『ted2 ぬいぐるみPart3』 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

北陸東海

近畿

店舗名

九州

住所

070-0010

北海道旭川市大雪通5-496-5 第8山本ﾋﾞﾙ

遊戯街ロマン通り旭川西

070-0823

北海道旭川市緑町23-2161-3 ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西3F

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

万代書店札幌手稲店

006-0032

北海道札幌市手稲区稲穂二条 2丁目2-8

ｲｵﾝﾓｰﾙ釧路昭和2F

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

プラボ札幌店

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

イトーヨーカドー屯田店 グルグル

002-0858

北海道札幌市北区屯田八条3丁目5-1

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

わいわいランド帯広店

080-0831

北海道帯広市稲田町南8線西10-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ帯広店内2F

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

ファンタジープラザ帯広店

080-0814

北海道帯広市西四条南12-3 長崎屋帯広店2F

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

モーリーファンタジー札幌発寒店

063-0828

北海道札幌市西区発寒８条１２丁目１－１ イオン札幌発寒店３階

ＰＡＬＯ釧路店

088-0621

北海道釧路郡釧路町桂木１－１－７イオン釧路店２階

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

セガ ワールド 水沢

023-0003

岩手県奥州市水沢区佐倉河字鎧田4-1

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3F

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

スーパーノバ仙台利府

981-0111

宮城県宮城郡利府町加瀬字新前谷地55-1利府ﾍﾟｱｶﾞｰﾃﾞﾝ内

ジャンボリー ヨークベニマル大和吉岡店

981-3627

宮城県黒川郡大和町吉岡東1-2-1 ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ大和吉岡内ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ

セガ ワールド 石巻

986-0853

宮城県石巻市大街道東4-1-45

レックアミューズメント門脇典

986-0853

宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2-20

セガ 仙台コロナワールド

983-0005

宮城県仙台市宮城野区福室字田中前1-53-1

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

セガ ワールド 古川

989-6151

宮城県大崎市古川字城西15

セガ 名取 セッツウィングス

981-1225

宮城県名取市飯野坂字土城堀57-1

セガ ワールド 北山形

990-0821

山形県山形市北町1-3-20

プレビジョイカム新庄店

996-0002

山形県新庄市金沢字吉袋853-3 ﾖｰｸｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ新庄内

ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ ＴＥＮＤＯ

994-0049

山形県天童市南町1丁目5-26

ＡＧスクエア庄内店

997-1316

山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端326-6

プレビプレイランドコーナー ヨークベニマル米沢店

992-0027

山形県米沢市駅前3-1-18 ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ米沢店内

セガ ワールド 米沢

992-0021

山形県米沢市大字花沢字ﾀﾅｺ原177

プレイランドソピア御所野店

010-1413

秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1 ｲｵﾝ秋田SC2F

ハロータイトーむつ

035-0071

青森県むつ市小川町2-4-8

スペースファンタジーインフィニ店

036-8092

青森県弘前市城東北3-10-1さくら野百貨店弘前店4F

セガ 弘前

036-8085

青森県弘前市大字末広1-3-3

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

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

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

セガ ワールド 八戸Ｒ４５

031-0072

青森県八戸市城下4-25-14

セガ 小名浜

971-8122

福島県いわき市小名浜林城字塚前18-1

セガ ワールド 勿来

979-0145

福島県いわき市勿来町四沢字鍵田13

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

セガ ワールド 日和田

963-0534

福島県郡山市日和田町字西中島7-1

セガ ワールド 白河

961-0853

福島県白河市新高山1-1ﾒｶﾞｽﾃｰｼﾞ白河内

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

セガ ワールド 福島

960-0103

福島県福島市本内字中井1-2

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

セガ 霞ヶ浦

300-0726

茨城県稲敷市西代1473-1

ＡＧスクエア水戸店

310-0015

茨城県水戸市宮町1-7-44ｺﾑﾎﾞｯｸｽ310

ＡＧスクエア石岡店

315-0031

茨城県石岡市東大橋中峯1976-1

セガ ワールド 日立

319-1416

茨城県日立市田尻町3-26-1

セガ ワールド 龍ヶ崎

301-0855

茨城県龍ヶ崎市藤ヶ丘4-2-8

群馬レジャーランド伊勢崎店

372-0812

群馬県伊勢崎市連取町3066-1

セガ ワールド 館林

374-0037

群馬県館林市小桑原町949-1

群馬レジャラン高崎駅東口店

370-0046

群馬県高崎市江木町333番地1ACTﾋﾞﾙ2階

セガ ワールド 沼田

378-0004

群馬県沼田市下久屋町1100-1

ユーズランド太田店

373-0808

群馬県太田市石原町81番地ｲｵﾝﾓｰﾙ太田2F

エブリテデイ ドン・キホーテ太田

373-0851

群馬県太田市飯田町1404-1 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ太田店内 1F

Ｓｐｉｃａ大宮南銀店

330-0845

埼玉県さいたま市大宮区仲町1-57

セガ 与野

338-0004

埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9ｲｵﾝ与野ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

