『おそ松さん ハロウィン缶バッジ』導入店一覧
※導入のタイミングは店舗によって異なります。
※景品は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。
地域

店舗名

郵便番号

住所

ディノスパーク 旭川店

070-0010

北海道旭川市大雪通5-496-5 第8山本ﾋﾞﾙ

キャッツアイ新札幌店

004-0005

北海道札幌市厚別区厚別東五条1丁目1-10

タイトーステーション札幌狸小路店

060-0062

北海道札幌市中央区南2条西3丁目5-1

ディノスパーク 札幌中央店

060-0063

北海道札幌市中央区南3条西1-8.1F

ラウンドワン札幌すすきの店

064-0805

北海道札幌市中央区南五条西三丁目6番地1

アドアーズ札幌狸小路店

060-0063

北海道札幌市中央区南三条西4-12-1 ｱﾙｼｭﾋﾞﾙ 5～6階

北海道 ｎａｍｃｏサッポロファクトリー店

060-0031

北海道札幌市中央区北1条東4丁目1番地1 札幌ﾌｧｸﾄﾘｰ1条館

ｎａｍｃｏ札幌エスタ店

060-0005

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

プラボ小樽店

047-0008

北海道小樽市築港11番5号 ｳｨﾝｸﾞﾍﾞｲ小樽5番街3階

アピナ新千歳空港店

066-0012

北海道千歳市美々1新千歳空港(国内線)旅客ﾀｰﾐﾅﾙ4階

ファンタジープラザ帯広店

080-0814

北海道帯広市西四条南12-3 長崎屋帯広店2F

ディノスパーク 苫小牧店

053-0053

北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝﾓｰﾙ苫小牧2F

ディノスパーク 北見店

090-0838

北海道北見市西三輪5丁目1番地16

タイトーステーション仙台クリスロード店

980-0021

宮城県仙台市青葉区中央2-3-25

ゲームメイト仙台店

980-0021

宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 ｲｰﾋﾞﾝｽﾞ 4F

ｎａｍｃｏイオンモール名取店

981-1294

宮城県名取市杜せきのした5-3-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ名取2F

アピナ鶴岡店

997-0003

山形県鶴岡市文下字広野1-1

ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ ＴＥＮＤＯ

994-0049

山形県天童市南町1丁目5-26

万ＳＡＩ堂 秋田店

011-0911

秋田県秋田市飯島字堀川10

タイトーＦステーション郡山アティ店

963-8002

福島県郡山市駅前1-16-7

ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ 福島店

960-8153

福島県福島市黒岩字中島7番2号

ｎａｍｃｏ ｉｉａｓつくば店

305-0817

茨城県つくば市研究学園5丁目19番地 iiasつくば店2F2190

ＮＹ守谷店

302-0110

茨城県守谷市百合丘3丁目字向原249-1ｲｵﾝﾀｳﾝ守谷2F

スタジオプリモマイム水戸店

310-0015

茨城県水戸市宮町1-2-4 ﾏｲﾑ 1F

ゲームパニックつくば

300-0850

茨城県土浦市中村東1-1-1

ｎａｍｃｏけやきウォ－ク前橋店

371-0801

群馬県前橋市文京町2-1-1 けやきｳｫｰｸ前橋2F

万代書店 岩槻店

339-0055

埼玉県さいたま市岩槻区東町1-8-11

タイトーステーション 大宮店

330-0846

埼玉県さいたま市大宮区大門町一丁目1番地

ｎａｍｃｏイオンレイクタウン店

343-0828

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

ユーズランド

343-0828

埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ4丁目2番地2 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝKAZE3F

