
地域 店舗名 郵便番号 住所

キャッツアイ新札幌店 004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東五条1丁目1-10

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

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

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 

イオン千歳　キッズパーク 066-0063 北海道千歳市幸町6-51      

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

ファンタジープラザ西帯広 080-2471 北海道帯広市西二十一条南4-1

ディノスパーク　苫小牧店 053-0053 北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝﾓｰﾙ苫小牧2F

ＧＡＬＡＸＹ　ＧＡＴＥ　函館 041-0812 北海道函館市昭和3-31-12

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

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

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

万代書店　多賀城店 985-0843 宮城県多賀城市明月1-168-1

アミューズパーク名取りんくう店 981-1217 宮城県名取市美田園6丁目2-4

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

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ高崎店　 370-0846 群馬県高崎市下和田町5-3-8ﾒﾃﾞｨｱﾒｶﾞ高崎

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

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

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　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

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

タイトーステーション　セブンパークアリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田950-1

イスカンダル 292-0834 千葉県木更津市潮見4-1-2

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　パレットタウン店 135-0064 東京都江東区青海1丁目3−8

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

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１店 155-0031 東京都世田谷区北沢2-12-16

ドラマ野猿店 192-0352 東京都八王子市大塚628-1

アミュージアムＯＳＣ店 178-0063 東京都練馬区東大泉2-34-1ｵｽﾞ･ｽﾀｼﾞｵ･ｼﾃｨｰ2F

ゲームゾーン一宮店 491-0025 愛知県一宮市羽衣2-5-1

ドリームプラネット今池店 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池5-10-1

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

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

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

エーツー南瀬名店 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町2-5

ＳＵＰＥＲ　ＷＡＶＥ静岡店 422-8001 静岡県静岡市駿河区中吉田15-8ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾟｱ2F

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

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

タカラ島　　アルプラザ小松店　　　　 923-0801 石川県小松市園町八23-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ小松店2F

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

アピナ長野川中島店 381-2221 長野県長野市川中島町御厨967-1

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

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

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ京都二条店 604-8415 京都府京都市中京区西ﾉ京栂尾町107番地

オークランド・シティ　ゲームコーナー 514-0304 三重県津市雲出本郷町1805-33 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

開放倉庫米原店 521-0072 滋賀県米原市顔戸1429

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

レジャランあべのアポロ 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番31号  4階

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

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 

アミュージアム茶屋町店 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町15-34

タイトーＦステーションイオン加古川店 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家615-1 ｲｵﾝ加古川店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

ｎａｍｃｏ三宮店 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通1-1-1 

楽市楽座　　イオンモール神戸北店 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1  ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北3階

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

楽市楽座　イオンモール今治新都市店 794-0068 愛媛県今治市にぎわい広場1番地1ｲｵﾝﾓｰﾙ今治新都市店内

ドリームプラネット松山店 790-0056 愛媛県松山市土居田町133-1ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ松山店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

アミパラ倉敷店 710-0833 岡山県倉敷市西中新田624-1ｱﾐﾊﾟﾗﾎﾞｳﾙ1F

ドリームプラネット高松店 761-8056 香川県高松市上天神町536 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃﾊﾟｳ高松店

アミュージアム高松店 761-8071 香川県高松市伏石町111-1

ふぇすたらんど下松店 744-0027 山口県下松市南花岡6-8-1

ＡＧスクエア小郡店 754-0023 山口県山口市小郡前田町3-6

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

楽市楽座　オプシアミスミ店 890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿2-3-5ｵﾌﾟｼｱﾐｽﾐ2F

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　行橋店 824-0038 福岡県行橋市西泉6-1-1ｺｽﾀ行橋ｱﾐｭｰｽﾞ棟2F

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

マンガ倉庫　　八女店 834-0006 福岡県八女市大字吉田字原尾123番地

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

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   

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

近畿

中四国

九州

『ted2 マスコットキーチェーン Part6』 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。
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