『おそ松さん ハロウィンのおともぬいぐるみ』 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 ｎａｍｃｏ札幌エスタ店

東北

関東

北陸東海

近畿

中国

九州

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

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

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

ソユーゲームフィールド 釜石店

026-0011

岩手県釜石市港町二丁目1番1号 ｲｵﾝﾀｳﾝ釜石店3F

万ＳＡＩ堂

024-0004

岩手県北上市村崎野14地割68番地32

ゲームランドプレーゴ加美店

981-4264

宮城県加美郡加美町字赤塚178ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ加美店内

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ＢｉＶｉ仙台店

983-0852

宮城県仙台市宮城野区榴岡37281

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

アレックス南インター店

981-1241

宮城県名取市高舘熊野堂字余方上26-2

ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ ＴＥＮＤＯ

994-0049

山形県天童市南町1丁目5-26

ファンタジープラザ秋田店

010-0000

秋田県秋田市旭北錦町4-58ﾒｶﾞ･ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ秋田2F

ソユーゲームフィールド 御所野店

010-1413

秋田県秋田市御所野地蔵田一丁目1番地1号 ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田2F

万ＳＡＩ堂 秋田店

011-0911

秋田県秋田市飯島字堀川10

万ＳＡＩ堂

大曲店

014-0044

秋田県大仙市戸蒔錨17−1

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

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

ちびっこザウルス

971-8111

福島県いわき市小名浜大原字東田96 ﾖｰｸﾀｳﾝｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ大原店1F

フェドラＰ＆Ｄ ＭＩＴＯ

310-0851

茨城県水戸市千波町2017-1

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

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

ユーズランド高崎店

370-3521

群馬県高崎市棟高町1400番地ｲｵﾝﾓｰﾙ高崎2F

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

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

ＡＭ ＰＩＡ川口

332-0017

埼玉県川口市栄町3-1-16共同ﾋﾞﾙ3･4F

ＳＩＬＫ ＨＡＴ 横須賀中央

238-0007

神奈川県横須賀市若松町1-5 ﾌﾟﾗｲﾑﾋﾞﾙ 地下1階

ＡＭ Ｓｔ．Ｔｒｏｐｅｚ伊勢佐木町

231-0045

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-96ﾆｯｶﾂ会館3F

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

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

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

宝島

大和店

242-0002

神奈川県大和市つきみ野1-6-1ｲｵﾝつきみ野4F

宝島

新浦安店

279-0012

千葉県浦安市入船1-4-1ﾀﾞｲｴｰｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ新浦安4F

にこぱアクロスモール新鎌ヶ谷店

273-0121

千葉県鎌ｹ谷市初富928番地2225区画内35-1ｱｸﾛｽﾓｰﾙ新鎌ｹ谷店2F

ＡＭ ＰＩＡ 津田沼

275-0016

千葉県習志野市津田沼1-2-1十三ﾋﾞﾙB1F

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

ＧＡＭＥ＆ＧＯ！ＫＩＳＡＲＡＺＵ

292-0044

千葉県木更津市太田2-6-1精文館書店木更津店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

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

ゲームシティ国分寺南

185-0021

東京都国分寺市南町2丁目17−1 ﾊﾀﾔ第1ﾋﾞﾙｾｯﾃ国分寺 1F

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

クラブ セガ 秋葉原 新館

101-0021

東京都千代田区外神田1-11-11

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

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

ＡＭ ＰＩＡ大森

143-0023

東京都大田区山王2-2-15

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

ＳＩＬＫ ＨＡＴ 蒲田Ｍ２

144-0051

東京都大田区西蒲田7-6-3ﾌﾟﾘﾝｽ会館

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

ＳＩＬＫ ＨＡＴ八王子

192-0083

東京都八王子市旭町2-5 八王子駅前ﾋﾞﾙA館

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

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

スタジオプリモ宇都宮店

320-0803

栃木県宇都宮市曲師町2-8 宇都宮ﾌｪｽﾀB1F

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

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

アーバンスクエア大須店

460-0011

愛知県名古屋市中区大須3-30-31萬松寺駐車場ﾋﾞﾙ1F

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

レジャーランド ささしま

453-0872

愛知県名古屋市中村区平池町4-60-14 ﾏｰｹｯﾄｽｸｴｱささしま1F

ゲームファンタジアン柳津店

501-6121

岐阜市柳津町上佐波西3丁目68番地

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

わいわいランド三島店

411-0838

静岡県三島市中田町9-30 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ三島店内 3F

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ＢｉＶｉ沼津店

410-0801

静岡県沼津市大手町1-1-5

エーツー南瀬名店

420-0915

静岡県静岡市葵区南瀬名町2-5

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

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ 富士店

417-0055

静岡県富士市永田町2-99

浪漫遊 金沢本店

921-8801

石川県野々市市御経塚4丁目1番地

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ 長野大通り店

380-0833

長野県長野市鶴賀権堂町1506ｰ3 長電権堂第2ﾋﾞﾙ 1F

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

ファインワールド亀岡店

621-0815

京都府亀岡市古世町西内坪101 ｲｵﾝ亀岡店3F

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

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

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

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

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

セガ 難波アビオン

556-0011

大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15MMOﾋﾞﾙ 1F･2F

開放倉庫 桜井店

633-0061

奈良県桜井市上之庄227-1

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

あそんじゃ王国 加古川店

675-0124

兵庫県加古川市別府町緑町2ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞべふ店内3F

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

レインボーランド和歌山店

640-8325

和歌山県和歌山市新生町7-20 ｲｽﾞﾐﾔ和歌山店2F

ユーズランド和歌山店

640-8451

和歌山県和歌山市中字楠谷573番地

アミパラ岡山店

700-0941

岡山県岡山市北区青江1-13-8

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

ピノッキースパティオ呉店

737-0029

広島県呉市宝町5-10 ゆめﾀｳﾝ呉店3F

ブラックジャックアクア店

731-0124

広島県広島市安佐南区大町東4丁目12-11

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

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

ピノッキースパティオ防府店

747-0037

山口県防府市八王子二丁目8-8 ゆめﾀｳﾝ防府店3F

ビバーチ松江店

690-0001

島根県松江市東朝日町203-1

マンガ倉庫

加納店

889-1605

宮崎県宮崎市清武町加納乙240

マンガ倉庫

都城店

885-0006

宮崎県都城市吉尾町840ﾏﾝｶﾞ倉庫都城店内

マンガ倉庫

加治木店

899-5241

鹿児島県姶良市加治木町木田159-2ｿﾚｲﾕﾀｳﾝ加治木

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

アミパラ佐世保店

857-1161

長崎県佐世保市大塔町18-15

Ａｓｏｂｉ Ｄｏｕｒａｋｕ時津店

851-2103

長崎県西彼杵郡時津町元村郷８６３−１０

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

819-0375

福岡県福岡市西区徳永113-1ｲｵﾝﾓｰﾙ福岡伊都ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ別館

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

スマイルステーション戸畑

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丁目14−1

802-0001

福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14−5

北上店

越谷店

ドーン

本厚木

京都店

イオン伊都店

イオンモール福津店
サンリブシティ小倉店

スマイルステーション小倉店

