2017 年 7 月 25 日

弊社オリジナル『カープ・サンフレグッズ』が獲得できるクレーンゲーム機カープ・コラ
ボキャッチャーが天満屋 福山ポートプラザ店、福山サービスエリア上り線に登場！！

株式会社プローバホールディングスは、弊社オリジナルのアミューズメント用景品『カープ・サンフレグッズ』
が獲得できるクレーンゲーム機、『カープキャッチャー・コラボキャッチャー』を天満屋 福山ポートプラザ店
と福山サービスエリア上り線へ新たに設置させていただきました。

１. 天満屋 福山ポートプラザ店

（福山市入船町３−１−２５ ）

内訳：カープキャッチャー1 台、コラボキャッチャー1 台

2.

福山サービスエリア上り線 「サルボ両備株式会社」

（福山市津之郷町大字津之郷１８３−１）

内訳：カープキャッチャー1 台、コラボキャッチャー1 台

【クレーンゲーム機設置の様子】

開放倉庫福山店

天満屋 福山ポートプラザ店

福山サービスエリア上り線 サルボ両備株式会社

【カープグッズが獲得できるクレーンゲーム機取扱店舗一覧】
1
2

取扱店舗

住所

株式会社フジマート ピュアークック観音店

広島市西区南観音2丁目8-5

ふかわ・くにくさ デイケア

広島市安佐北区上深川町186-1

※ふかわ・くにくさ デイケアはデイケア施設内に設置。利用者様用で展開。

3

呉マリンボウル

呉市宝町4-21 折本マリンビル３Ｆ

4

THE 3RD PLANET 山口店

山口県山口市湯田温泉6-8-3

5

ジャンカラ中央通り店

広島市中区新天地1-21

6

コムズ安佐パーク

広島市安佐北区安佐町飯室1592

7

千代田ショッピングセンターサンクス

山県郡北広島町有田1532

8

イオン宇品店

広島市南区宇品東6丁目1-15

9

Kid’ s US.LAND広島ベイサイドフォート店

安芸郡坂町字亀石山1120-10 2階

10

ボウル国際

広島市中区田中町2-5

11

ミスズガーデン

広島市佐伯区皆賀４丁目１９番６号

12

ミスターカラオケ舟入店

広島市中区舟入南４－２０－１６

紙屋町エディオン広島本店（建て替えの為、下記店舗へ移設中）

広島市中区紙屋町2-1-18

ＧＩＧＡ本通店

広島市中区大手町１丁目8-20 6F

14

イオン広店

呉市広本町2-17-1

15

イオン海田店

安芸郡海田町南大正町3.-30

16

エディオン東広島本店

東広島市西条町御薗宇4598-1

17

天満屋広島緑井店

広島市安佐南区緑井5-22-1

18

イオン三原店

三原市城町2-13-1

19

ＴＳＵＴＡＹＡ隅の浜店

広島市佐伯区隅の浜3-9-30

20

ビリー・ザ・キッド呉店

呉市中通4丁目11-17

21

ビリー・ザ・キッド祇園店

広島市安佐南区長束1-2-15

22

イオン尾道店

尾道市天満町17-23

23

エディオン呉店

呉市西中央4-1-48

24

ペアシティ三原

三原市城町一丁目2番1号

25

エディオン海田店

安芸郡 海田町南つくも町13-18

26

エディオン八木店

広島市安佐南区八木２丁目１６−１０

27

エディオンアルパーク南店

広島市西区 商工センター2丁目5-1

28

エディオン岩国店

山口県岩国市麻里布町7-9-40

29

エディオン廿日市店

廿日市市新宮1-9-34

30

エディオン祇園店

広島市安佐南区長束1-32-44

31

宮島サービスエリア上り線（藤井産業株式会社）

廿日市市上平良

32

ホームセンターコーナン宇品店

広島市南区 宇品西 6丁目5番3号

33

ホームセンターコーナン神辺店

福山市 神辺町大字新十九 4番地の19

34

ENEOSハゼヤマ広島支店

広島市中区広瀬町1-3

35

廣文館金座街本店

広島市中区本通１−１１

36

廣文館福山駅ビル店

広島県福山市三之丸町３０－１

37

ホームセンターコーナン広島祇園店

広島市安佐南区 祇園 6丁目1番1号

38

開放倉庫福山店

福山市神辺町大字川南４１３−１

39

天満屋 福山ポートプラザ店

福山市入船町３−１−２５

40

福山サービスエリア上り線（サルボ両備株式会社）