ｎａｍｃｏ熊谷店

360-0032

埼玉県熊谷市銀座2丁目97番地

ギガステーション戸田店

335-0031

埼玉県戸田市大字美女木943-7

ゲームパニック三郷

341-0052

埼玉県三郷市彦野2-25

キッズプラザきゃらんど上里店

369-0306

埼玉県児玉郡上里町大字七本木2272-1 ｳﾆｸｽ上里 2階

ユーズランド春日部店

344-0122

埼玉県春日部市下柳420-1ｲｵﾝﾓｰﾙ春日部2F 区画番号2037

クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ ブリブリ シネマスタジオ

344-0064

埼玉県春日部市南1丁目1-1 ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ春日部 3階

ｎａｍｃｏ川越店

350-1122

埼玉県川越市脇田町3番地6 長谷川ﾋﾞﾙ1F

ＡＭ ＰＩＡ川口

332-0017

埼玉県川口市栄町3-1-16共同ﾋﾞﾙ3･4F

アドアーズ和光店

351-0114

埼玉県和光市本町3-5 MillionAnnex和光 1～3階

アドアーズ横須賀店

238-0041

神奈川県横須賀市本町3-27 横須賀APT 1階

タイトーステーション 横浜西口五番街店

220-0005

神奈川県横浜市西区南幸1-12-97階

ラウンドワン横浜西口駅

220-0005

神奈川県横浜市西区南幸2-8-16

231-0045

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6-147

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ 港北ニュータウン店

224-0003

神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1ﾉｰｽﾎﾟｰﾄ･ﾓｰﾙ6F

タイトーステーション海老名ビナウォーク店

243-0432

神奈川県海老名市中央1ｰ18-1 ﾋﾞﾅｳｫｰｸ六番館 2F

ＡＭ ＰＩＡ 大船

247-0056

神奈川県鎌倉市大船1-24大船駅前ﾋﾞﾙ1-3F

ｎａｍｃｏラゾーナ川崎店

212-8576

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1LAZONA川崎ﾌﾟﾗｻﾞ4階

ＡＭ ＰＩＡ 川崎モアーズ

210-0007

神奈川県川崎市川崎区駅前本町7番地 岡田屋ﾓｱｰｽﾞ1･2階

ＳＩＬＫ ＨＡＴ 川崎ダイス

210-0007

神奈川県川崎市川崎区駅前本町8番地川崎ﾀﾞｲｽﾋﾞﾙB2F

ソユープレイランド 川崎店

210-0843

神奈川県川崎市川崎区小田栄二丁目2-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ川崎店3F

こころっこアリオ橋本店

252-0146

神奈川県相模原市緑区大山1-22 ｱﾘｵ橋本2F 235区画ｴﾌﾞﾘﾃﾞｲFUNﾊｳｽ

ゲームファンタジア平塚店

254-0043

神奈川県平塚市紅谷町14-21 Ｔﾏﾘﾝ湘南 1～2階

東京ガリバー松戸店

271-0092

千葉県松戸市松戸1230-1 ﾋﾟｱｻﾞ松戸 1F

タイトーステーションアリオ蘇我店

260-0835

千葉県千葉市中央区川崎町52-7 ｱﾘｵ蘇我2F

アドアーズ千葉店

260-0015

千葉県千葉市中央区富士見2-4-15 第一東和ﾋﾞﾙ 1～3階

ラッキー中央店フェリシダ

260-0015

千葉県千葉市中央区富士見町2-41487

アドアーズ船橋店

273-0005

千葉県船橋市本町1-31-26 ｾﾌﾞﾝ船橋ビル B1F〜4F

ラウンドワンスタジアム アリオ柏店

277-0922

千葉県柏市大島田950-1

アドアーズ柏店

277-0005

千葉県柏市柏1-3-1 柏長崎屋共同ﾋﾞﾙ 1階

ソユーゲームフィールド木更津店

292-0835

千葉県木更津市築地1番4 ｲｵﾝﾓｰﾙ木更津2F

イスカンダル

292-0834

千葉県木更津市潮見4-1-2

こちら葛飾区亀有公園前派出所 こち亀ゲームぱ～く

125-0061

東京都葛飾区亀有3-49-3 ｱﾘｵ亀有ｱﾘｵﾓｰﾙ3F

アドアーズ新小岩店

124-0024

東京都葛飾区新小岩1-44-4 ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾞﾙ B1～3階

アムネット 小岩店

133-0056

東京都江戸川区南小岩6-31-3石井ﾋﾞﾙ1F

東京ジョイポリス

135-0091