セガ ワールド 籠原

360-0845

埼玉県熊谷市美土里町1-169

エブリディ行田店

361-0037

埼玉県行田市下忍644-1

セガ 所沢

359-1123

埼玉県所沢市日吉町8-1

龍宮ガーデンアリオ上尾店

362-0046

埼玉県上尾市壱丁目字上原367ｱﾘｵ上尾店2F

ＡＧスクエア埼玉花園店

369-1245

埼玉県深谷市荒川359

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

セガ 川口

332-0003

埼玉県川口市東領家2-2-10

セガ ワールド 入間

358-0012

埼玉県入間市東藤沢2-18

セガ ららぽーと 富士見

354-8560

埼玉県富士見市山室1-1313 3階

クラブ セガ 新杉田

235-0033

神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目1-1 らびすた新杉田2F

セガ ワールド トレッサ横浜

222-0002

神奈川県横浜市港北区師岡町700番地ﾄﾚｯｻ横浜 南棟 1F

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

横浜みなとみらい万葉の湯 ８Ｆお祭り広場

231-0001

神奈川県横浜市中区新港2-7-1

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

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

セガ 小田原ダイナシティ

250-0872

神奈川県小田原市中里296-1ﾀﾞｲﾅｼﾃｨｲｰｽﾄﾓｰﾙ3F

セガ ワールド 古淵

252-0344

神奈川県相模原市南区古淵3-13-33ｲﾄｰﾖｰｶ堂 3F

ＳＯＹＵ ゲームフィールド湘南

251-0042

神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1湘南ﾓｰﾙFILL 2F

セガ ワールド 旭

289-2504

千葉県旭市二3150-1

アミューズメントタウンタイガー

270-1340

千葉県印西市中央南1-8CCB1F

セガ 我孫子

270-1177

千葉県我孫子市柴崎字天王谷47-1

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

ＡＧスクエア松戸店

270-2253

千葉県松戸市日暮1-1-1八柱駅第2ﾋﾞﾙ2階

セガ 成田 ＨＵＭＡＸ

286-0029

千葉県成田市ｳｲﾝｸﾞ土屋80番地ﾋｭｰﾏｯｸｽﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ成田1階

クラブ セガ 稲毛オーツーパーク

263-0051

千葉県千葉市稲毛区園生町380-1ｵｰﾂｰﾊﾟｰｸ内

セガ アリーナ 蘇我

260-0835

千葉県千葉市中央区川崎町51-1蘇我ﾊｰﾊﾞｰｼﾃｨ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｳｫｰｸ ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ棟 1F