福山市津之郷町大字津之郷１８３−１

41

ブラックジャックアクア

広島市安佐南区大町東４丁目１２−１１

42

ピノッキースパティオ呉店

呉市宝町5-10 ゆめタウン呉店3F

43

ピノッキースパティオ浜田店

島根県浜田市港町227-1 ゆめタウン浜田店3F

44

ピノッキースパティオ吉田店

安芸高田市吉田町吉田594-1 ゆめタウン吉田店2F

45

ブラックジャック東広島店

東広島市西条町御薗宇6120

46

ピノッキーランド黒瀬店

東広島市黒瀬町楢原100-1 ゆめタウン黒瀬店2Ｆ

47

ファンタジア

広島市安佐南区緑井6-21-1

48

ピノッキースパティオ大竹店

大竹市晴海1-5-1

49

ピノッキースパティオ防府店

山口県防府市八王子二丁目8-8 ゆめタウン防府店3Ｆ

50

ピノッキースパティオ南岩国店

山口県岩国市南岩国1-20-30 ゆめタウン南岩国店2Ｆ

51

フラーボスパティオ

山口県柳井市南町4-5-3 ゆめタウン柳井店2Ｆ

52

ピノッキースパティオ山口店

山口県山口市大内御堀1302-1 ゆめタウン山口2F

53

ピノッキースパティオ益田店

島根県益田市高津7丁目21−11 ゆめタウン益田店内

54

ピノッキーランド井原店

岡山県井原市下出部町2-11-2 ゆめタウン井原3F

55

パルドスパティオ

岡山県倉敷市笹沖1274-1 ゆめタウン倉敷店3F

13

【サンフレグッズが獲得できるクレーンゲーム機取扱店舗一覧】
取扱店舗

住所

1

紙屋町エディオン広島本店

広島市中区紙屋町2-1-18

2

ミスターカラオケ舟入店

広島市中区舟入南４－２０－１６

3

Kid’ s US.LAND広島ベイサイドフォート店

安芸郡坂町字亀石山1120-10 2階

4

エディオン東広島本店

東広島市西条町御薗宇4598-1

5

天満屋広島緑井店

広島市安佐南区緑井5-22-1

6

イオン三原店

三原市城町2-13-1

7

ビリー・ザ・キッド呉店

呉市中通4丁目11-17

8

ビリー・ザ・キッド祇園店

広島市安佐南区長束1-2-15

9

イオン尾道店

尾道市天満町17-23

10

ペアシティ三原

三原市城町一丁目2番1号

11

エディオン呉店

呉市西中央4-1-48

12

エディオン海田店

安芸郡海田町南つくも町13-18

13

エディオン八木店

広島市安佐南区八木２丁目１６−１０

14

エディオンアルパーク南店

広島市西区 商工センター2丁目5-1

15

エディオン廿日市店

廿日市市新宮1-9-34

16

エディオン祇園店

広島市安佐南区長束1-32-44

17

宮島サービスエリア上り線（藤井産業株式会社）

廿日市市

18

ホームセンターコーナン宇品店

広島市南区 宇品西 6丁目5番3号

19

ホームセンターコーナン神辺店

福山市 神辺町大字新十九 4番地の19

20

ENEOSハゼヤマ広島支店

広島市中区広瀬町1-3

21

ホームセンターコーナン広島祇園店

広島市安佐南区 祇園 6丁目1番1号

22

天満屋 福山ポートプラザ店

福山市入船町３−１−２５

23

福山サービスエリア上り線（サルボ両備株式会社）

福山市津之郷町大字津之郷１８３−１

24

ピノッキースパティオ吉田店

安芸高田市吉田町吉田594-1 ゆめタウン吉田店2F

25

ブラックジャックアクア

広島市安佐南区大町東４丁目１２−１１

26

ピノッキースパティオ呉店

呉市宝町5-10 ゆめタウン呉店3F

27

ブラックジャック東広島店

東広島市西条町御薗宇6120

28

ピノッキーランド黒瀬店

東広島市黒瀬町楢原100-1 ゆめタウン黒瀬店2Ｆ

29

ファンタジア

広島市安佐南区緑井6-21-1

30

ピノッキースパティオ大竹店

大竹市晴海1-5-1

株式会社プローバホールディングス 総合企画部
〒731-0141 広島県広島市安佐南区相田 1 丁目 1 番 33 号 3 階
プローバグループホームページ http://www.provanet.co.jp/

TEL：082-831-2608 FAX：082-831-2617

