
店舗名 都道府県 住所

100満ボルト　旭川永山店 北海道 北海道旭川市永山2条3丁目1番15号

100満ボルト　旭川本店 北海道 北海道旭川市西御料5条1丁目1-5

100満ボルト　釧路店 北海道 北海道釧路群釧路町木場2丁目3-1

100満ボルト　札幌清田店 北海道 北海道札幌市清田区真栄56番地

100満ボルト　帯広西店 北海道 北海道帯広市西22条南2丁目10番地11

100満ボルト　帯広本店 北海道 北海道帯広市稲田町南9線西11-1

100満ボルト　東苗穂店 北海道 北海道札幌市東区東苗穂三条2丁目5-20

100満ボルト　北見本店 北海道 北海道北見市中央三輪1丁目371番地9

Ｇ－ｇｅｔ栗山店 北海道 北海道夕張郡栗山町中央2丁目115番地

Ｇ－ｇｅｔ斜里店 北海道 北海道斜里郡斜里町文光町49番地 ｻﾝﾋﾞﾃﾞｵ内

Ｇ－ｇｅｔ沼ノ端店 北海道 北海道苫小牧市東開町3丁目17番24号

Ｇ－ｇｅｔ別海店 北海道 北海道野付郡別海町別海宮舞町5番地

Ｇ－ｇｅｔ名寄自衛隊店 北海道 北海道名寄市字内淵84番地 厚生ｾﾝﾀｰ内

MEGAドン･キホーテ旭川店 北海道 北海道旭川市春光１条８丁目１番６５号

MEGAドン・キホーテ新川店 北海道 北海道札幌市北区新川2条7-3-20

MEGAドン･キホーテ西帯広店 北海道 北海道帯広市西21条南4丁目１番

MEGAドン・キホーテ苫小牧店 北海道 北海道苫小牧市木場町1-6-1

MEGAドン・キホーテ函館店 北海道 北海道函館市美原 1-7-1

イオン上磯店 北海道 北海道北斗市七重浜4-44-1

イオンスーパーセンター三笠店 北海道 北海道三笠市岡山1059-1

イオンスーパーセンター手稲山口店 北海道 北海道札幌市手稲区明日風6丁目1-1

イオンスーパーセンター石狩緑苑台店 北海道 北海道石狩市緑苑台中央1丁目2

イオン滝川店 北海道 北海道滝川市東町2丁目25-3

イオン湯川店 北海道 北海道函館市湯川町3丁目14-5

イオン旭川永山店 北海道 北海道旭川市永山3条12丁目2-11 

イオン旭川春光店 北海道 北海道旭川市春光町10

イオン旭川西店 北海道 北海道旭川市緑町23丁目2161-3

イオン伊達店 北海道 北海道伊達市末永町8-1

イオン岩見沢店 北海道 北海道岩見沢市大和4条8丁目1

イオン釧路昭和店 北海道 北海道釧路市昭和中央4丁目18-1

イオン釧路店 北海道 北海道釧路郡釧路町桂木1丁目1-7

イオン江別店 北海道 北海道江別市幸町35

イオン根室店 北海道 北海道根室市常磐町3丁目9

イオン札幌桑園店 北海道 北海道札幌市中央区北8条西14丁目28

イオン札幌元町店 北海道 北海道札幌市東区北31条東15丁目1-1

イオン札幌藻岩店 北海道 北海道札幌市南区川沿2条2丁目1-1

イオン札幌発寒店 北海道 北海道札幌市西区発寒8条12丁目1

イオン札幌苗穂店 北海道 北海道札幌市東区東苗穂2条3丁目1-1

イオン札幌平岡店 北海道 北海道札幌市清田区平岡3条5丁目3-1

イオン室蘭店 北海道 北海道室蘭市東町2丁目4-32

イオン小樽店 北海道 北海道小樽市築港11-6

イオン静内店 北海道 北海道日高郡新ひだか町静内末広町2丁目2-1

イオン千歳店 北海道 北海道千歳市栄町6丁目51

イオン帯広店 北海道 北海道帯広市西4条南20丁目1

イオン登別店 北海道 北海道登別市若山町4丁目33-1

イオン苫小牧店 北海道 北海道苫小牧市柳町3丁目1-20

