『ted2 ぬいぐるみがまぐちポーチ』 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

郵便番号

住所

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

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

ＶＥＧＡＧＩＯ 美しが丘店

004-0811

北海道札幌市清田区美しが丘1条7丁目6-10

ソユーゲームフィールド発寒店

063-0828

北海道札幌市西区発寒八条12丁目1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌発寒3F

ｎａｍｃｏサッポロファクトリー店

060-0031

北海道札幌市中央区北1条東4丁目1番地1 札幌ﾌｧｸﾄﾘｰ1条館

らんらんらんど篠路店

002-8012

北海道札幌市北区太平十二条1-1ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ篠路店2F

らんらんらんど札幌麻生店

001-0039

北海道札幌市北区北三十九条西4-1-5ｲｵﾝ麻生店4F

ＢＩＧＢＡＮＧ室蘭

050-0075

北海道室蘭市中島本町2丁目8番1号

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

モーリーファンタジー中標津店

086-1146

北海道標津郡中標津町南町3-10 東武ｻｳｽﾋﾙｽﾞ1F

ＰＡＬＯ久慈店

028-0041

岩手県久慈市長内町第30地割32-3久慈ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F

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

986-0866

宮城県石巻市茜平4-104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

万代書店 多賀城店

985-0843

宮城県多賀城市明月1-168-1

ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ ＴＥＮＤＯ

994-0049

山形県天童市南町1丁目5-26

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

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

群馬レジャーランド伊勢店

372-0812

群馬県伊勢崎市連取町3066-1

アピナ太田店

373-0813

群馬県太田市内ｹ島町907-1

群馬レジャーランド藤岡店

375-0005

群馬県藤岡市中2002-1

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 ららぽーと 富士見

354-8560

埼玉県富士見市山室1-13133階35200区画

ｎａｍｃｏ伊勢佐木町店

231-0045

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-95

セガ 横浜中華街

231-0023

神奈川県横浜市中区山下町80-1

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

こころっこアリオ橋本店

252-0146

神奈川県相模原市緑区大山1-22 ｱﾘｵ橋本2F 235区画ｴﾌﾞﾘﾃﾞｲFUNﾊｳｽ

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

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

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

こちら葛飾区亀有公園前派出所 こち亀ゲームぱ～く

125-0061

東京都葛飾区亀有3-49-3 ｱﾘｵ亀有ｱﾘｵﾓｰﾙ3F

セガ ワールド 船堀

134-0091

東京都江戸川区船堀1-6-11

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

フェドラＢＩＧＦＵＮ平和島

143-0006

東京都大田区平和島1-1-1 BIGFUN平和島3F

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

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

ｎａｍｃｏ王子サンスクエア店

114-0002

東京都北区王子1-4-1 ｻﾝｽｸｴｱ2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

にこぱウイングタウン店

444-0813

愛知県岡崎市羽根町小豆坂3番地ｳｲﾝｸﾞﾀｳﾝ岡崎2F

パルス武豊店

470-2349

愛知県知多郡武豊町字西田崎19-1 ﾋﾟｱｺﾞ後武豊店 2F

コスタデルソル

460-0003

愛知県名古屋市中区錦3-17-26

モーリーファンタジー甲府昭和店

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 ｲｵﾝ甲府昭和店3F

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

北陸東海 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

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

ゲームパラダイス

920-0849

石川県金沢市堀川新町5−1

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

ＰＡＬＯ諏訪店

392-0013

長野県諏訪市沖田町5-18ｽﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰｸ諏訪店1F･2F

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

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

ソユーゲームフィールド堺鉄砲町店

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

モーリーファンタジー堺鉄砲町店

590-0905

大阪府堺市堺区鉄砲町1番地ｲｵﾝｽﾀｲﾙ境鉄砲町3階

ＹＡＺ寝屋川店

572-0026

大阪府寝屋川市石津中町25-26

北海道

東北

関東

エンターテイメントフィールド ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1ららぽｰとEXPOCITY 3F

近畿

モーリーファンタジーりんくう泉南店

590-0535

大阪府泉南市りんくう南浜3-1ｲｵﾝりんくう泉南店2階

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

ｎａｍｃｏマグスミノエ店

559-0023

大阪府大阪市住ﾉ江区泉1丁目1番82号ﾏｸﾞｽﾐﾉｴ

楽市楽座 イオンモール大阪ドーム店

550-0023

大阪府大阪市西区千代崎3丁目13-1

心斎橋ギーゴ

542-0085

大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-2-19

ＷＡＶＥアメリカ村

542-0086

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-16-12ﾆｭｰｱﾒﾘｱﾝﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F

スペースプラネット

533-0015

大阪府大阪市東淀川区大隅1丁目6−12 かみしんﾌﾟﾗｻﾞ 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

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

ゲオ八尾店

581-0004

大阪府八尾市東本町4丁目2−50

675-0027

兵庫県加古川市尾上町今福71−2

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

ザ・モール姫路 キッズパーク

670-0055

兵庫県姫路市神子岡前3丁目12番17号

アイティ豊岡店 キッズパーク

668-0031

兵庫県豊岡市大手町4-5

プリッズ田辺店

646-0051

和歌山県田辺市稲成町新江原3165ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝｼﾃｨ田辺店C館2F

モーリーファンタジー和歌山店

640-8451

和歌山県和歌山市中字楠谷573番地ｲｵﾝ3階

ゲオ今治鳥生店

794-0802

愛媛県今治市南鳥生町3−1−19

ピノッキースパティオ吉田店

731-0501

広島県安芸高田市吉田町吉田594-1 ゆめﾀｳﾝ吉田店2F

アズロ スパティオ

737-0029

広島県呉市宝町5-10 ゆめﾀｳﾝ呉店3F

ユメタウン丸亀ＢＩＧ ＷＡＶＥ

763-0055

香川県丸亀市新田町150

ユメタウン三豊ＢＩＧ ＷＡＶＥ

769-1506

香川県三豊市豊中町本山甲22

マンガ倉庫 倉吉店

682-0023

鳥取県倉吉市山根646-1

ゲオ出雲店

693-0005

島根県出雲市天神町29

ピノッキースパティオ浜田店

697-0052

島根県浜田市港町227-1 ゆめﾀｳﾝ浜田店3F

ゲオ延岡店

882-0856

宮崎県延岡市出北3丁目19−17

アミパラ佐賀店

840-0008

佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730 ﾓﾗｰｼﾞｭ佐賀店南館1F

楽市街道 くるめ店

839-0865

福岡県久留米市新合川2-7-10久留米ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾋﾞﾙ内

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

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

モーリーファンタジー香椎浜店

813-0016

福岡県福岡市東区香椎浜3-12-1ｲｵﾝﾓｰﾙ香椎浜店2階

ゲオ西原店

901-2104

沖縄県浦添市当山2丁目2−3

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

お宝市番館

中四国

九州

沖縄

加古川店

イオン伊都店

