
店舗名 都道府県 住所

イトーヨーカドー弘前店 青森県 青森県弘前市大字駅前3-2-1

イトーヨーカドー青森店 青森県 青森県青森市浜田1-14-1

ゲオむつ苫生町店 青森県 青森県むつ市苫生町1丁目1番7号

ゲオ鯵ヶ沢店 青森県 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田91番地1

ゲオ五所川原店 青森県 青森県五所川原市中央3丁目196番地

ゲオ弘前安原店 青森県 青森県弘前市大字泉野1丁目8番地4

ゲオ弘前新町店 青森県 青森県弘前市大字新町165番地2

ゲオ黒石バイパス店 青森県 青森県黒石市追子野木3丁目273番地1

ゲオ黒石東町店 青森県 青森県黒石市東町24番

ゲオ三沢店 青森県 青森県三沢市栄町2丁目31番地

ゲオ十和田千歳森店 青森県 青森県十和田市大字三本木字千歳森167番地12

ゲオ青森観光通店 青森県 青森県青森市大字浜田字玉川344番地

ゲオ青森荒川店 青森県 青森県青森市大字大野字前田64番地5

ゲオ青森東バイパス店 青森県 青森県青森市東造道3丁目3番3号

ゲオ青森浜館店 青森県 青森県青森市浜館3丁目3番地18

ゲオ青森柳川店 青森県 青森県青森市柳川2丁目4番22号

ゲオ八戸下長店 青森県 青森県八戸市下長4丁目10番11号

ゲオ八戸根城店 青森県 青森県八戸市根城2丁目26番7号

ゲオ八戸小中野店 青森県 青森県八戸市小中野4丁目1番47号

ゲオ八戸湊高台店 青森県 青森県八戸市湊高台2丁目1番4号

ゲオ野辺地駅前店 青森県 青森県上北郡野辺地町字上小中野6番地12

トイザらス・ベビーザらス八戸店 青森県 青森県八戸市沼館4-7-110ピアドゥ内

トイザらス青森店 青森県 青森県青森市三好2-3-11ガーラタウン

ドン・キホーテ弘前店 青森県 青森県弘前市高田5丁目2番8号

ドン・キホーテ青森観光通り店 青森県 青森県青森市浜田3-1-1

ドン・キホーテ八戸店 青森県 青森県八戸市江陽2-14-1

マエダ本店 青森県 青森県むつ市小川町2丁目4-8

ヤマダ電機　テックランドＮｅｗ弘前神田店 青森県 青森県弘前市神田一丁目7-2

ヤマダ電機　テックランド弘前店 青森県 青森県弘前市早稲田4-2-2

ヤマダ電機　テックランド青森本店 青森県 青森県青森市第二問屋町2-5-18

ヤマダ電機　テックランド八戸店 青森県 青森県八戸市沼館4-1-86

★ スカロップ弘前 青森県 青森県青森県弘前市城東北３丁目１０−１

★ キッズ・ウォーカー宮古店 岩手県 岩手県宮古市長町1-8-32

ゲオクロステラス盛岡店 岩手県 岩手県盛岡市大通3丁目4番1号

ゲオ一関インター店 岩手県 岩手県一関市山目泥田34番地4

ゲオ遠野店 岩手県 岩手県遠野市松崎町白岩15地割43番地1

ゲオ奥州水沢佐倉河店 岩手県 岩手県奥州市水沢区佐倉河字五反町65番地1

ゲオ奥州水沢日高店 岩手県 岩手県奥州市水沢区斉の神7番地1

ゲオ花巻店 岩手県 岩手県花巻市下似内第17地割105番地1

ゲオ釜石店 岩手県 岩手県釜石市上中島町2丁目2番33号

ゲオ久慈店 岩手県 岩手県久慈市新井田第4地割28番地1

ゲオ宮古長町店 岩手県 岩手県宮古市長町2丁目2番4号

ゲオ盛岡月が丘店 岩手県 岩手県盛岡市月が丘3丁目39番50号

ゲオ盛岡高松店 岩手県 岩手県盛岡市高松2丁目13番3号

