『ted2 フィギュアバッグ』 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

関東

北海道伊達市末永町66-1

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

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

ＢＩＧＢＡＮＧ室蘭

050-0075

北海道室蘭市中島本町2丁目8番1号

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

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

東武イーストモール ＡＭシティ

099-2103

北海道北見市端野町三区572番地

万代書店 多賀城店

985-0843

宮城県多賀城市明月1-168-1

アレックス南インター店

981-1241

宮城県名取市高舘熊野堂字余方上26-2

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

ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ ＴＥＮＤＯ

994-0049

山形県天童市南町1丁目5-26

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

タイトーアミューズメントシティ郡山

963-0115

福島県郡山市南2丁目38 ﾌﾚｽﾎﾟ郡山内

ピンクパンサー 水戸けやき台店

310-0841

茨城県水戸市酒門町3276-1

ゲームパニックつくば

300-0850

茨城県土浦市中村東1-1-1

ピンクパンサー日立店

316-0004

茨城県日立市東多賀町5丁目10-10

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

キャッツアイ狭山店

350-1305

埼玉県狭山市入間川3141

キッズプラザきゃらんど新三郷店

341-0009

埼玉県三郷市新三郷ららシティ三丁目ららぽーと新三郷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

スイーツファンタジー パックン東松山店

355-0048

埼玉県東松山市あずま町四丁目3番地 ﾋﾟｵﾆｳｫｰｸ東松山店2F

ウエアハウス草加店

340-0831

埼玉県八潮市南後谷507

キッズプラザきゃらんど立場店

245-0015

神奈川県横浜市泉区中田西1-1-15 イトーヨーカドー 立場店3F

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

ＡＭ ＰＩＡ 川崎モアーズ

210-0007

神奈川県川崎市川崎区駅前本町7番地 岡田屋ﾓｱｰｽﾞ1･2階

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

ウエアハウス川崎店

210-0024

神奈川県川崎市川崎区日進町3-7

スーパービバホーム新習志野店２Ｆゲームコーナー

275-0024

千葉県習志野市茜浜1-1-2 ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ新習志野店2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

ぷれいらんど３７３ ららぽーと柏の葉店

277-0871

千葉県柏市若柴175 ららぽｰと柏の葉3F

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

ぷれいらんど３７３ 瑞江店

132-0011

東京都江戸川区瑞江2-1-2 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ ﾗﾊﾟｰｸ瑞江店4F

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

東京ジョイポリス

135-0091

東京都港区台場1-6-1DECKS TOKYO BEACH 4F

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Ｆステーション 国分寺店

185-0012

東京都国分寺市本町3-5-11 Iﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

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

ゲームピーアーク青井

121-0075

東京都足立区一ﾂ家3-8-12

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

ＡＭランドモナコ調布駅前店

182-0024

東京都調布市布田4-2-22

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

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

名古屋レジャーランド 大高

459-8001

愛知県名古屋市緑区大高町字忠治山12-1

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

アップル島田店

427-0016

静岡県島田市宝来町8番5号

浜松鑑定団

435-0005

静岡県浜松市東区安新町105

アップルグランリバー大井川店

421-0218

静岡県焼津市下江留1327

923-0801

石川県小松市園町八23-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ小松店2F

アピナ佐久インター店

385-0023

長野県佐久市岩村田北1-13-1

アピナ松本店

390-0833

長野県松本市双葉19-10

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

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

アピナ富山豊田店

931-8313

富山県富山市豊田町2-12-66

アピナ富山南店

939-8072

富山県富山市堀川町355-3ﾏｲﾌﾟﾗｻﾞ内

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

ＹＡＺ寝屋川店

572-0026

大阪府寝屋川市石津中町25-26

アクス

542-0076

大阪府大阪市中央区難波1-1-3

梅田ジョイポリス

530-0017

大阪府大阪市北区角田町5-15HEP5 8F

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

楽市楽座

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

お宝市番館 姫路東店

671-0244

兵庫県姫路市四郷町見野644−1

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

アミパラ岡山店

700-0941

岡山県岡山市北区青江1-13-8

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

お宝買取団 高松店

761-0101

香川県高松市春日町16-1

楽市楽座 イオンモール宮崎店

880-0834

宮崎県宮崎市新別府町江口862-1ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎店2F

ぐるぐる倉庫菊陽店

869-1101

熊本県菊池郡菊陽町津久礼2774−2

マンガ倉庫鹿児島店

891-0114

鹿児島県鹿児島市小松原1-6-7

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 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

904-0115

沖縄県中頭郡北谷町美浜15番68 ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾊﾟﾚｽ2F

北陸東海 タカラ島

近畿

中四国

九州

沖縄

住所

052-0021

北海道 ディノスパーク 室蘭店

東北

郵便番号

ディノスパーク伊達店

アルプラザ小松店

イオンモール神戸北店

ジョイジャングル美浜店