東京都港区台場1-6-1DECKS TOKYO BEACH 4F

アドアーズ渋谷店

150-0042

東京都渋谷区宇田川町13-11 KN渋谷1ビル１～４階

タイトーステーション渋谷店

150-0002

東京都渋谷区渋谷1-24-12 渋谷東映ﾌﾟﾗｻﾞ

タイトーステーション新宿東口店

160-0022

東京都新宿区新宿3-22-7 指田ﾋﾞﾙ

ナムコキャラポップストア新宿アルタ店

160-0022

東京都新宿区新宿3-24-3 新宿ｱﾙﾀ店 5階

ｎａｍｃｏ荻窪店

167-0043

東京都杉並区上荻1-13-10ﾊｸｻﾝﾋﾞﾙ

アドアーズ秋葉原店

101-0021

東京都千代田区外神田1-13-1 Akihabara eX ﾋﾞﾙ1～2階

アドアーズ上野アメ横店

110-0005

東京都台東区上野4-9-14 上野K･Kﾋﾞﾙ B1～4階

アドアーズ蒲田西口店Ｂ館

144-0051

東京都大田区西蒲田7-5-10 蒲田駅西口会館 1階

ソユーザウルスワールド 大森店

143-0016

東京都大田区大森北二丁目13-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大森店3F

アドアーズ中野店

164-0001

東京都中野区中野5-52-15 ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ 185

アドアーズ町田店

194-0013

東京都町田市原町田6-21-25 大正堂第2ﾋﾞﾙ 1～4階

アドアーズ仙川店

182-0002

東京都調布市仙川町2-21-12 VICﾋﾞﾙ7 1～3階

アドアーズ大山南口店

173-0023

東京都板橋区大山町32-27 日正ﾋﾞﾙ 1～2階

タイトーステーション 池袋西口店

171-0021

東京都豊島区西池袋1-15-9

アドアーズサンシャイン店

170-0013

東京都豊島区東池袋1-14-4 ｼﾈﾏｻﾝｼｬｲﾝ 1～3階

ＡＭ Ｓｔ．Ｔｒｏｐｅｚ 池袋

170-0013

東京都豊島区東池袋1-29ｻﾝﾄﾛﾍﾟﾋﾞﾙ2F

アドアーズ池袋東口店

170-0013

東京都豊島区東池袋1-41-4 池袋とうきゅうﾋﾞﾙ 1～2階

ＰＲＯＪＥＣＴ ＡＤＯＲＥＳ池袋店

170-0013

東京都豊島区東池袋1丁目22番12号 高和ﾋﾞﾙB1～5階

ｎａｍｃｏ池袋サンシャインシティアルタ店

170-0013

東京都豊島区東池袋3-1-3 ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨ内ALTA 1階

ラウンドワン池袋店

170-0013

東京都豊島区東池袋一丁目14番1号 池袋ｽｸｴｱ

タイトーＦステーション オリナス錦糸町店

130-0012

東京都墨田区太平4-1-2ｵﾘﾅｽﾓｰﾙ地下1階

アミューズランドモナコ立川店

190-0023

東京都立川市柴崎町3-4-1ｶﾜｲﾔﾋﾞﾙ

アドアーズ立川店

190-0023

東京都立川市柴崎町3-4-3 ｸﾞﾙﾒｰﾄﾀｶｵ B1～3階

ｎａｍｃｏららぽーと立川立飛店

190-0015

東京都立川市泉町935番1 ららぽｰと立川立飛店3F

インターパークプラスワン宇都宮

321-0123

栃木県宇都宮市東谷町字立野885

タイトーステーション宇都宮ベルモール店

321-0904

栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1

ｎａｍｃｏフェドラＰ＆Ｄ佐野店

327-0821

栃木県佐野市高萩町1340

ＮＬヒーローズキャンプ名古屋店

480-0288

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先1番地8

楽市楽座 イオン扶桑店

480-0105

愛知県丹羽郡扶桑町南山名字高塚5番地ｲｵﾝﾓｰﾙ扶桑ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

タイトーステーション 大須店

460-0011

愛知県名古屋市中区大須3-20-7

ｎａｍｃｏ名古屋駅前店

453-0015

愛知県名古屋市中村区椿町6-6 ﾆｯｾｲ名古屋駅西ﾋﾞﾙ別館B1

ｎａｍｃｏイオンモール各務原店

504-0943

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

タイトーＦステーションラザウォーク甲斐双葉

400-0107

山梨県甲斐市志田字柿木616-1

万代書店

山梨本店

400-0117

山梨県甲斐市西八幡4415

ビルボードプレイスゲームコーナー

950-0909