ゲオ盛岡三本柳店 岩手県 岩手県盛岡市三本柳12地割20番地2

ゲオ盛岡本宮店 岩手県 岩手県盛岡市本宮1丁目20番5号

ゲオ大船渡店 岩手県 岩手県大船渡市立根町字桑原28番地2

ゲオ滝沢巣子店 岩手県 岩手県滝沢市巣子110番地1

ゲオ二戸堀野店 岩手県 岩手県二戸市堀野字馬場70番地1

ゲオ北上常盤台店 岩手県 岩手県北上市常盤台1丁目1番22号

トイ・エムズ 岩手県 岩手県花巻市桜台1-12-12アルテマルカン桜台店2F

トイザらス・ベビーザらス盛岡南店 岩手県 岩手県盛岡市本宮7-1-1イオンモール盛岡南2F

トイザらス北上店 岩手県 岩手県北上市有田町10-3

ドン・キホーテ盛岡上堂店 岩手県 岩手県盛岡市上堂1-2-38

ヤマダ電機　テックランドＮｅｗ盛岡本店 岩手県 岩手県盛岡市北飯岡一丁目1番1号

ヤマダ電機　テックランド水沢店 岩手県 岩手県奥州市水沢区佐倉河字矢中35-1

ヤマダ電機　テックランド盛岡北店 岩手県 岩手県盛岡市青山三丁目4-15

東山堂三ツ割店プラスゲオ 岩手県 岩手県盛岡市三ﾂ割4丁目4番32号

Ｇ－ｇｅｔルーカス中新田店 宮城県 宮城県加美郡加美町字矢越337番地1

イオンスーパーセンター栗原志波姫店 宮城県 宮城県栗原市志波姫新熊谷１１

イトーヨーカドーアリオ仙台泉店 宮城県 宮城県仙台市泉区泉中央1-5-1

【店頭ミッション】”期間限定フード属性のバーソウルが無限に出現！”実施店舗
★のお店では違う種類のバーソウルにも挑めるぞ！



店舗名 都道府県 住所

ゲオ塩竈杉の入店 宮城県 宮城県塩竈市杉の入3丁目3番1号 みやぎ生協塩釜杉の入店2F

ゲオ角田店 宮城県 宮城県角田市角田字扇町9番地14

ゲオ岩沼桑原店 宮城県 宮城県岩沼市桑原4丁目2番22号

ゲオ気仙沼南郷店 宮城県 宮城県気仙沼市南郷1番地の4

ゲオ佐沼店 宮城県 宮城県登米市迫町佐沼字内町51番地

ゲオ石巻蛇田店 宮城県 宮城県石巻市恵み野2丁目1番地1

ゲオ石巻中里店 宮城県 宮城県石巻市南中里2丁目6番30号

ゲオ仙台古城店 宮城県 宮城県仙台市若林区古城3丁目7番3号

ゲオ仙台幸町店 宮城県 宮城県仙台市宮城野区幸町5丁目4番1号 渡幸ﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝ幸町1F

ゲオ仙台松森店 宮城県 宮城県仙台市泉区松森字後沢25番地の1

ゲオ仙台西多賀店 宮城県 宮城県仙台市太白区西多賀5丁目16番10号

ゲオ仙台中野店 宮城県 宮城県仙台市宮城野区中野字大貝沼21番地

ゲオ仙台長町南店 宮城県 宮城県仙台市太白区長町南1丁目1番1号

ゲオ仙台南中山店 宮城県 宮城県仙台市泉区南中山1丁目27番地の25

ゲオ仙台南店 宮城県 宮城県名取市上余田字千刈田817番地

ゲオ仙台八乙女店 宮城県 宮城県仙台市泉区八乙女中央1丁目6番15号

ゲオ大河原店 宮城県 宮城県柴田郡大河原町新東25番地20

ゲオ大崎古川バイパス店 宮城県 宮城県大崎市古川福浦字道の上188番地

ゲオ大崎古川駅前店 宮城県 宮城県大崎市古川駅前大通2丁目2番17号

ゲオ白石店 宮城県 宮城県白石市城南1丁目2番23号

ゲオ富谷店 宮城県 宮城県富谷市大清水1丁目33番地1

ゲオ文教堂ＪＯＹ仙台ロフト店 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央1丁目10番10号 仙台ﾛﾌﾄ店7F