セガ 千葉

260-0015

千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ﾋﾞﾙ

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

セガ 幕張

261-0021

千葉県千葉市美浜区ひび野1-8ﾒｯｾｱﾐｭｰｽﾞﾓｰﾙ 1F

セガ ららぽーと ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ

278-8530

千葉県船橋市浜町2-1-1北館1階

マリンガーデンららぽーと船橋店

273-0012

千葉県船橋市浜町2丁目1番1号ららぽｰとTOKYO-BAY 西館3階

ハイテク セガ 柏

277-0005

千葉県柏市柏1-1-11丸井ﾃﾞﾊﾟｰﾄ B1F

ハイテクランド セガ 立石

124-0012

東京都葛飾区立石7-2-1ｾﾌﾞﾝｽﾀｰﾋﾞﾙ

セガ ワールド 船堀

134-0091

東京都江戸川区船堀1-6-11

セガ ワールド 葛西

134-0084

東京都江戸川区東葛西9-3-3ｲﾄｰﾖｰｶ堂 3F

アムネット 小岩店

133-0056

東京都江戸川区南小岩6-31-3石井ﾋﾞﾙ1F

東京レジャーランド小岩店

133-0056

東京都江戸川区南小岩8-15-3

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

ハイテクランド セガ シブヤ

150-0002

東京都渋谷区渋谷1-14-14東口会館 1F

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

セガ 代々木

151-0053

東京都渋谷区代々木1丁目35-2高山ﾋﾞﾙ1F･B1F

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

新宿スポーツランド本館

160-0022

東京都新宿区新宿3-22-121F

セガ 神楽坂

162-0825

東京都新宿区神楽坂2-11第二ｶｸﾞﾗﾋﾙｽﾞ 1F

クラブ セガ 新宿西口

160-0023

東京都新宿区西新宿1-12-5

Ｈｅｙ

101-0021

東京都千代田区外神田1-10-5

セガ 竹の塚

121-0813

東京都足立区竹の塚6-8

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

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

セガ ワールド 大森

143-0023

東京都大田区山王2-1-5大森駅ﾗﾗﾋﾞﾙ2F

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

セガ ワールド 東大和

207-0022

東京都東大和市桜ｹ丘1-1330-19ﾋﾞｯｸﾎﾞｯｸｽ東大和 1F

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 ワールド アルカス

183-0022

東京都府中市宮西町2-5-1さくら三番館2~4F

セガ ワールド 府中

183-0046

東京都府中市西原町1-6-2ｸﾚｯｾ府中

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

アミューズランドモナコ吉祥寺

180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-9-7 高橋ﾋﾞﾙ

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

池袋ランブルプラザ

170-0013

東京都豊島区東池袋1ｰ42ｰ19

ＡＧスクエア赤羽店

115-0045

東京都北区赤羽1-7-9

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

クラブ セガ 自由ヶ丘

152-0035

東京都目黒区自由が丘2-10-9

クラブ セガ 立川

190-0023

東京都立川市柴崎町3-2-1ｻｻﾞﾝﾋﾞﾙ 1F

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

テクモピアパルテロン宇都宮店

321-0962

栃木県宇都宮市今泉町237福田屋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ宇都宮店2F

セガ ワールド 宇都宮

321-0953

栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7

インターパークプラスワン宇都宮

321-0123

栃木県宇都宮市東谷町字立野885

セガ ワールド 小山

323-0825

栃木県小山市東城南1-1-18

セガ 西那須野

329-2705

栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27

セガ 今市

321-2405

栃木県日光市芹沼1448-1

ドリームワン新安城店

446-0007

愛知県安城市東栄町3-1-12 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ内

モーリーファンタジー岡崎南店

444-0840

愛知県岡崎市戸崎町字ばら山１－１イオン岡崎南店３階

セガ ワールド 安城

446-0044

愛知県安城市百石町2-35-13

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

セガ ワールド 尾西

494-0002

愛知県一宮市篭屋3-9-7ｱｿﾋﾞｯｸｽ尾西

セガ 岡崎

444-0823

愛知県岡崎市上地3-50-4

セガ イオンタウン 刈谷

448-0007

愛知県刈谷市東境町京和1

クラブ セガ 春日井

486-0805

愛知県春日井市岩野町菅廻間4180

セガ 東名ボール

489-0972

愛知県瀬戸市西原町2丁目114

セガ ワールド 知立

472-0045

愛知県知立市長篠町大山18-1ｷﾞｬﾗﾘｴｱﾋﾟﾀ1F

セガ ワールド 豊橋

441-8061

愛知県豊橋市藤沢町141ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ 2F

セガ ワールド 飯村

440-0833

愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121

ＡＧスクエア豊川店

442-0019

愛知県豊川市東名町2-101

ハイテク セガ 豊田

471-0841

愛知県豊田市深田町1-65-1

セガイオンタウン 名西

451-0015

愛知県名古屋市西区香呑町六丁目49-1

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

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

クラブ セガ 金山

456-0001

愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

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

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岐阜店

502-0857

岐阜県岐阜市正木中１－２－１マーサ２１ 北館 ３Ｆイオン岐阜店３階

