『ted2 ﾏｽｺｯﾄｷｰﾁｪｰﾝ Part4』 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

関東

店舗名

郵便番号

住所

ディノスパーク 旭川

070-0010

北海道旭川市大雪通5-496-5 第8山本ﾋﾞﾙ

モーリーファンタジー旭川西店

070-0823

北海道旭川市緑町23-2161-3ｲｵﾝ旭川西店2階

ＢＩＧＢＡＮＧ釧路店

088-0622

北海道釧路郡釧路町木場2丁目-1

ハロータイトー 釧路貝塚

085-0816

北海道釧路市貝塚3丁目2-28

タイトーステーションイオンモール釧路昭和店

084-0902

北海道釧路市昭和中央4-18ｰ1 ｲｵﾝﾓｰﾙ釧路昭和2F

らんらんらんどカテプリ新さっぽろ店

004-0052

北海道札幌市厚別区厚別中央2条5-7

タイトーステーションイオンモール札幌平岡店

004-0873

北海道札幌市清田区平岡3条5-3-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌平岡店2F

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 ノルベサ店

060-0063

北海道札幌市中央区南3条西5丁目1-1

ＶＥＧＡＧＩＯ狸小路店

060-0062

北海道札幌市中央区南二条西4丁目6 1F

エブリデイＦＵＮハウスアリオ札幌店

065-0007

北海道札幌市東区北七条東9-2-20 ｱﾘｵ札幌店2F

ディノスパーク 室蘭

050-0083

北海道室蘭市東町4-31-2

イオン千歳 キッズパーク

066-0063

北海道千歳市幸町6-51

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

タイトーステーション 千歳店

066-0036

北海道千歳市北栄2-12-5

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

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

パロ滝川店

073-0024

北海道滝川市東町2丁目29-1

ディノスパーク 苫小牧

053-0053

北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝﾓｰﾙ苫小牧2F

らんらんらんど八雲店

049-3105

北海道二海郡八雲町東雲町20-5

ＧＡＬＡＸＹ ＧＡＴＥ 函館

041-0812

北海道函館市昭和3-31-12

らんらんらんど湯ノ川店

042-0932

北海道函館市湯川町3-14-5

ＢＩＧＢＡＮＧ函館

040-0015

北海道函館市梁川町9-3ﾊﾟﾎﾞｯﾂ函館3F

らんらんらんど上磯店

049-0111

北海道北斗市七重浜4-44-1

パロ久慈店

028-0041

岩手県久慈市長内町第30地割32-2

タイトーステーション盛岡マッハランド店

020-0125

岩手県盛岡市上堂1-2-38 ﾏｯﾊﾗﾝﾄﾞ内

アミューズメントゾーン北上店

024-0094

岩手県北上市本通り2-2-1さくら野百貨店北上店4F

自遊時間

981-3304

宮城県黒川郡富谷町ひより台2-37 SEIYUｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ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