ゲオ矢本店 宮城県 宮城県東松島市矢本字作田浦189番地

ゲオ涌谷店 宮城県 宮城県遠田郡涌谷町字田町裏32番地1

ゲオ利府店 宮城県 宮城県宮城郡利府町利府字堀切前7番地1

ゲオ亘理店 宮城県 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北100番地 G棟

★ サニーランド　フォルテ店 宮城県 宮城県柴田郡大河原町字小島2－1

セカンドストリート仙台愛子店 宮城県 宮城県仙台市青葉区栗生7丁目1番地の1

トイザらス・ベビーザらス仙台泉大沢店 宮城県 宮城県仙台市泉区大沢1丁目5番地1イオンタウン仙台泉大沢 2階

トイザらス・ベビーザらス名取りんくうタウン店 宮城県 宮城県名取市杜せきのした　5丁目5番地の13アクロスプラザ杜せきのした内

トイザらス石巻矢本店 宮城県 宮城県東松島市小松字上浮足43イオンタウン矢本内

トイザらス仙台長町店 宮城県 宮城県仙台市太白区長町7丁目20番地3号ザ・モール仙台長町 3F

ドン・キホーテパウ仙台南店 宮城県 宮城県仙台市太白区中田6-33-1

ドン・キホーテ石巻街道矢本店 宮城県 宮城県東松島市赤井字川前二番123番地3

ドン・キホーテ晩翠通り店 宮城県 宮城県仙台市青葉区立町15-17

ドン・キホーテ六丁の目店 宮城県 宮城県仙台市若林区六丁の目東町6-17

ヤマダ電機　ＬＡＢＩ仙台 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央３丁目6-1

ヤマダ電機　テックランド佐沼店 宮城県 宮城県登米市南方町新島前46-1

ヤマダ電機　テックランド石巻店 宮城県 宮城県石巻市恵み野三丁目3番地32

ヤマダ電機　テックランド仙台泉本店 宮城県 宮城県仙台市泉区市名坂字柳清水102番1

ヤマダ電機　テックランド仙台太白店 宮城県 宮城県仙台市太白区鈎取本町一丁目18-1

ヤマダ電機　テックランド仙台東店 宮城県 宮城県仙台市宮城野区南目館20-20

ヤマダ電機　テックランド仙台南店 宮城県 宮城県仙台市太白区中田町字後河原48-1

ヤマダ電機　テックランド多賀城店 宮城県 宮城県多賀城市町前四丁目2番1号

ヨドバシカメラ　マルチメディア仙台 宮城県 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-13

★ キッズ・ウォーカー利府店 宮城県 宮城県利府町利府新屋田前22 イオンモール利府１F

イオンスーパーセンター本荘店 秋田県 秋田県由利本荘市石脇字田中138番地

イオンスーパーセンター湯沢店 秋田県 秋田県湯沢市字上荻生田１６２

イオンモール御所野 秋田県 秋田県秋田市御所野地蔵田１－１

ゲオイオンタウン大曲店 秋田県 秋田県大仙市福田町18番31号

ゲオスーパーブックス八橋店 秋田県 秋田県秋田市八橋大道東1番2号

ゲオフレスポ由利本荘店 秋田県 秋田県由利本荘市石脇字田中8番地

ゲオ横手店 秋田県 秋田県横手市婦気大堤字西野13番地3

ゲオ角館店 秋田県 秋田県仙北市角館町下菅沢171番地1

ゲオ鹿角店 秋田県 秋田県鹿角市花輪字上花輪134番地

ゲオ秋田旭南店 秋田県 秋田県秋田市旭南3丁目1番32号

