『おそ松さん だる松 ぬいぐるみ』 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

北海道

東北

店舗名

北海道札幌市東区北42条東16丁目1番5号 ｲｵﾝ栄町2F

万代札幌藤野 ＵＦＯコーナー

061-2282

北海道札幌市南区藤野二条3丁目41334

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

ディノスパーク 函館昭和店

041-0812

北海道函館市昭和3丁目24-18 ｹﾞｵ函館昭和店内

モーリーファンタジースーパーセンター一関店

029-0131

岩手県一関市狐禅寺字石ﾉ瀬11番1SuCｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ一関店1階

モーリーファンタジーイオン盛岡南店

020-0866

岩手県盛岡市本宮7-1-1ｲｵﾝｲｵﾝ盛岡南店3階

わいわいランド石巻あけぼの店

986-0862

宮城県石巻市あけぼの1-1-2 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ石巻あけぼの店内 2F

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

青森県弘前市駅前町3-2-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ弘前店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

モーリーファンタジー下田店

039-2112

青森県上北郡おいらせ町中野平40-1ｲｵﾝ下田店2階

モーリーファンタジー平賀店

036-0111

青森県平川市小和森上松岡193-1ｲｵﾝﾀｳﾝ平賀店1階

らくだのせなか鹿島エブリア店

971-8133

福島県いわき市鹿島町米田字日渡5鹿島ｴﾌﾞﾘｱｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内2階

スーパーノバ会津インター店

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

Ｇ３ポロス

963-4312

福島県田村市船引町船引字川代 105 ﾘｵﾝﾄﾞｰﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ 船引内

キャラポート さいたま新都心店

330-0843

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 ｺｸｰﾝ新都心西館1F

カバロキッズ上福岡東店

356-0003

埼玉県ふじみ野市大原2-1-30 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ上福岡東店 2F

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3F

ゲームパニック三郷

341-0052

埼玉県三郷市彦野2-25

ＡＭ ＰＩＡ 川口

332-0017

埼玉県川口市栄町3-1-16 ｲｰﾄ川口ﾋﾞﾙ4階

ソユーゲームフィールド 川口店

332-0033

埼玉県川口市並木元町1番79号 ｱﾘｵ川口3F

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

モーリーファンタジー港北店

224-0003

神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1-5083ﾓｻﾞｲｸﾓｰﾙ港北店5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

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 岡田屋ﾓｱｰｽﾞ内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 ﾀﾞｲｽﾋﾞﾙ 地下2階

モーリーファンタジー千葉ニュータウン店

270-1385

千葉県印西市中央北3丁目1番1ｲｵﾝ千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ店3階

タイトーＦステーション市川妙典

272-0111

千葉県市川市妙典4-1-1 ｲｵﾝ市川妙典店2番街 2F

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950-1-1070

フロンティア小作店

205-0001

東京都羽村市小作台1丁目6−29 MoneBLDG. 1F

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

アドアーズ南砂町ＳＵＮＡＭＯ店

136-0075

東京都江東区新砂3-4-31 南砂町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰSUNAMO 4階

東京ジョイポリス

135-0091

東京都港区台場1-6-1DECKSTOKYOBEACH4F東京ｼﾞｮｲﾎﾟﾘｽ内ﾌﾟﾗｲｽﾞｺｰﾅｰ

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ﾋﾞﾙ1～4階

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

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

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

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

セガ池袋ＧｉＧＯ

170-0013

東京都豊島区東池袋1-21-1

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

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

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

カラフルパーク イオンタウン有松店

458-0824

愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏200番地 ｲｵﾝﾀｳﾝ有松1F

モーリーファンタジー・ｆ新潟南店

950-0145

新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号ｲｵﾝﾓｰﾙ新潟南店2階

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

タカラ島

958-0823

新潟県村上市仲間町200村上ﾌﾟﾗｻﾞ1F

420-0915

静岡県静岡市葵区南瀬名町2-5

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

ｎａｍｃｏイオンモールかほく店

929-1126

石川県かほく市内日角ﾀ25 ｲｵﾝﾓｰﾙかほく内

ゲームゾーン 小松店

923-0036

石川県小松市平面町ｱ−69

ＹＡＺ長野店

381-0000

長野県長野市 南石堂町1418-2

アピナ飯田店

395-0001

長野県飯田市座光寺3728-1

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

アピタ富山東店ゲームコーナー

930-0835

富山県富山市上冨居3-8-38ｱﾋﾟﾀ富山東店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

キラキラＡｓｏｂｏｘ津芸濃店

514-2211

三重県津市芸濃町椋本3083ｲｵﾝﾀｳﾝ芸濃店内

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

ゲームストラトス

544-0034

大阪府大阪市生野区桃谷3-14-20

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番1 ｲｵﾝﾓｰﾙ大阪ﾄﾞｰﾑｼﾃｨ内401-1区画

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

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

ＳＯＹＵ Ｇａｍｅ Ｆｉｅｌｄ 奈良橿原店

634-0837

奈良県橿原市曲川町七丁目20番1 ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F

モーリーファンタジー高砂店

676-0019

兵庫県高砂市緑丘2丁目1-40ｲｵﾝ高砂店2階

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

プリッズ田辺店

646-0051

和歌山県田辺市稲成町新江原3165ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝｼﾃｨ田辺店C館2F

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

アミパラ広島店

733-0037

広島県広島市西区西観音町3-17

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

730-0032

広島県広島市中区立町3-11

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ東広島店

739-0024

広島県東広島市西条町御薗宇4405番地

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

ソユーファミリーゲームフィールド 防府店

747-0823

山口県防府市鐘紡町7番1号 ｲｵﾝﾀｳﾝ防府1F

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

スペースタイム２５ イオン錦店

868-0303

熊本県球磨郡錦町西字打越715-1ｲｵﾝ錦店内

楽市楽座イオンモール熊本コンテナモール

861-3106

熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本ｺﾝﾃﾅﾓｰﾙ3番駐車場A区画

楽市楽座 オプシアミスミ店

890-0073

鹿児島県鹿児島市宇宿2-3-5ｵﾌﾟｼｱﾐｽﾐ2F

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

ｎａｍｃｏ杉乃井ホテル店

874-0822

大分県別府市観海寺1 ｽｷﾞﾉｲﾊﾟﾚｽ1F

楽市楽座 佐世保店

857-1161

長崎県佐世保市大塔町1861−12

モーリーファンタジーチトセピア店

852-8135

長崎県長崎市千歳町5番1号ｲｵﾝﾁﾄｾﾋﾟｱ店3階

スペースタイム２５ 宗像店

811-4184

福岡県宗像市くりえいと1-5-1ｻﾝﾘﾌﾞ宗像2F

マンガ倉庫

834-0006

福岡県八女市大字吉田字原尾123番地

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

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

スマイルステーション戸畑店

804-0067

福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2 ｲｵﾝ戸畑3F

楽市楽座

800-0255

福岡県北九州市小倉南区上葛原2-14-1 ｻﾝﾘﾌﾞｼﾃｨ小倉店2F

モーリーファンタジー八幡東店

805-0071

福岡県北九州市八幡東区東田3丁目2-102ｲｵﾝ八幡東店3階

マンガ倉庫

901-0145

沖縄県那覇市高良3-1-12

船引店

ドーン

新村上店

エーツー南瀬名店
北陸東海 楽市楽座 サンストリート浜北店

近畿

中四国 ラウンドワン広島店

九州

沖縄

住所

007-0842

ゲームスペースジャンボ

関東

郵便番号

ビッグバン札幌イオン栄町店

八女店

サンリブシティ小倉店
那覇店

