『ted2 ぬいぐるみXL Part9』 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

店舗名

関東

住所

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 ｲｵﾝﾓｰﾙ釧路昭和2F

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

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

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

ＶＥＧＡＧＩＯ狸小路店

060-0062

北海道札幌市中央区南二条西4丁目6 1F

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

キャッツアイミュンヘン大橋店

062-0931

北海道札幌市豊平区平岸一条23丁目801-1

キャッツアイ篠路店

002-8021

北海道札幌市北区篠路1条4丁目6-30

グルグル

002-0858

北海道札幌市北区屯田八条3丁目5-1

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

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

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

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丁目2−38

チャットタウン北上店

024-0072

岩手県北上市北鬼柳19-71ﾊﾟﾙｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

プラサカプコン 石巻店

986-0861

宮城県石巻市蛇田字新金沼170ｲｵﾝ石巻ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

アミューズパーク仙台港店

983-0013

宮城県仙台市宮城野区中野字田中106

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 仙台泉店

981-3111

宮城県仙台市泉区松森斎兵衛58-9

ホワイトベース仙台南

981-1104

宮城県仙台市太白区中田6-33-1ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ仙台南店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

万代書店仙台南店

東北

郵便番号

ハロータイトー 釧路貝塚

981-1103

宮城県仙台市太白区中田町杉の下34番地

万代書店 古川店

989-6135

宮城県大崎市古川稲葉鴻ﾉ巣138 店内UFOｷｬｯﾁｬｰｺｰﾅｰ

プラサカプコン イオンタウン佐沼

987-0404

宮城県登米市南方町新島前46-1 ｲｵﾝﾀｳﾝ佐沼1F

ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ ＴＥＮＤＯ

994-0049

山形県天童市南町1丁目5-26

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

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

青森メトロポリス

038-0006

青森県青森市石江三好1-15-8

ドリームファクトリーいわき店

970-8044

福島県いわき市中央台飯野4-1ﾗﾊﾟｰｸいわき

四日市アミューズメントパーク店

970-8026

福島県いわき市平6-6-2ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ平店内

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

万ＳＡＩ堂 郡山店

963-0111

福島県郡山市安積町荒井字大久保7-7

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

万ＳＡＩ堂 福島店

960-8153

福島県福島市黒岩字浜井場5-1

ソユートイズニューヨーク 守谷店

302-0110

茨城県守谷市百合丘3丁目字向原249-1ｲｵﾝﾀｳﾝ守谷2F

ユーズランド水戸内原店

319-0305

茨城県水戸市中原町字西135ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原2F

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

こころっこ新田店

370-0314

群馬県太田市新田市野井町592-13 ﾆｺﾓｰﾙ新田店内

群馬レジャーランド太田店

373-0285

群馬県太田市西矢島町162-2

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

群馬レジャーランド藤岡店

375-0005

群馬県藤岡市中2002-1

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

ユーズランド

343-0828

埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ4丁目2番地2 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝKAZE3F

プレイランド菖蒲店

346-0195

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲3階

ギガステーション戸田店

335-0031

埼玉県戸田市大字美女木943-7

エブリディ行田店

361-0037

埼玉県行田市下忍644-1

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

クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ ブリブリ シネマスタジオ

344-0064

埼玉県春日部市南1丁目1-1 ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ春日部 3階

ウエアハウス上尾店

362-0017

埼玉県上尾市二ﾂ宮1044

ＡＭモナコ川越１号店

350-0043

埼玉県川越市新富町2-4-1関口池田ﾋﾞﾙ1F

ウエアハウス草加店

340-0831

埼玉県八潮市南後谷507

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

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

ＳＩＬＫ ＨＡＴ

243-0018

神奈川県厚木市中町2-4-13本厚木駅前ﾋﾞﾙ1F

小田原メトロポリス

256-0813

神奈川県小田原市前川219-4

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

キッズトレイン相模原店

252-0313

神奈川県相模原市南区松ヶ枝町17-1

アピナ橋本店

252-0131

神奈川県相模原市緑区西橋本5-1-1ﾗ･ﾌﾛｰﾙ駐車場棟1階

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

ゲームリスボア

242-0017

神奈川県大和市大和東1-3-12

千葉レジャーランド成東店

289-1327

千葉県山武市姫島111-1

宝島

272-0021

千葉県市川市八幡2-6-7ﾌｧｲﾌﾞﾋﾞﾙ

タイトーＦステーション市川妙典

272-0111

千葉県市川市妙典4-1-1 ｲｵﾝ市川妙典店2番街 2F

千葉鑑定団湾岸習志野

275-0024

千葉県習志野市茜浜1-1-1

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

スポーツウェーブ鉄腕２４稲毛長沼店

263-0001

千葉県千葉市稲毛区長沼原町697

タイトーステーション アリオ蘇我店

260-0835

千葉県千葉市中央区川崎町52-7 ｱﾘｵ蘇我2F

スポーツウエーブ鉄腕２４

260-0824

千葉県千葉市中央区浜野町1025-59

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

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

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

ソユーゲームフィールド木更津店

292-0835

千葉県木更津市築地1番4 ｲｵﾝﾓｰﾙ木更津2F

イスカンダル

292-0834

千葉県木更津市潮見4-1-2

千葉レジャーランド野田店

278-0042

千葉県野田市吉春776-1

ゴジラ ノア店

278-0031

千葉県野田市中根36-1ｲｵﾝ･ﾉｱ店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 パレットタウン店