新潟県新潟市中央区八千代二丁目5番7号

ラウンドワンスタジアム新潟店

950-0954

新潟県新潟市中央区美咲町2丁目1番38号

410-0801

静岡県沼津市大手町1-1-5

エーツー藤枝店

426-0027

静岡県藤枝市緑町1丁目6−5

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ＯＺ浜松店

435-0043

静岡県浜松市東区宮竹町322-1

ラウンドワンスタジアム浜松店

435-0052

静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981番17

楽市楽座 サンストリート浜北店

434-0041

静岡県浜松市浜北区平口2861ｻﾝｽﾄﾘｰﾄ浜北内M-207

タイトーＦステーション イオン富士宮

418-0032

静岡県富士宮市浅間町1−8 ｲｵﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3階

ゲームゾーン加賀店

922-0013

石川県加賀市上河崎町47-1 ｲｵﾝ加賀の里店 2F ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ＹＡＺ長野店

381-0000

長野県長野市 南石堂町1418-2

ゲームスポット２０７

933-0856

富山県高岡市鐘紡町1655-3

タイトーステーションファボーレ婦中

939-2716

富山県富山市婦中町下轡田165-1 ﾌｭｰﾁｬｰｼﾃｨ ﾌｧﾎﾞｰﾚ2F

ラウンドワン京都河原町店

604-8032

京都府京都市中京区河原町通三条下る山崎町250番地

ｎａｍｃｏイオンモールＫＹＯＴＯ店

601-8417

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

万代書店 松阪店ＡＭ

515-0811

三重県松阪市塚本町72-1

タイトーＦステーション イオン近江八幡店

523-0898

滋賀県近江八幡市鷹飼町南3丁目7番地ｲｵﾝ近江八幡 2番街 1階

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ鳳店

593-8325

大阪府堺市西区鳳南町3-199-12 ｱﾘｵ鳳ｱﾘｵﾓｰﾙ3F3280

レジャランあべのアポロ

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番31号 4階

キャラポップストア心斎橋ＯＰＡ店

542-0086

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋OPA 7F

ラウンドワンスタジアム千日前店

542-0076

大阪府大阪市中央区難波1丁目3番1号

タイトーステーション 難波店

542-0076

大阪府大阪市中央区難波千日前15-12

ｎａｍｃｏ梅田店

530-0018

大阪府大阪市北区小松原町3番3号OSﾋﾞﾙ2F

ラウンドワン梅田店

530-0018

大阪府大阪市北区小松原町4番16号

ｎａｍｃｏ大阪日本橋店 １階

556-0011

大阪府大阪市浪速区難波中2-1-17ｺｽﾓﾋﾞﾙ1~3F

オンリーワン

556-0005

大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目7−3

タイトーステーション日本橋

556-0005

大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-14

タイトーステーションアリオ八尾店

581-0803

大阪府八尾市光町2-3 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰｱﾘｵ八尾3F

テクモピアフォーレ伊丹店

664-0000

兵庫県伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹3F

タイトーＦステーション 三宮西館店

650-0021

兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1 三宮ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ西館3階

ｎａｍｃｏ三宮店 １号店

650-0012

兵庫県神戸市中央区北長狭通1-1-1

アミューズメントランド ズモズモ新長田店

653-0038

兵庫県神戸市長田区若松町5丁目2番1ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞﾌｧｰｽﾄ124号

タイトーステーション 尼崎つかしん店

661-0001

兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1 SCつかしん内東町北館3階

タイトーステーション衣山店

791-8025

愛媛県松山市衣山1丁目188 ﾊﾟﾙﾃｨ･ﾌｼﾞ衣山内

アミパラテクノ

700-0808

岡山県岡山市北区大和町1ｰ7ｰ12

キッズプラザきゃらんど倉敷店

710-0813

岡山県倉敷市寿町12-2 ｱﾘｵ倉敷2F

ユーズランド倉敷店

710-0802

岡山県倉敷市水江1番地ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷2F

ｎａｍｃｏイオンモール広島府中店

735-0021

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

アズロ スパティオ店

737-0029

広島県呉市宝町5-10 ゆめﾀｳﾝ呉店3F

ふぇすたらんど五日市店

731-5116

広島県広島市佐伯区八幡1-24-17 ｻﾝﾘﾌﾞ五日市店内

ｎａｍｃｏ広島紙屋町店

730-0051

広島県広島市中区大手町2丁目3-3大手町ﾅﾙﾐﾔﾋﾞﾙ1F

タイトーステーション 広島本通店

730-0035

広島県広島市中区本通3-5 せらかぐ本通ﾋﾞﾙ

ラウンドワン広島店

730-0032

広島県広島市中区立町3-11

お宝市番館瀬戸大橋店

769-0213

香川県綾歌群宇多津町東分295-1

マンガ倉庫 山口店

753-0814

山口県山口市吉敷下東3-3-10 店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ピノッキースパティオ山口店

753-0214

山口県山口市大内御堀1302-1 ゆめﾀｳﾝ山口2F

フラーボスパティオ店

742-0031

山口県柳井市南町4-5-3 ゆめﾀｳﾝ柳井店2F

マンガ倉庫

885-0006

宮崎県都城市吉尾町840ﾏﾝｶﾞ倉庫都城店内

ｎａｍｃｏゆめタウン光の森店

869-1108

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

スマイルステーション菊陽

869-1101

熊本県菊池郡菊陽町津久礼2472ｲｵﾝ菊陽店2F

ｎａｍｃｏワンダーシティ南熊本店

862-0976

熊本県熊本市中央区九品寺6丁目9番1

マンガ倉庫鹿児島店

891-0114

鹿児島県鹿児島市小松原1-6-7

タイトーステーションアミュプラザ鹿児島店

890-0053

鹿児島県鹿児島市中央町1-1 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島5F

ジャングルパーク鹿児島店

890-0062

鹿児島県鹿児島市与次郎1-11-1

タイトーステーション アミュプラザおおいた店

870-0831

大分県大分市要町1-14 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞおおいた4F

タイトーステーション アミュプラザ長崎店

850-0058

長崎県長崎市尾上町1-1 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ長崎4F

Ｇ－ＳＴＡＧＥ浜町

850-0853

長崎県長崎市浜町2-26

Ａｓｏｂｉ Ｄｏｕｒａｋｕ新合川店

839-0865

福岡県久留米市新合川1丁目6−7

楽市楽座 イオンモール大牟田店

836-0037

福岡県大牟田市岬町3ｰ4ｲｵﾝﾓｰﾙ大牟田2階2010

ふぇすたらんど田川店

826-0042

福岡県田川市大字川宮1693-1ｻﾝﾘﾌﾞ田川店2階

Ｇ－ＳＴＡＧＥ飯塚

820-0081

福岡県飯塚市枝国680-2

タイトーステーション マリノア

819-0001

福岡県福岡市西区小戸2-12-30 ﾏﾘﾉｱｼﾃｨ福岡 ﾏﾘﾅｻｲﾄﾞ棟 2F

ラウンドワン福岡天神店

810-0001

福岡県福岡市中央区天神2-6-12

タイトーステーション福岡天神店

810-0001

福岡県福岡市中央区天神2-6-35 ｻｻﾞﾝｸﾛｽﾋﾞﾙ

タイトーステーション キャナルシティ博多店

812-0018

福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多4F･5F

ｎａｍｃｏ博多バスターミナル店

812-0012

福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1 博多ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ7F

タイトーステーションリバーウォーク

803-0812

福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1 ﾘﾊﾞｰｳｫｰｸ北九州4F 5409

Ｇ－ＳＴＡＧＥ小倉店

802-0001

福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-5 あるあるCity2階

スマイルステーション小倉店

802-0001

福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14−5

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ具志川店

904-2235

沖縄県うるま市字前原幸崎原303番地 ｲｵﾝ具志川SC2F

ｎａｍｃｏ那覇メインプレイス店

900-0006

沖縄県那覇市おもろまち4丁目4番地9号 ｻﾝｴｰ那覇ﾒｲﾝﾌﾟﾚｲｽ内2F

マンガ倉庫

901-0145

沖縄県那覇市高良3-1-12

東北

越谷店

ゲームスペースジャンボ

関東

ドーン

北陸東海 ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ＢｉＶｉ沼津店

近畿

中四国

九州

沖縄

都城店

那覇店