アミューズパーク仙台港店

983-0013

宮城県仙台市宮城野区中野字田中106

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ＢｉＶｉ仙台店

983-0852

宮城県仙台市宮城野区榴岡37281

仙台レジャーランド一番町店

980-0811

宮城県仙台市青葉区一番町4-3-27 ｶﾞﾚﾘｱ一番町ﾋﾞﾙ1F-3F

タイトーステーション 仙台名掛丁店

980-0021

宮城県仙台市青葉区中央1-7-13

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

タイトーステーション 仙台ベガロポリス店

982-0034

宮城県仙台市太白区西多賀5-24-1

万代書店 多賀城店

985-0843

宮城県多賀城市明月1-168-1

ＢＥ－ＣＯＭＥ成沢店

990-2339

山形県山形市成沢西5-3-27

モーリーファンタジー山形北店

990-0810

山形県山形市馬見ｹ崎2-12-19ｲｵﾝ山形北店2階

モーリーファンタジー東根店

999-3720

山形県東根市さくらんぼ駅前3丁目7番15号ｲｵﾝ東根店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

ソユープレイランドソピア いとく鹿角店

018-5201

秋田県鹿角市花輪字下夕町164-1 いとく鹿角ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

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

ハロータイトーむつ

035-0071

青森県むつ市小川町2-4-8 前田百貨店内 4F

パロ金木店

037-0202

青森県五所川原市金木町沢部460

パロ黒石店

036-0515

青森県黒石市富士見103番地3

ハロータイトー イオン七戸十和田駅前

039-2501

青森県上北郡七戸町字荒熊内67番地990ｲｵﾝ七戸十和田駅前店内

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

ファンタジードーム八戸店

031-0801

青森県八戸市江陽2-14-1ﾗﾋﾟｱ八戸店別棟

ハロータイトー イオンいわき店

970-8026

福島県いわき市平字三倉68-1

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

モーリーファンタジー郡山フェスタ店

963-0534

福島県郡山市日和田町字小原1ｲｵﾝ郡山ﾌｪｽﾀ店1階

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

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2F

アミューズＶＩＶＡ

312-0042

茨城県ひたちなか市東大島 2-11-11-1F

アピナ下館店

308-0847

茨城県筑西市玉戸1012-3

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

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

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

エブリディ行田店

361-0037

埼玉県行田市下忍644-1

タイトーステーション 所沢店

359-1123

埼玉県所沢市日吉町3番7号

アピナ上尾店

362-0015

埼玉県上尾市緑丘3丁目3番11-2号PAPA上尾 ﾌﾟﾘﾝｾｽ棟1階･2階

ゲームシティプラス川越店

350-0026

埼玉県川越市泉町1-1ｳﾆｸｽ南古谷ｼﾈﾏ棟1F

ホワイトベース入間店

358-0026

埼玉県入間市小谷田2-3-33MEGAﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ入間店内

ウエアハウス草加店

340-0831

埼玉県八潮市南後谷507

セガ ららぽーと 富士見

354-8560

埼玉県富士見市山室1-13133階

キッズプラザきゃらんど富士見店

354-8560

埼玉県富士見市山室1313 ららぽｰと富士見2F

パロ横須賀店

238-0041

神奈川県横須賀市本町2-1-12

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

セガ 横浜中華街

231-0023

神奈川県横浜市中区山下町80-1

よこはまコスモワールド

231-0001

神奈川県横浜市中区新港2-8-1

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

タイトーＦステーション藤沢店

251-0055

神奈川県藤沢市南藤沢21-1

アミューズメントランドＹＡＺ 平塚店

254-0013

神奈川県平塚市田村1丁目4−26

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

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

テクモピアロックダム公津の杜店

286-0048

千葉県成田市公津の杜4-5-3 成田ﾕｱｴﾙﾑ3F

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

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

ｎａｍｃｏイオンモール船橋店

273-0045

千葉県船橋市山手1丁目1番8号

タイトーステーション 船橋店

273-0005

千葉県船橋市本町1丁目6-1

東京レジャーランドパレットタウン店

135-0064

東京都江東区青海1-3-8ﾊﾟﾚｯﾄﾀｳﾝ青海ﾋﾞﾙ3F

東京レジャーランドお台場メディアージュ店

135-0091

東京都港区台場1-7-1ﾒﾃﾞｨｱｰｼﾞｭ4F

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

新宿プレイランドカーニバル

160-0021

東京都新宿区歌舞伎町1-20-1 ﾋｭｰﾏｯｸｽﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ1-2F

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

タイトーステーション新宿南口ゲームワールド店

160-0022

東京都新宿区新宿3-35-8

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１店

155-0031

東京都世田谷区北沢2-12-16

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

タイトーステーション 多摩センター店

206-0033

東京都多摩市落合1-45-1 丘の上ﾊﾟﾃｨｵ内

タイトーステーション上野アメ横店

110-0005

東京都台東区上野4-10-17

タイトーステーション浅草

111-0032

東京都台東区浅草1-27-5 ROX DOME 1F

タイトーステーション町田店

194-0013

東京都町田市原町田6-21-23 松山ﾋﾞﾙ1階

こころっこイトーヨーカドー東久留米店

203-0053

東京都東久留米市本町3-8-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ東久留米店内

タイトーステーション南大沢店

192-0364

東京都八王子市南大沢2-3 FAB南大沢 2F

アムネット 五反田店

141-0031

東京都品川区西五反田1-27-5NA五反田ﾋﾞﾙ

セガ イオンモールむさし村山

208-0022

東京都武蔵村山市榎1丁目1-3-2059

セガ 東京ドームシティ

112-0004

東京都文京区後楽1-3-61株式会社東京ﾄﾞｰﾑ ｱﾄﾗｸｼｮﾝｽﾞ内ｶｰﾆﾊﾞﾙ

タイトーステーション池袋ロサ店

171-0021

東京都豊島区西池袋1-37-12 ﾛｻ会館1F

セガ 池袋ギーゴ

170-0013

東京都豊島区東池袋1-21-1

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

タイトーステーションイオンモール佐野新都市店

327-0821

栃木県佐野市高萩町1324-1

フェドラ佐野

327-0821

栃木県佐野市高萩町1340ﾌｪﾄﾞﾗP&D 1階

セガ イオンモール 木曽川

493-0001

愛知県一宮市木曽川町黒田南字八ﾂヶ池25-1ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ･ｷﾘｵ3階

