『ted2 ボールチェーン付きぬいぐるみ Part2』 導入店一覧
この度の熊本県を中心とする九州での震災におきまして、
被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。
※導入のタイミングは店舗によって異なります。特に九州地方での入荷に関しましては遅延等予めご了承ください。
※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

関東

北陸東海

近畿

中国

九州

住所

088-0621

北海道釧路郡釧路町桂木1-1-7ｲｵﾝ釧路店2階

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

にこにこらんど恵庭店

061-1373

北海道恵庭市恵み野西2-1 ｲﾄｰﾖｰｶ堂恵庭店

キャッツアイ恵庭店

061-1441

北海道恵庭市住吉町2丁目9-1

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

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

060-0063

北海道札幌市中央区南3条西5丁目1-1

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

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八線西12番地 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

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

らんらんらんど上磯店

049-0111

北海道北斗市七重浜4-44-1

洞爺サンパレスゲームコーナー

049-5721

北海道有珠郡壮瞥町字洞爺湖温泉7-1

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

らんらんらんど盛岡南店

020-0836

岩手県盛岡市津志田西2丁目17-50

モーリーファンタジー気仙沼店

988-0101

宮城県気仙沼市字赤岩舘下6-1外ｲｵﾝ気仙沼店2階

モーリーファンタジー石巻店

986-0861

宮城県石巻市蛇田字新金沼170番地ｲｵﾝ石巻店2階

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

モーリーファンタジー古川店

989-6117

宮城県大崎市古川旭二丁目2-1ｲｵﾝ古川店2階

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

ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ ＴＥＮＤＯ

994-0049

山形県天童市南町1丁目5-26

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

ハロータイトーむつ

035-0071

青森県むつ市小川町2-4-8

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

セガ ワールド 八戸Ｒ４５

031-0072

青森県八戸市城下4-25-14

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

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

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

ウエアハウス三橋店

331-0052

埼玉県さいたま市西区三橋6-955-1

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

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

キッズプラザきゃらんど上里店

369-0306

埼玉県児玉郡上里町大字七本木2272-1 ｳﾆｸｽ上里 2階

埼玉レジャーランド春日部店

344-0041

埼玉県春日部市増富谷際163-1

セガ 所沢

359-1123

埼玉県所沢市日吉町8-1

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 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

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

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

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

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

ゲームオット本八幡

272-0021

千葉県市川市八幡2-16-6八幡旗ﾋﾞﾙB1階

宝島

272-0021

千葉県市川市八幡2-6-7ﾌｧｲﾌﾞﾋﾞﾙ

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

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

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

タイトーステーション 柏店

277-0005

千葉県柏市柏2-3-1

キャッツアイ八千代緑ケ丘

276-0047

千葉県八千代市吉橋1851ism緑ｹ丘 1F

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

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丁目3−8

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

新宿スポーツランド本館

160-0022

東京都新宿区新宿3-22-121F

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

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

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

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

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

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 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錦糸町楽天地店

130-0022

東京都墨田区江東橋4-27-14

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

タイトーＦステーションララスクエア宇都宮

321-0964

栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6

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

北海道 ディノスパーク ノルベサ店

東北

郵便番号

モーリーファンタジー釧路店

本八幡店

ｲｵﾝﾓｰﾙ釧路昭和2F

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

指田ﾋﾞﾙ

貴三ﾋﾞﾙ
ROX DOME 1F
松山ﾋﾞﾙ1階

楽天地ﾋﾞﾙ地下1階

ﾗﾗｽｸｴｱ宇都宮B1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

セガ イオンタウン 刈谷

448-0007

愛知県刈谷市東境町京和1

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 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

クラブ セガ 金山

456-0001

愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

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

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

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

アピナ長岡店

940-2026

新潟県長岡市堺東町22

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

アピナ穂高店

399-8303

長野県安曇野市穂高2450

アピナ伊那店

396-0021

長野県伊那市西町5093

アピナ塩尻店

399-0702

長野県塩尻市広丘野村1794-1

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

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

アピナ飯田店

395-0001

長野県飯田市座光寺3728-1

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

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 ビバモール 寝屋川

572-0855

大阪府寝屋川市寝屋南2-22-2ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ寝屋川 ﾓｰﾙ棟2F

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

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

アクス

542-0076

大阪府大阪市中央区難波1-1-3

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

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

セガ ワールド 布施

577-0056

大阪府東大阪市長堂1-1-1ﾛﾝﾓｰﾙ布施内

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

ゲームミリオン

650-0021

兵庫県神戸市中央区三宮町1-7-16

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

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 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

アル・クリオ ゲームコーナー

656-2131

兵庫県淡路市志筑新島10番地の3

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

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

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

タイトーステーション フジグラン緑井店

731-0103

広島県広島市安佐南区緑井1-5-2 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ緑井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

らんらんらんど浜田店

697-1321

島根県浜田市周布町ｲ61番地-1

マンガ倉庫日向店

883-0062

宮崎県日向市 日知屋14798-1

スポラ 九品寺

862-0976

熊本県熊本市中央区九品寺 5-10-15

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

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

楽市楽座 佐世保店

857-1161

長崎県佐世保市大塔町1861−12

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

楽市楽座 ２１０店

839-0807

福岡県久留米市東合川町2-2-1

楽市楽座 ２１０店

839-0807

福岡県久留米市東合川町2-2-1

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

セガ アリーナ 中間

809-0013

福岡県中間市上蓮花寺3-1-1

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 福重店

819-0025

福岡県福岡市西区石丸4丁目10−263−1

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

楽市街道 箱崎店

812-0053

福岡県福岡市東区箱崎5-1-8楽市街道箱崎店内2F

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

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

904-0115

沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

901-0155

沖縄県那覇市金城5-10-2ｲｵﾝ那覇店3階

サンモール店

中四国 クラブ セガ 北谷
モーリーファンタジー那覇店

ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ鯖江ｱﾐｭｰｽﾞ棟内

せらかぐ本通ﾋﾞﾙ

ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島5F