セガ ワールド ソニックタウン関

501-3936

岐阜県関市倉知516番地

ｎａｍｃｏカラフルタウン岐阜店

501-6115

岐阜県岐阜市柳津町丸野三丁目3番6 ｶﾗﾌﾙﾀｳﾝ岐阜内

セガ ワールド 高山

506-0055

岐阜県高山市上岡本町7-7

セガ ワールド 多治見

507-0015

岐阜県多治見市住吉町1-1-1

セガ ワールド アクアウォーク大垣

503-0015

岐阜県大垣市林町6-80-21ｱｸｱｳｫｰｸ大垣2F

タイトーＦステーションラザウォーク甲斐双葉

400-0107

山梨県甲斐市志田字柿木616-1

モーリーファンタジー県央点

959-1232

新潟県燕市井土巻３－６５イオン県央店２階

モーリーファンタジー新潟南店

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３階

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

ＤｅＫＫＹ４０１ファミリーパーク

950-0973

新潟県新潟市中央区上近江4-12-20 Dekky401 2F

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

ＡＧスクエア掛川店

436-0048

静岡県掛川市細田248

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

セガ ワールド 静岡

420-0035

静岡県静岡市葵区七間町4番地2号静活ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 1,2F

ＡＧスクエア清水店

424-0906

静岡県静岡市清水区駒越北町8-1ﾍﾞｲﾄﾞﾘｰﾑ清水

ｎａｍｃｏららぽーと磐田店

438-0801

静岡県磐田市高見丘1200番地ららぽｰと磐田店2F

タイトーＦステーションイオン富士宮店

418-0032

静岡県富士宮市浅間町1番8号

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ 富士店

417-0055

静岡県富士市永田町2-99

セガ イオンタウン金沢示野

920-0058

石川県金沢市示野中町87街区2号

セガ ワールド 金沢

920-0014

石川県金沢市諸江町30-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ金沢 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

タカラ島

923-0801

石川県小松市園町八23-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ小松店2F

モーリーファンタジー・ｆ御経塚店

921-8801

石川県野々市市御経塚２丁目９１番地 イオン御経塚店１階

セガ ワールド 豊科

399-8201

長野県安曇野市豊科南穂高1115

ＡＧスクエア岡谷店

394-0026

長野県岡谷市塚間町2-1-21

セガ 松本

390-0841

長野県松本市渚1-7-1

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

セガ ワールド 上田

386-0001

長野県上田市大字上田1847-1

ｎａｍｃｏアリオ上田店

386-0025

長野県上田市天神3-5-1 ｱﾘｵ上田1F 店番1-21

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

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

モーリーファンタジーとなみ店

939-1343

富山県砺波市中神土地区画整理事業地内３１街区１イオンモールとなみ２Ｆ

セガ ワールド 武生

915-0883

福井県越前市新町3字13-4

セガ 福井

910-0835

福井県福井市丸山1-410

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

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

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

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

セガ ワールド 六地蔵

612-8002

京都府京都市伏見区桃山町山ﾉ下32京都ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2F

らんらんらんど鈴鹿店

513-0806

三重県鈴鹿市算所２－５－１鈴鹿ハンター２Ｆ

ＡＧスクエア伊勢店

516-0053

三重県伊勢市中須町666

セガ ワールド 桑名

511-0947

三重県桑名市大字大仲新田字宮前158番地ｻﾝｼﾊﾟｰｸ内

こころっこイトーヨーカドー平店

510-0075

三重県四日市市安島1-3-31ﾗﾗｽｸｴｱ5F

クラブ セガ アドバンスモール松阪

515-0055

三重県松坂市田村町235-1

セガ ワールド 久居

514-1101

三重県津市久居明神町字風早2534-1ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内

クラブ セガ 名張

518-0773

三重県名張市希央台3-15

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

セガ ワールド 草津

525-0025

滋賀県草津市西渋川1-23-23AｰSQUARE SARA新棟2F

ＡＧスクエア大津店

520-0801

滋賀県大津市におの浜3-1-43

開放倉庫米原店

521-0072

滋賀県米原市顔戸1429

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

ソユーゲームフィールド堺鉄砲

590-0905

大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ堺鉄砲町3F 3319

セガ 福田

599-8241

大阪府堺市中区福田1056-1

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

ソユーロケットドライブ泉南店

590-0535

大阪府泉南市りんくう南浜3-12 ｲｵﾝりんくう泉南SC2F

セガ ワールド アポロ

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31ｱﾎﾟﾛﾋﾞﾙ 3F

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

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

セガ 今福

536-0002

大阪府大阪市城東区今福東1-9-34

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

クラブ セガ 東梅田

530-0027

大阪府大阪市北区堂山町9-28

ハイテクランド セガ 西中島

532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島3-16-8深井ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

