『おそ松さん ふりむきゅん ブランケット１』 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

関東

北陸東海

近畿

北海道旭川市大雪通5-496-5 第8山本ﾋﾞﾙ

ＳＯＹＵ Ｇａｍｅ Ｆｉｅｌｄ 旭川西店

070-0823

北海道旭川市緑町23-2161-3 ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西3F

ディノスパーク 札幌手稲店

006-0811

北海道札幌市手稲区前田一条11丁目

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

060-0062

北海道札幌市中央区南二条西4丁目6 1F

ソユーゲームフィールド 苗穂店

007-0802

北海道札幌市東区東苗穂二条3-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌苗穂1F

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

ディノスパーク帯広稲田店

080-0831

北海道帯広市稲田町南8線西12-1 ｽｽﾞﾗﾝﾎﾞｳﾙ内

ディノスパーク 帯広店

080-0051

北海道帯広市白樺16条西2丁目ﾄﾞﾘｰﾑﾀｳﾝ白樺内

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

カバロ宮古店

027-0076

岩手県宮古市栄町3-35 ｷｬﾄﾙ宮古店内 4F

ゲームランド盛岡店

020-0148

岩手県盛岡市前潟4-7-1ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡2F

ほのぼの横丁富谷店

981-3311

宮城県黒川郡富谷町大清水1-33-1ｲｵﾝﾓｰﾙ富谷2F

プラサカプコン 石巻店

986-0861

宮城県石巻市蛇田字新金沼170ｲｵﾝ石巻ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

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

ザ・モール仙台長町 キッズＰ

982-0011

宮城県仙台市太白区長町7丁目41353

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

お宝中古市場山形南店

990-2461

山形県山形市南館4丁目1-1

ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ ＴＥＮＤＯ

994-0049

山形県天童市南町1丁目5-26

ソユーゲームフィールド天童

994-0000

山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内34街区 ｲｵﾝﾓｰﾙ天童2階

ソユーゲームフィールド三川店

997-1316

山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128-1ｲｵﾝﾓｰﾙ三川1F

万ＳＡＩ堂 秋田店

011-0911

秋田県秋田市飯島字堀川10

ファミリーランド弘前店

036-8002

青森県弘前市駅前3-2-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ弘前店内 4F

ユーズランド下田店

039-2112

青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田1F

タイトーステーション 青森ガーラモール店

038-0006

青森県青森市三好2-3-19

タイトーステーション青森アムゼ店

030-0845

青森県青森市緑3丁目9番地の2 ｻﾝﾛｰﾄﾞ青森 ｱﾑｾﾞ内

スーパーノバ会津インター

965-0053

福島県会津若松市町北町上荒久田字宮下142

タイトーステーション郡山オリエントパーク

963-0111

福島県郡山市安積町荒井字大久保35-1

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

ディノスパーク南福島店

080-0831

福島県福島市黒岩字中沖43-2

ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ 福島店

960-8153

福島県福島市黒岩字中島7番2号

ハロータイトーイオン福島店

960-0112

福島県福島市南矢野目字西荒田50-17

ピンクパンサー 水戸けやき台店

310-0841

茨城県水戸市酒門町3276-1

ユーズランド水戸内原店

319-0305

茨城県水戸市中原町字西135ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原2F

楽市楽座 イオンモール土浦店

300-0811

茨城県土浦市上高津367番地ｲｵﾝﾓｰﾙ土浦ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

ピンクパンサー日立店

316-0004

茨城県日立市東多賀町5丁目10-10

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

ウエアハウス岩槻店

339-0056

埼玉県さいたま市岩槻区加倉3-3-63

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

Ｓｐｉｃａ大宮南銀店

330-0845

埼玉県さいたま市大宮区仲町1-57

宝島 浦和美園店

336-0900

埼玉県さいたま市緑区大門3710ｲｵﾝ浦和美園SC2F

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 3133区画

プレイランド菖蒲店

346-0195

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲3階

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

ＡＭモナコ川越１号店

350-0043

埼玉県川越市新富町2-4-1関口池田ﾋﾞﾙ1F

ＳＯＹＵＧａｍｅＦｉｅｌｄ川口店

332-0033

埼玉県川口市並木元町1-79ｱﾘｵ川口店3F

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

ＹＡＺ川崎店

212-0054

神奈川県川崎市幸区小倉5-19-23 ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ川崎1F

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

ウエアハウス川崎店

210-0024

神奈川県川崎市川崎区日進町3-7

タイトーステーション旭サンモール店

289-2511

千葉県旭市ｲ-2676-1 ｻﾝﾓｰﾙ3F

ファンタジープラザ成東店

289-1326

千葉県山武市成東1808-1ﾗﾊﾟｰｸSC内

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

チャリオット六方店

263-0004

千葉県千葉市稲毛区六方町5-2-2

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

タイトーステーション 柏店

277-0005

千葉県柏市柏2-3-1

タイトーＦステーションイオン柏店

277-0854

千葉県柏市豊町2-5-20

イスカンダル

292-0834

千葉県木更津市潮見4-1-2

キャッツアイ西葛西店

134-0088

東京都江戸川区西葛西4-2-28 ｻﾆｰﾓｰﾙ3F

アミュージアム昭島店

196-0014

東京都昭島市田中町573-1-2

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

ユーズランド日の出店

190-0182

東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出店3F

Ｈｅｙ

101-0021

東京都千代田区外神田1-10-5 広瀬本社ﾋﾞﾙ2F

タイトーステーション秋葉原店

101-0021

東京都千代田区外神田4-2-2 貴三ﾋﾞﾙ

ＡＭランドモナコ調布駅前店

182-0024

東京都調布市布田4-2-22

ドラマ八王子高倉店

192-0033

東京都八王子市高倉町55-4

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

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

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

キッズプラザきゃらんど曳舟店

131-0046

東京都墨田区京島1-2-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ曳舟店4F

タイトーステーション錦糸町楽天地店

130-0022

東京都墨田区江東橋4-27-14 楽天地ﾋﾞﾙ地下1階

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

レインボー宇都宮

321-0933

栃木県宇都宮市簗瀬町1865-1ｶﾙﾏｰﾚ宇都宮2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ナムコランド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