イオン北見店 北海道 北海道北見市北進町1丁目1-1

イオン名寄店 北海道 北海道名寄市字徳田80-1

イオン余市店 北海道 北海道余市郡余市町黒川町12丁目62-1

ゲオイーアス札幌店 北海道 北海道札幌市白石区東札幌三条1丁目1番1号 ｲｰｱｽ札幌Aﾀｳﾝ1F

ゲオフレスポ帯広稲田店 北海道 北海道帯広市稲田町南9線西11番地1

ゲオモバイル札幌狸小路４丁目店 北海道 北海道札幌市中央区南二条西4丁目9番地2

ゲオ旭川一条通店 北海道 北海道旭川市一条通23丁目111番地の25

ゲオ旭川永山店 北海道 北海道旭川市永山二条16丁目6番12号

ゲオ旭川神楽店 北海道 北海道旭川市神楽四条9丁目3番34号

ゲオ旭川大町店 北海道 北海道旭川市大町二条8丁目77番地の2

ゲオ伊達インター店 北海道 北海道伊達市松ヶ枝町9番地98

ゲオ遠軽店 北海道 北海道紋別郡遠軽町大通北10丁目2番地28

ゲオ音更木野大通店 北海道 北海道河東郡音更町木野大通西14丁目1番地3

【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

ゲオ岩見沢店 北海道 北海道岩見沢市大和1条9丁目2番地2

ゲオ岩見沢日の出店 北海道 北海道岩見沢市日の出町13番地

ゲオ岩内店 北海道 北海道岩内郡岩内町字栄172番地

ゲオ釧路貝塚店 北海道 北海道釧路市貝塚3丁目2番28号

ゲオ釧路星が浦店 北海道 北海道釧路市星が浦大通2丁目5番32号

ゲオ釧路鳥取店 北海道 北海道釧路市鳥取大通2丁目2番8号

ゲオ釧路睦店 北海道 北海道釧路郡釧路町睦1丁目1番地1

ゲオ恵庭恵み野店 北海道 北海道恵庭市恵み野西3丁目1番19

ゲオ江差店 北海道 北海道檜山郡江差町字愛宕町75番地

ゲオ江別大麻店 北海道 北海道江別市大麻栄町8番地3

ゲオ根室店 北海道 北海道根室市大正町2丁目5番地

ゲオ砂川店 北海道 北海道砂川市東一条南11丁目4番1号

ゲオ札幌環状通東店 北海道 北海道札幌市東区北十四条東15丁目3番10号

ゲオ札幌月寒店 北海道 北海道札幌市豊平区月寒中央通10丁目1番1号

ゲオ札幌光星店 北海道 北海道札幌市東区北十条東5丁目1番10号

ゲオ札幌厚別店 北海道 北海道札幌市厚別区厚別東五条2丁目1番45号

ゲオ札幌篠路店 北海道 北海道札幌市北区篠路一条4丁目6番36号

ゲオ札幌手稲店 北海道 北海道札幌市手稲区前田六条13丁目1番15号

ゲオ札幌新琴似四番通店 北海道 北海道札幌市北区新琴似八条8丁目2番10号

ゲオ札幌星置店 北海道 北海道札幌市手稲区手稲山口494番地1

ゲオ札幌西岡店 北海道 北海道札幌市豊平区西岡四条3丁目6番36号

ゲオ札幌西町店 北海道 北海道札幌市西区西町南8丁目3番3号

ゲオ札幌狸小路２丁目店 北海道 北海道札幌市中央区南二条西2丁目1番1号 金市館ﾋﾞﾙ B1F

ゲオ札幌東苗穂店 北海道 北海道札幌市東区東苗穂八条3丁目1番3号

ゲオ札幌南１１条店 北海道 北海道札幌市中央区南十一条西8丁目540番2号

ゲオ札幌南２１条店 北海道 北海道札幌市中央区南二十一条西9丁目2番15号 ﾗｰﾋﾟｽ南21条ﾋﾞﾙ内1･2F

ゲオ札幌南郷通店 北海道 北海道札幌市白石区南郷通20丁目南3番地23号

ゲオ札幌南平岸店 北海道 北海道札幌市豊平区平岸三条13丁目1番33号 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ平岸通り1F