ファミリーランド ドリーム

441-3421

愛知県田原市田原町南新地76-1

タイトーステーション 豊橋店

441-8061

愛知県豊橋市藤沢町141-4 1F

タイトーキッズ パーク ＧＡＺＡ

471-0027

愛知県豊田市喜多町1丁目140番地

サムソンみなと店

455-0804

愛知県名古屋市港区当知2-1501ﾎﾟｰﾄｳｫｰｸみなと2F

セガ ワールド 上小田井 ｍｏｚｏワンダーシティ

452-0817

愛知県名古屋市西区二方町40番地mozoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ4F

コスタデルソル

460-0003

愛知県名古屋市中区錦3-17-26

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

ファンタジープラザ名古屋

462-0018

愛知県名古屋市北区玄馬町234-1ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ名古屋本店ｸﾛｽﾀｳﾝ2階

富谷店

タイトーＦステーションヒルズウォーク徳重ガーデンズ店 458-8570 愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重18-44ﾋﾙｽﾞｳｫｰｸ徳重ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ内2階
タイトーステーション弥富

498-0014

愛知県弥富市五明蒲原1371-4

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

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

カプコサーカス 新潟東店

950-0813

新潟県新潟市東区大形本町3-1-2ｲｵﾝ新潟東内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

シルク ドゥ ガリバー新潟店

950-0912

新潟県新潟市南笹口1-1-1 ひもろぎﾋﾞﾙ2F

ソユーゲームフィールド新発田

957-0061

新潟県新発田市住吉町5-11-5 ｲｵﾝﾓｰﾙ新発田2F

夢大陸

940-2121

新潟県長岡市喜多町392-1

940-2026

新潟県長岡市堺東町22

421-0218

静岡県焼津市下江留1327

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

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ 静岡インター店

422-8051

静岡県静岡市駿河区中野新田383-3

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ フレスポ八潮店

424-0067

静岡県静岡市清水区鳥坂860

アミュージアム清水店

424-0942

静岡県静岡市清水区入船町13-15 ｴｽﾊﾟﾙｽﾄﾞﾘｰﾑﾌﾟﾗｻﾞ3F

プラサカプコン 志都呂店

432-8066

静岡県浜松市西区志都呂町5605ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松志都呂3F

タイトーステーション 新浜松ザザシティ店

430-0933

静岡県浜松市中区鍛冶町15番地 ｻﾞｻﾞｼﾃｨ西館2F

バイパスレジャーランド藤江新館店

920-0346

石川県金沢市藤江南2-105

ゲームパラダイス

920-0849

石川県金沢市堀川新町5−1

手取フィッシュランド

923-1101

石川県能美市粟生町ﾂ58 手取ﾌｨｯｼｭﾗﾝﾄﾞ内1Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

アピナ塩尻店

399-0702

長野県塩尻市広丘野村1794-1

アピナ佐久インター店

385-0023

長野県佐久市岩村田北1-13-1

タイトーステーション松本店

399-0014

長野県松本市平田東1-27-1

アピナ上田店

386-0041

長野県上田市秋和359-1

ＹＡＺ長野店

381-0000

長野県長野市 南石堂町1418-2

アピナ長野川中島店

381-2221

長野県長野市川中島町御厨967-1

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

タイトーＦステーション アルプラザ鯖江店

916-0038

福井県鯖江市下河端町16-6-1 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ鯖江ｱﾐｭｰｽﾞ棟内

フクイレジャーワイプラザ店

910-0832

福井県福井市新保町7-9-1ﾔｽｻｷﾜｲﾌﾟﾗｻﾞB棟2F

ソユープレイランド京都店

615-0072

京都府京都市右京区山ﾉ内池尻町1-1京都ﾌｧﾐﾘｰ3F

ゲームパニック京都

604-8035

京都府京都市中京区新京極三条下る桜之町415 MOVIX京都別館

ＹＡＺ ＷＯＲＬＤ 四日市店

510-0883

三重県四日市市泊小柳町4-34

タイトーステーション イオンモール明和店

515-0348

三重県多気郡明和町中村1223 ｲｵﾝﾓｰﾙ明和2F

ｎａｍｃｏイオンモール鈴鹿店

513-0834

三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2ｲｵﾝﾓｰﾙ鈴鹿2F

アピナ鈴鹿店

513-0834

三重県鈴鹿市庄野羽山4丁目20番1号ｲｵﾝﾀｳﾝ鈴鹿2階

ＧａｍｅＦｉｅｌｄピエリ守山店

524-0101

滋賀県守山市今浜町2620-5 ﾋﾟｴﾘ守山1F

ゲームランド草津店

525-0067

滋賀県草津市新浜町300番地ｲｵﾝﾓｰﾙ草津ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

モーリーファンタジーｆ茨木店

567-0033

大阪府茨木市松ｹ本町8-30-5ｲｵﾝ茨木ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ

ゲームパニック堺

590-0901

大阪府堺市堺区築港八幡町1番地1 堺浜えんため館

楽市楽座 イオンモール四條畷

575-0001

大阪府四條畷市砂4丁目3番2号

セガ あべの キューズモール

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1あべのﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸ ｾｶﾞあべのｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ

