屋市中区大須3-30-31萬松寺駐車場ビル1階・2階 052-242-2011
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 052-899-0720

モーリーファンタジー・ｆ新瑞橋店 愛知県名古屋市南区菊住１丁目７－１０イオンモール3階 070-3100-5209
GiGOmozoワンダーシティ店 愛知県名古屋市西区二方町40 mozo ワンダーシティ4F 052-506-2651
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 0566-96-1080

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 052-800-2112

モーリーファンタジー豊橋南店 愛知県豊橋市野依町字落合１－１２イオン2階 070-3100-3598

モーリーファンタジー岡崎南店 愛知県岡崎市戸崎町字ばら山１－１イオン3階 070-3100-3616

モーリーファンタジー三好店 愛知県みよし市三好町青木９１番地イオン2階 070-3100-3403

モーリーファンタジー木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池２５－１イオン2階 070-3100-4804

セガイオンモール木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25-1 イオンモール木曽川3F 0586-84-2823

▶関西

ＰＡＬＯ津南店 三重県津市高茶屋小森町145番地イオンモール3階 070-3100-4636
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 077-585-4690
(株)カプコン　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 077-569-2015
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 075-283-0123

モーリーファンタジー久御山店 京都府久世郡久御山町森南大内１５６－１イオンモール2階 070-3100-4683
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

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 06-4804-5221
モーリーファンタジーLINKS UMEDA店 大阪府大阪市北区大深町１－１ヨドバシ梅田タワーLINKS UMEDA5階 070-3100-5248

セガあべのキューズモール店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのマーケットパーク キューズモール3F 06-6633-5880
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 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

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 072-749-3010

モーリーファンタジー大日店 大阪府守口市大日東町１番１８号イオンスタイル2階 070-3100-4359

モーリーファンタジー四條畷店 大阪府四條畷市砂四丁目３番２号イオンスタイル3階 070-3100-3523

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

モーリーファンタジー堺北花田店 大阪府堺市北区東浅香山町４－１－１２イオン2階 070-3100-4399

モーリーファンタジー茨木店 大阪府茨木市松ヶ本町８－３０－５イオンスタイル3階 070-3100-5205

モーリーファンタジー・ｆ茨木店 大阪府茨木市松ヶ本町８－３０－５イオンスタイル4階 070-3100-4308

モーリーファンタジーニトリモール枚方店 大阪府枚方市北山１丁目２-１ニトリモール2階 090-3913-1181

モーリーファンタジー姫路大津店 兵庫県姫路市大津区大津町２丁目５番イオンモール2階 070-3100-4417
GiGO神戸umieサウスモール店 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-2 078-360-6050

セガあまがさきキューズモール店 兵庫県尼崎市潮江1-3-1ココエあまがさき内4F 06-6470-3527
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

▶中国・四国

モーリーファンタジー・ｆ岡山店 岡山県岡山市北区下石井１丁目２番１号イオンモール4階 070-3100-3519

セガイオンモール岡山店 岡山県岡山市北区下石井1-2-1 イオンモール岡山内6F 6024-1区画 086-227-7681
(株)カプコン　プラサカプコン広島店 広島県広島市佐伯区石内東4-1-1ジ　アウトレット広島1F 082-275-4165
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 0835-26-0218

モーリーファンタジー・ｆ綾川店 香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１イオンＳＣ3階 070-3100-3490
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

▶九州・沖縄

モーリーファンタジー八幡東店 福岡県北九州市八幡東区東田３丁目２－１０２イオン3階 070-3100-4178
GiGO福岡天神店 福岡県福岡市中央区天神2-7-6 DADAビル1～3F 092-771-8121

モーリーファンタジー大塔店 長崎県佐世保市大塔町１４－２ 070-3100-3680

モーリーファンタジー熊本店 熊本県上益城郡嘉島町上島字長池２２３２イオン2階 070-3100-4073

モーリーファンタジー宮崎店 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１イオン2階 070-3100-3920

モーリーファンタジー鹿児島店 鹿児島県鹿児島市東開町７イオンモール3階 070-3100-4134

モーリーファンタジー那覇店 沖縄県那覇市金城５－１０－２イオン3階 070-3100-5314

▶オンラインクレーン

タイトーオンラインクレーン https://www.taito-olcg.com/web/top/

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/
セガUFOキャッチャーオンライン https://sega-ufo.com/
(株)カプコン　ネットキャッチャー(カプとれ) https://capcom-netcatcher.com/

https://www.taito-olcg.com/web/top/
https://app.torumo.namco.co.jp/
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https://sega-ufo.com/
https://capcom-netcatcher.com/