ゲオ札幌発寒店 北海道 北海道札幌市西区発寒十三条2丁目1番30号

ゲオ札幌美しが丘店 北海道 北海道札幌市清田区美しが丘四条5丁目3番8号

ゲオ札幌平岸アーバンサイト店 北海道 北海道札幌市豊平区平岸一条22丁目2番20号

ゲオ札幌豊平店 北海道 北海道札幌市豊平区豊平七条8丁目2番14号

ゲオ札幌北２４条駅前店 北海道 北海道札幌市北区北二十三条西4丁目2番39号 ｽｶﾞｲ24 1F

ゲオ札幌北３３条店 北海道 北海道札幌市北区北三十三条西5丁目120番1号

ゲオ札幌北４９条店 北海道 北海道札幌市東区北四十九条東8丁目3番5号

ゲオ札幌北郷店 北海道 北海道札幌市白石区北郷二条7丁目6番15号

ゲオ札幌麻生店 北海道 北海道札幌市北区北三十六条西10丁目1番16号

ゲオ室蘭東町店 北海道 北海道室蘭市東町1丁目13番

ゲオ小樽店 北海道 北海道小樽市住吉町2番1号

ゲオ上野幌店 北海道 北海道札幌市厚別区上野幌三条2丁目1番10号

ゲオ森店 北海道 北海道茅部郡森町字森川町4番地の1

ゲオ西帯広店 北海道 北海道帯広市西二十四条南2丁目22番地5

ゲオ静内店 北海道 北海道日高郡新ひだか町静内木場町2丁目1番28号

ゲオ千歳駅前店 北海道 北海道千歳市千代田町6丁目12番地

ゲオ千歳信濃店 北海道 北海道千歳市信濃3丁目5番21号

ゲオ帯広ドリームタウン店 北海道 北海道帯広市白樺十六条西2丁目45番地1

ゲオ滝川東町店 北海道 北海道滝川市東町7丁目7番14号

ゲオ稚内店 北海道 北海道稚内市朝日2丁目1番18号

ゲオ中標津店 北海道 北海道標津郡中標津町東二十六条北1丁目1番地

ゲオ登別店 北海道 北海道登別市新生町1丁目18番地11

ゲオ苫小牧桜木店 北海道 北海道苫小牧市桜木町3丁目16番18号

ゲオ苫小牧新生台店 北海道 北海道苫小牧市双葉町1丁目22番

ゲオ函館桔梗店 北海道 北海道函館市桔梗町3丁目40番16号

ゲオ函館戸倉店 北海道 北海道函館市戸倉町268番地2

ゲオ函館昭和店 北海道 北海道函館市昭和3丁目24番18号

ゲオ函館人見店 北海道 北海道函館市人見町21番6号

ゲオ函館鍛治店 北海道 北海道函館市鍛治2丁目7番10号

ゲオ八雲店 北海道 北海道二海郡八雲町富士見町127番地

ゲオ美幌店 北海道 北海道網走郡美幌町字青山南17番地の4

ゲオ富良野店 北海道 北海道富良野市新富町1番80号



店舗名 都道府県 住所

ゲオ文教堂宮の森店 北海道 北海道札幌市中央区宮の森三条1丁目5番35号

ゲオ文教堂琴似駅前店 北海道 北海道札幌市西区琴似二条1丁目1番20号

ゲオ文教堂札幌ルーシー店 北海道 北海道札幌市白石区栄通18丁目5番35号

ゲオ文教堂西野３条店 北海道 北海道札幌市西区西野三条4丁目8番

ゲオ文教堂湯ノ川店 北海道 北海道函館市湯川町1丁目34番15号 ｺｰﾌﾟ2F

ゲオ文教堂北野店 北海道 北海道札幌市清田区北野三条2丁目13番55号

ゲオ北見とん田東町店 北海道 北海道北見市とん田東町617番地132

ゲオ北見南大通店 北海道 北海道北見市とん田西町248番地2

ゲオ北広島店 北海道 北海道北広島市美沢1丁目2番地3

ゲオ北斗久根別店 北海道 北海道北斗市久根別1丁目26番2号

ゲオ名寄店 北海道 北海道名寄市西四条北1丁目8番地

ゲオ網走店 北海道 北海道網走市駒場南6丁目1番1号

ゲオ紋別店 北海道 北海道紋別市落石町2丁目30番3号

ゲオ余市店 北海道 北海道余市郡余市町黒川町12丁目29番地7

ゲオ留萌店 北海道 北海道留萌市花園町4丁目8番5号

スーパーセカンドストリート大谷地店 北海道 北海道札幌市厚別区大谷地東2丁目4番30号

トイザらス・ベビーザらス札幌店 北海道 北海道札幌市東区北7条東 9-2-20アリオ札幌2F