天王寺パスカ

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-55

ソユーウエスタンシティＵＣＷ店

554-0024

大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨｳｫｰｸTM3F

心斎橋ギーゴ

542-0085

大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-2-19

アクス

542-0076

大阪府大阪市中央区難波1-1-3

難波ヒルズ

542-0076

大阪府大阪市中央区難波3-2-34

タイトーステーション 難波

542-0076

大阪府大阪市中央区難波千日前15-12

ゲームポイント シャトーＥＸ

534-0024

大阪府大阪市都島区東野田町3-9-3 ｸﾞﾗﾝｼｬﾄｰﾋﾞﾙ1F/2F

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

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

メガコート

675-0021

兵庫県加古川市尾上町安田351 2F ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

メガパレス

651-2143

兵庫県神戸市西区丸塚2-9-18

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

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

セガ イオンモール 岡山

700-0907

岡山県岡山市北区下岩井1丁目2番1号6階

アミパラ岡山店

700-0941

岡山県岡山市北区青江1-13-8

アミパラ津山店

708-0842

岡山県津山市河辺1000-1ｲｵﾝ津山ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内2F

ハッピーランド呉店

737-0046

広島県呉市中通3-5-3 呉ﾎﾟﾎﾟﾛｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

タイトーステーション広島紙屋町店

730-0031

広島県広島市中区紙屋町2-2-21

プリフェスタ

730-0031

広島県広島市中区紙屋町2丁目2-18 ｻﾝﾓｰﾙ3F

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

タイトーＦステーション ゆめタウンみゆき店

734-0014

広島県広島市南区宇品西6丁目7番14号 ゆめﾀｳﾝみゆき2F

タイトーＦステーション ゆめタウン東広島店

739-0003

広島県東広島市西条町土与丸1丁目5-7

タイトーステーションフジグラン神辺店

720-2107

広島県福山市神辺町大字新道上字2-10-26 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ神辺店 3F

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

ユメタウン三豊ＢＩＧ ＷＡＶＥ

769-1506

香川県三豊市豊中町本山甲22

アミパラ日吉津店

689-3553

鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津1160-1ｲｵﾝﾓｰﾙ日吉津西館

アミパラ鳥取店

680-0904

鳥取県鳥取市晩稲100-1ｲｵﾝ鳥取北SC内2F

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

885-0023

宮崎県都城市栄町4672−5

タイトーステーション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33番地1ゆめﾀｳﾝ光の森2F

ＧＲＥＥＮ ＭＯＮＳＴＥＲ

863-0047

熊本県天草市八幡町2番12号

タイトーステーションゆめタウン八代店

866-0045

熊本県八代市建馬町3-1 ゆめﾀｳﾝ八代2F

ｎａｍｃｏゆめタウン佐賀店

849-0919

佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1ゆめﾀｳﾝ佐賀店2F

ダイエープラザ大島店 ３Ｆゲームコーナー

894-0006

鹿児島県奄美市名瀬小浜町23-1

アミューズメント リバティー

892-0843

鹿児島県鹿児島市千日町15−15 ﾘﾊﾞﾃｨｰ ﾊｳｽ

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

タイトーステーションセントポルタ大分店

870-0035

大分県大分市中央町2-1-1

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

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

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

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 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

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

キッズパーク店

812-0018

福岡県福岡市博多区住吉1-2-22

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

ドリームワン福岡空港南店

812-0857

福岡県福岡市博多区西月隈1-13-54 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ内

タイトーステーション博多パピヨンプラザ店

812-0044

福岡県福岡市博多区千代1-2-17

楽市楽座 イオンモール福津店

811-3213

福岡県福津市793番地ｲｵﾝﾓｰﾙ福津店3階3043A

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

モーリーファンタジー北谷店

904-0115

沖縄県中頭郡北谷町字美浜8-3ｲｵﾝ北谷店2階

モーリーファンタジー那覇店

901-0155

沖縄県那覇市金城5-10-2ｲｵﾝ那覇店3階

長岡店

アピナ長岡店
北陸東海 アップルグランリバー大井川店

近畿

中四国

九州

沖縄

サンモール店

イオンモール都城駅前店