ユーズランド東浦店

470-2102

愛知県知多郡東浦町緒川申新田二区67-8ｲｵﾝﾓｰﾙ東浦2F

楽市街道 名古屋店

481-0045

愛知県北名古屋市中之郷神明45番1

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イオンモール大高店

459-8016

愛知県名古屋市緑区南大高二丁目450 ｲｵﾝﾓｰﾙ大高3F

万代書店

509-0111

岐阜県各務原市鵜沼川崎町 2-196

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

万代書店

400-0117

山梨県甲斐市西八幡4415

楽市楽座 イオンモール甲府店

409-3852

山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内1街区ｲｵﾝﾓｰﾙ甲府昭和2011

タイトーＦステーション イオン燕三条店

959-1232

新潟県燕市井土巻3-150 ｲｵﾝ県央店 ｱﾒﾆﾃｨ棟1F

タイトーＦステーション静岡店

420-0031

静岡県静岡市葵区呉服町二丁目5番地4ふしみや第2ﾋﾞﾙ

ソユー竜宮タウン 静岡店

422-8042

静岡県静岡市駿河区石田1-5-1ｱﾋﾟﾀ静岡SC内

静岡鑑定団 八幡店

421-1221

静岡県静岡市駿河区八幡5-8-3

エーツー藤枝店

426-0027

静岡県藤枝市緑町1丁目6−5

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

夢大陸 富士本店

417-0826

静岡県富士市中里2588-2

ＹＡＺ長野店

381-0000

長野県長野市 南石堂町1418-2

ユーズランド高岡店

933-0813

富山県高岡市下伏間江383ｲｵﾝ高岡SC2F

オモローランド敦賀店

914-0054

福井県敦賀市白銀町11-5ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ敦賀内6F

ゲームゾーン福井

918-8112

福井県福井市下馬3-101

楽市楽座 イオンモール京都桂川店

601-8211

京都府京都市 南区久世高田町376−1

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

楽市楽座 イオンモール東員店

511-0255

三重県員弁郡東員町長深510−1

万代書店

510-8011

三重県四日市市東茂福町8-12

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

ＭＥＣＨＡ

591-8021

大阪府堺市北区新金岡町5-1-6 ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ新金岡店2F

ｎａｍｃｏイオンモール大日店

570-0016

大阪府守口市大日東町1-18 ｲｵﾝﾓｰﾙ大日4F

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

楽市楽座 イオンモール大阪ドーム店

550-0023

大阪府大阪市西区千代崎3丁目13-1

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

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

楽市楽座 イオンモール大和郡山店

639-1101

奈良県大和郡山市下三橋町741-333ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山店3F

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

きゃらんどスーパーシティ明石店

674-0095

兵庫県明石市二見町西二見駅前1-18 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ明石店3F

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

アミパラ広島店

733-0037

広島県広島市西区西観音町3-17

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

お宝買取団 東広島店

739-0013

広島県東広島市西条御条町6-20-4F 店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ＳＯＹＵ ゲームフィールド高松

761-8012

香川県高松市香西本町1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ高松2F

ゆめシティ３Ｆ ゆめパーク

751-0869

山口県下関市伊倉新町3丁目41275

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

タイトーステーションフジグラン北島店

771-0204

徳島県板野郡北島町鯛浜字西ﾉ須174

楽市楽座 イオンモール宮崎店

880-0834

宮崎県宮崎市新別府町江口862-1ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎店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

楽市楽座 ３０３佐賀大和店

840-0201

佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535

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

ユーズランド三光店

871-0111

大分県中津市三光佐知1032ｲｵﾝﾓｰﾙ三光2F

ゆめタウン別府ＢＩＧＷＡＶＥ

874-0943

大分県別府市楠町382-6

楽市楽座 佐世保店

857-1161

長崎県佐世保市大塔町1861−12

マンガ倉庫

851-2102

長崎県西彼杵郡時津町浜田郷 823

マンガ倉庫 大村店

856-0812

長崎県大村市 桜馬場1-241-1

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

楽市楽座 諫早店

854-0036

長崎県諫早市長野町1086-17

マンガ倉庫 福岡空港店

811-2233

福岡県糟屋郡 志免町別府北3丁目1-1

楽市楽座 ２１０トリアス店

811-2502

福岡県糟屋郡久山町大字山田990

マンガ倉庫

831-0005

福岡県大川市大字向島1373-1

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

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

楽市楽座

サンリブシティ小倉店

800-0255

福岡県北九州市小倉南区上葛原2丁目14−1

楽市楽座

黒崎店

806-0042

福岡県北九州市八幡西区桜ｹ丘町1-3 2F

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

各務原店
山梨本店

四日市店
新金岡店

中四国 ｎａｍｃｏ広島紙屋町店

九州

沖縄

住所

070-0010

北海道 ＶＥＧＡＧＩＯ狸小路店

東北

郵便番号

ディノスパーク 旭川店

都城店

時津店

大川店

那覇店