ゲオ秋田牛島店 秋田県 秋田県秋田市牛島西2丁目3番13号

ゲオ秋田土崎店 秋田県 秋田県秋田市土崎港南3丁目12番30号

ゲオ秋田東通店 秋田県 秋田県秋田市東通8丁目1番27号



店舗名 都道府県 住所

ゲオ秋田保戸野店 秋田県 秋田県秋田市保戸野鉄砲町11番9号

ゲオ大館店 秋田県 秋田県大館市清水3丁目2番3号

ゲオ男鹿店 秋田県 秋田県男鹿市船越字内子95番地1

ゲオ湯沢店 秋田県 秋田県湯沢市古館町1番3号

ゲオ能代店 秋田県 秋田県能代市字寺向90番地

ゲオ由利本荘桜小路店 秋田県 秋田県由利本荘市桜小路43番地18

トイザらス秋田店 秋田県 秋田県秋田市卸町1-135-1

ドン･キホーテ秋田店 秋田県 秋田県秋田市旭北錦町4-58

ヤマダ電機　テックランド秋田御所野店 秋田県 秋田県秋田市御所野堤台一丁目3-2

ヤマダ電機　テックランド秋田本店 秋田県 秋田県秋田市八橋南2-4-6

ヤマダ電機　テックランド大館店 秋田県 秋田県大館市下綱327-1

ヤマダ電機　テックランド大仙店 秋田県 秋田県大仙市東川字屋敷後223

ＭＥＧＡドン・キホーテ ル・パーク三川店 山形県 山形県東田川郡三川町猪子大堰端318-1

おもちゃ屋本舗　米沢店 山形県 山形県米沢市金池7丁目4-68

ゲオ寒河江店 山形県 山形県寒河江市新山1丁目33番地

ゲオ山形花楯店 山形県 山形県山形市花楯2丁目14番57号

ゲオ山形高堂店 山形県 山形県山形市高堂2丁目7番22号

ゲオ山形小立店 山形県 山形県山形市小立2丁目1番73号

ゲオ酒田バイパス店 山形県 山形県酒田市大町19番7号

ゲオ酒田駅前店 山形県 山形県酒田市幸町2丁目9番36号

ゲオ上山店 山形県 山形県上山市矢来4丁目267番地1

ゲオ新庄店 山形県 山形県新庄市五日町1389番地の23

ゲオ村山駅前店 山形県 山形県村山市楯岡新町2丁目12番1号

ゲオ長井店 山形県 山形県長井市小出字台の前3737番地1

ゲオ鶴岡城南店 山形県 山形県鶴岡市城南町22番23号

ゲオ鶴岡美咲町店 山形県 山形県鶴岡市美咲町1番3号

ゲオ鶴岡宝田店 山形県 山形県鶴岡市文下字広野18番地1

ゲオ天童店 山形県 山形県天童市糠塚1丁目6番36号

ゲオ東根中央店 山形県 山形県東根市中央3丁目1番2号

ゲオ南陽店 山形県 山形県南陽市椚塚420番地

ゲオ米沢金池店 山形県 山形県米沢市金池8丁目1番2号

トイザらス・ベビーザらス山形店 山形県 山形県山形市若宮3-7-8イオンモール山形南1F

ドン・キホーテ山形嶋南店 山形県 山形県山形市嶋南3-16-13

ヤマダ電機　テックランド山形本店 山形県 山形県山形市大野目4-3-7

ヤマダ電機　テックランド天童店 山形県 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内32街区1号

★ プラセン 山形県 山形県鶴岡市道形町46-5

PLANT-5 大玉店 福島県 福島県安達郡大玉村大山字仲江271番地

アピタ会津若松店 福島県 福島県会津若松市神指町大字南四合字幕内南１５４番地

おもちゃ屋本舗　文芸堂相馬店 福島県 福島県相馬市黒木字源多田7

