『おそ松さん ごろ松 アザラシぬいぐるみ』 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

店舗名
アドアーズ札幌狸小路店

北海道 モーリーファンタジー苫小牧店

郵便番号

住所

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

053-0053

北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝ苫小牧店2階

ゲーム ファンタジアン 岡崎店

444-0067

愛知県岡崎市錦町2-4

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ＢｉＶｉ仙台店

983-0852

宮城県仙台市宮城野区榴岡37281

万ＳＡＩ堂 秋田店

011-0911

秋田県秋田市飯島字堀川10

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ピボット福島店

960-8031

福島県福島市栄町1-1 ﾊﾟﾜｰｼﾃｨﾋﾟﾎﾞｯﾄ内

プレビ劇場ＩＳＥＳＡＫＩ

379-2224

群馬県伊勢崎市西小保方346-3 ｽﾏｰｸ伊勢崎店3Fﾌﾟﾚﾋﾞ劇場ISESAKI AM

アミューズメントキャロット高崎店

370-0851

群馬県高崎市上中居町121-1ﾕｱｰｽﾞﾋﾞﾙ1F

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

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

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

モーリーファンタジー横浜新吉田店

223-0058

神奈川県横浜市港北区新吉田東八丁目49番1号ｲｵﾝ横浜新吉田店2階

ゲームスペースジャンボ

231-0045

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6-147

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

神奈川レジャーランド厚木店

243-0031

神奈川県厚木市戸室5-31-1

ＳＩＬＫ ＨＡＴ

243-0018

神奈川県厚木市中町2-4-13本厚木駅前ﾋﾞﾙ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

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

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

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

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

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

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

キャラポップストア新宿アルタ店 ゲームコーナー

160-0022

東京都新宿区新宿3-24-3 5階

アドアーズ下北沢店

155-0031

東京都世田谷区北沢2-12-7

Ｈｅｙ

101-0021

東京都千代田区外神田1-10-5 広瀬本社ﾋﾞﾙ2F

アドアーズ秋葉原2号店

101-0021

東京都千代田区外神田1-13-1 Akiba1131ビル1F

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

アドアーズ浅草店

111-0032

東京都台東区浅草1-42-4 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺｰﾄ浅草 B1～1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

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 池袋ギーゴ

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

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

ゲーム ファンタジアン 蒲郡店

443-0046

愛知県蒲郡市竹谷町中野1−1

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 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

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

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

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

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ＢｉＶｉ沼津店

410-0801

静岡県沼津市大手町1-1-5

キャラポップストア静岡１０９店

420-0858

静岡県静岡市葵区伝馬町6-1 静岡109 2F ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

エーツー南瀬名店

420-0915

静岡県静岡市葵区南瀬名町2-5

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

浪漫遊 福井店

918-8025

福井市江守中町6-10-1

ハリケーン

604-8046

京都府京都市中京区新京極通り蛸薬師 東側町501-17

メインストリート日本橋

556-0005

大阪市浪速区日本橋4-16-16 安田ﾋﾞﾙ1F

キャラポップストア心斎橋オーパ店

542-0086

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋ｵｰﾊﾟ7F

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

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

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

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

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

中四国 ｎａｍｃｏ広島紙屋町

730-0051

広島県広島市中区大手町2-3-3 ｱﾆﾒｲﾄﾋﾞﾙ 1階

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

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

マンガ倉庫鹿児島店

891-0114

鹿児島県鹿児島市小松原1-6-7

スマイルステーション天神店

810-0001

福岡県福岡市中央区天神1-11-1天神ﾋﾞﾌﾞﾚ6F

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

811-3213

福岡県福津市793番地ｲｵﾝﾓｰﾙ福津店3階3043A

802-0001

福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14−5

東北

関東

北陸東海

近畿

九州

越谷店

ドーン

本厚木

山梨本店

京都店

イオンモール福津店

スマイルステーション小倉店