トイザらス・ベビーザらス函館店 北海道 北海道函館市石川町52-15CENTRE MARUYAMA内

トイザらス旭川店 北海道 北海道旭川市永山12条3-122-55ウエスタンパワーズ内

トイザらス釧路店 北海道 北海道釧路市昭和中央3-3-8

トイザらス札幌平岡店 北海道 北海道札幌市清田区平岡3条5丁目3-1イオンモール札幌平岡1F

トイザらス帯広音更店 北海道 北海道河東郡音更町木野大通西17-1スーパーオーケーセンター音更店内

トイザらス苫小牧店 北海道 北海道苫小牧市柳町 4-5-35ホクレンショップ内

ドン・キホーテ釧路店 北海道 北海道釧路郡釧路町国誉1-3-4

ドン・キホーテ札幌店 北海道 北海道札幌市中央区南2条西3-6

ドン・キホーテ手稲店 北海道 北海道札幌市手稲区前田5条11-7-10

ドン・キホーテ函館七重浜店 北海道 北海道北斗市七重浜7-15-13

ドン・キホーテ平岡店 北海道 北海道札幌市清田区平岡四条1-1-35

ドン・キホーテ北42条店 北海道 北海道札幌市東区北42条東7-1-1

ドン・キホーテ室蘭中島店 北海道 北海道室蘭市中島町1-19-11

ドン・キホーテ狸小路店 北海道 北海道札幌市中央区南2条西4-2-1

ヤマダ電機　テックランドＮｅｗ釧路店 北海道 北海道釧路市川上町八丁目8番

ヤマダ電機　テックランドＮｅｗ帯広西五条店 北海道 北海道帯広市西5条南38丁目1番14号

ヤマダ電機　テックランドＮｅｗ函館本店 北海道 北海道函館市美原二丁目14-1

ヤマダ電機　テックランドＮｅｗ北見店 北海道 北海道北見市西三輪六丁目1番地１

ヤマダ電機　テックランド旭川大雪通店 北海道 北海道旭川市大雪通二丁目484番3

ヤマダ電機　テックランド旭川店 北海道 北海道旭川市緑町12丁目2719番地1

ヤマダ電機　テックランド岩見沢店 北海道 北海道岩見沢市大和2条8丁目1番13

ヤマダ電機　テックランド札幌琴似店 北海道 北海道札幌市西区二十四軒二条１丁目2-46

ヤマダ電機　テックランド札幌月寒店 北海道 北海道札幌市豊平区月寒東一条12丁目1番1号

ヤマダ電機　テックランド札幌厚別店 北海道 北海道札幌市厚別区厚別東四条8丁目18番20号

ヤマダ電機　テックランド札幌屯田店 北海道 北海道札幌市北区屯田七条３丁目２番２号

ヤマダ電機　テックランド札幌南川沿店 北海道 北海道札幌市南区川沿五条2丁目1-1

ヤマダ電機　テックランド札幌発寒店 北海道 北海道札幌市西区発寒十一条14丁目1069-21

ヤマダ電機　テックランド札幌苗穂店 北海道 北海道札幌市東区東雁来二条１丁目1-16

ヤマダ電機　テックランド札幌本店 北海道 北海道札幌市中央区北一条西８丁目1-2

ヤマダ電機　テックランド清田店 北海道 北海道札幌市清田区清田一条1-1-1

ヤマダ電機　テックランド千歳店 北海道 北海道千歳市新富1丁目1番9号

ヤマダ電機　テックランド帯広店 北海道 北海道帯広市西13条北1-1-32

ヤマダ電機　テックランド滝川店 北海道 北海道滝川市東町3丁目92-8

ヤマダ電機　テックランド苫小牧本店 北海道 北海道苫小牧市柳町4丁目3-23

ヤマダ電機　テックランド函館店 北海道 北海道函館市亀田本町66-5

ヨドバシカメラ　マルチメディア札幌 北海道 北海道札幌市北区北6条西5-1-22

西友厚別店 北海道 北海道札幌市厚別区厚別西4条6丁目-700-126

西友手稲店 北海道 北海道札幌市手稲区前田1条 11-1-2

★ おもちゃのおおいえ 北海道 北海道岩内郡岩内町字高台12-18

★ おもちゃの平野 北海道 北海道札幌市西区山の手3条1-3-2

★ おもちゃのヨシダ 北海道 北海道旭川市本町3丁目437-238