カネサン書店 福島県 福島県田村郡三春町大字貝山字岩田53番地

ゲオいわき小名浜店 福島県 福島県いわき市小名浜字松の中65番地の1

ゲオいわき湯本店 福島県 福島県いわき市常磐関船町ほうの木作68番地の2

ゲオいわき平上荒川店 福島県 福島県いわき市平上荒川字長尾59番地の1

ゲオ伊達保原店 福島県 福島県伊達市保原町東野崎21番地の1

ゲオ会津若松インター店 福島県 福島県会津若松市一箕町大字亀賀字川西126番地の1

ゲオ会津若松古川町店 福島県 福島県会津若松市古川町1番18号

ゲオ喜多方店 福島県 福島県喜多方市字屋敷免4007番地

ゲオ郡山うねめ通り店 福島県 福島県郡山市朝日3丁目7番30号

ゲオ郡山小山田店 福島県 福島県郡山市大槻町字小割林4番地の4

ゲオ郡山城清水店 福島県 福島県郡山市城清水18番地

ゲオ須賀川店 福島県 福島県須賀川市稲荷町115番地の3

ゲオ相馬店 福島県 福島県相馬市中村字砂子田134番地の1

ゲオ棚倉店 福島県 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字新町10番地1

ゲオ南相馬原町店 福島県 福島県南相馬市原町区北原字境堀183番地

ゲオ二本松店 福島県 福島県二本松市大壇34番地1

ゲオ白河旭町店 福島県 福島県白河市明戸168番地

ゲオ福島鎌田店 福島県 福島県福島市鎌田字古舘45番地の2

ゲオ福島西バイパス店 福島県 福島県福島市南中央2丁目35番地の1

ゲオ福島石川店 福島県 福島県石川郡石川町大字双里字赤沼12番地1

ゲオ福島鳥谷野店 福島県 福島県福島市鳥谷野字扇田15番地の1

こまち書房 福島県 福島県田村郡小野町大字飯豊字五反田63



店舗名 都道府県 住所

トイザらスいわき店 福島県 福島県いわき市平谷川瀬字双藤町53-1

トイザらス福島店 福島県 福島県福島市森合字清水7コープマートいずみ 2F

ドン・キホーテ郡山駅東店 福島県 福島県郡山市向河原町4番40号

ベイシア　安達店 福島県 福島県二本松市油井福岡１４０

ベイシア　白河モール店 福島県 福島県白河市老久保２８

ヤマダ電機　テックランドＮｅｗ郡山南店 福島県 福島県郡山市安積町荒井字方八丁33-1

ヤマダ電機　テックランドいわき店 福島県 福島県いわき市鹿島町御代赤坂18

ヤマダ電機　テックランドいわき平店 福島県 福島県いわき市平上荒川字堀ノ内12-1

ヤマダ電機　テックランド会津若松店 福島県 福島県会津若松市町北町大字上荒久田字村北110-1

ヤマダ電機　テックランド郡山本店 福島県 福島県郡山市喜久田町字四十坦6-12

ヤマダ電機　テックランド須賀川店 福島県 福島県須賀川市高久田境63-2

ヤマダ電機　テックランド福島店 福島県 福島県福島市御山三本松46

ヤマダ電機　テックランド福島南店 福島県 福島県福島市太平寺字坿屋敷58

ヨドバシカメラ　マルチメディア郡山 福島県 福島県郡山市駅前1-16-7

岩瀬書店鎌田店 福島県 福島県福島市鎌田字西舟戸11番地1

岩瀬書店八木田店プラスゲオ 福島県 福島県福島市八木田字並柳163番地の1

岩瀬書店富久山店プラスゲオ 福島県 福島県郡山市富久山町八山田字大森新田36番地1