アミュプラスパワールド店

556-0002

大阪府大阪市浪速区恵美須東3-4-24 ｽﾊﾟﾜｰﾙﾄﾞ 2F

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

ＡＧスクエア東大阪店

577-0004

大阪府東大阪市稲田新町3-9-64

クラブ セガ 藤井寺

583-0000

大阪府藤井寺市沢田1-20-8

セガ 新三国 アルゴ７

561-0823

大阪府豊中市神州町1-15ｱﾙｺﾞｾﾌﾞﾝﾋﾞﾙ2階

セガ 神戸ｕｍｉｅサウスモール

650-0044

兵庫県神戸市中央区東川崎1-7-2 A-408

セガ神戸ｕｍｉｅモザイク

650-0044

兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumieMOSAIC

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

セガフェニックスプラザ摩耶

657-0851

兵庫県神戸市灘区味泥町6-1ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ1F

有馬グランドホテル売店内ゲームコーナー

651-1401

兵庫県神戸市北区有馬町1304-1

セガ ららぽーと甲子園

663-8178

兵庫県西宮市甲子園八番町1-100ららぽｰと甲子園2050ｿﾆｯｸﾀｳﾝ

セガ ワールド ココエあまがさき

661-0976

兵庫県尼崎市潮江1-3-1ｺｺｴあまがさき内4F

セガ つかしん

661-0001

兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1つかしん内

クラブ セガ 姫路ＯＳ

670-0927

兵庫県姫路市駅前町254姫路OSﾋﾞﾙ B1F

ｎａｍｃｏイオンモール姫路リバーシティー

672-8064

兵庫県姫路市飾磨区細江2560番地ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ2F

セガ ワールド ながさわ

674-0074

兵庫県明石市魚住町清水2464-1ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ長沢ﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞ

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

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

ＦｏｒｅｓｔＨｕｎｔｅｒ松前店

791-3120

愛媛県伊予郡松前町筒井850ｴﾐﾌﾙMASAKIAM棟1階

ｎａｍｃｏフジグラン松山店

790-0065

愛媛県松山市宮西1-2-1 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ松山店4F

ゲームアイビス岡山店

703-8233

岡山県岡山市中区高屋308-1

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

岡山ジョイポリス

700-0907

岡山県岡山市北区下石井2-10-1

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

セガ ワールド 倉敷

710-0833

岡山県倉敷市西中新田535-2

モーリーファンタジーｆ岡山店

700-0907

岡山県岡山市北区下石井１丁目２番１号 イオンモール岡山店４Ｆ

セガ 海田

736-0042

広島県安芸郡海田町南大正町 3-35

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ広島店

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

セガ ワールド 宇品

734-0014

広島県広島市南区宇品西3-4ﾌﾀﾊﾞ図書GIGA宇品店内

セガ 尾道

722-0014

広島県尾道市新浜1-2-13

セガ ワールド 福山

720-0838

広島県福山市瀬戸町山北300

セガ 丸亀

763-0062

香川県丸亀市蓬莱町56-1

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

セガ ワールド フジグラン

780-8076

高知県高知市朝倉東町52-15ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ高知 3F

ＡＧスクエア小郡店

754-0023

山口県山口市小郡前田町3-6

モーリーファンタジーｆ松江店

690-0001

島根県松江市東朝日町１５１イオンＳＣ松江店３階

セガ 徳島 スエヒロボウル

770-0865

徳島県徳島市南末広町4-95-2

セガ 延岡

882-0866

宮崎県延岡市平原町5丁目1492-8

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

ゆめタウンサンピアンゲームコーナー

861-8010

熊本県熊本市東区上南部二丁目2番2号ゆめﾀｳﾝｻﾝﾋﾟｱﾝ3F

モーリーファンタジー天草店

863-0046

熊本県天草市 亀場町食場後山下７４０イオン天草店２階

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

ＡＧスクエア佐賀武雄店

843-0024

佐賀県武雄市武雄町大字富岡12517-1

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

セガ ワールド 出水

899-0126

鹿児島県出水市六月田町347

セガ ワールド 高城

870-0924

大分県大分市牧1-161-8

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

セガ ワールド 中津

871-0021

大分県中津市沖代町1-2-16

Ｇ－Ｐａｌａ 日田店

877-0000

大分県日田市 友田986-1

セガ ワールド サンスパおおむら

856-0815

長崎県大村市森園町663-3

セガ ワールド 長崎ココウォーク

852-8104

長崎県長崎市茂里町1-55みらい長崎ｺｺｳｫｰｸ5階

ハイテク セガ もみの木村

854-0053

長崎県諫早市小川町90-1

820-0033

福岡県飯塚市徳前１－４ トライアル飯塚店１Ｆ

831-0005

福岡県大川市大字向島1373-1

楽市楽座 イオン穂波店

820-0081

福岡県飯塚市枝国長浦666-48ｲｵﾝ穂波店2F

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

楽市楽座 イオン伊都店

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

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

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

アルプラザ小松店

楽市楽座

中四国

郵便番号

ディノスパーク 旭川店

イオンモール大阪ドーム店

らんらんらんど飯塚店
マンガ倉庫

大川店

ﾏｯﾊﾗﾝﾄﾞ内

前田百貨店内 4F

ｻﾝﾛｰﾄﾞ青森 ｱﾑｾﾞ内

ﾋﾞﾅｳｫｰｸ六番館 2F

渋谷東映ﾌﾟﾗｻﾞ

広瀬本社ﾋﾞﾙ2F

丘の上ﾊﾟﾃｨｵ内

ﾛｻ会館1F

ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島5F

ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞおおいた4F