135-0064

東京都江東区青海1丁目3−8

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 渋谷店

150-0002

東京都渋谷区渋谷1-24-12 渋谷東映ﾌﾟﾗｻﾞ

アミュージアム昭島店

196-0014

東京都昭島市田中町573-1-2

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 ＢＩＧＢＯＸ高田馬場店

169-0075

東京都新宿区高田馬場1丁目35−3 Bigbox BIGBOX高田馬場

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

タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店

160-0022

東京都新宿区新宿3-35-8

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１店

155-0031

東京都世田谷区北沢2-12-16

ドラマ瑞穂店

190-1213

東京都西多摩郡瑞穂町武蔵382-1

ユーズランド日の出店

190-0182

東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出店3F

タイトーイン 綾瀬

120-0005

東京都足立区綾瀬4ｰ9ｰ29 ﾎｰｷｮﾎﾞﾅｰﾙﾋﾞﾙ

ゲームピーアーク青井

121-0075

東京都足立区一ﾂ家3-8-12

ウエアハウス入谷店

121-0836

東京都足立区入谷7-8-111F

ウエアハウス保木間店

121-0064

東京都足立区保木間1-1-19-1F

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 丘の上ﾊﾟﾃｨｵ内

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

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

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

ＳＩＬＫ ＨＡＴ八王子

192-0083

東京都八王子市旭町2-5 八王子駅前ﾋﾞﾙA館

ドラマ八王子高倉店

192-0033

東京都八王子市高倉町55-4

ドラマ野猿店

192-0352

東京都八王子市大塚628-1

ドラマ楢原店

193-0803

東京都八王子市楢原317-1

タイトーステーション 南大沢店

192-0364

東京都八王子市南大沢2-3 FAB南大沢 2F

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

こころっこイトーヨーカドー大井町店

140-0014

東京都品川区大井1丁目3番6号ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大井町店内7階

越谷店

本厚木

本八幡店

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 ﾛｻ会館1F

タイトーステーション 池袋西口店

171-0021

東京都豊島区西池袋1丁目15番9号西池ﾋﾞﾙ

タイトーＦステーション オリナス錦糸町店

130-0012

東京都墨田区太平4-1-2ｵﾘﾅｽﾓｰﾙ地下1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

タイトーＦステーション ララスクエア宇都宮店

321-0964

栃木県宇都宮市 駅前通り1-4-6 ﾗﾗｽｸｴｱ宇都宮 B1F ﾗﾗｽｸｴｱ宇都宮

ジャンボリー ヨークベニマル御幸ヶ原店

321-0982

栃木県宇都宮市御幸ｹ原50-1ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ御幸ｹ原店内 ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ

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

タイトーステーション 佐野新都市店

327-0821

栃木県佐野市高萩町1324-1

ドラマ 足利店

326-0823

栃木県足利市朝倉町244-1

安城メトロポリス

446-0022

愛知県安城市浜富町6-8

ゲームゾーン一宮店

491-0025

愛知県一宮市羽衣2-5-1

小牧メトロポリス

485-0015

愛知県小牧市間々片山181-1

半田メトロポリス

475-0838

愛知県半田市旭町3-11-1

豊川メトロポリス

442-0824

愛知県豊川市下長山町上ｱﾗｲ41288

楽市街道 名古屋店

481-0045

愛知県北名古屋市中之郷神明45番1

タイトーステーション 大須店

460-0011

愛知県名古屋市中区大須3-20-7

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

中川メトロポリス

454-0954

愛知県名古屋市中川区江松3-110

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

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

大垣メトロポリス

503-0808

岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

タイトーＦステーション ラザウォーク甲斐双葉店

400-0107

山梨県甲斐市志田616−1 ﾗｻﾞｳｫｰｸ甲斐双葉 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ棟1階 ﾗｻﾞｳｫｰｸ甲斐双葉

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

お宝中古市場

950-0886

新潟県新潟市東区中木戸56

940-2121

新潟県長岡市喜多町392-1

アピナ長岡店

940-2026

新潟県長岡市堺東町22

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ＢｉＶｉ沼津店

410-0801

静岡県沼津市大手町1-1-5

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

420-0915

静岡県静岡市葵区南瀬名町2-5

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ フレスポ八潮店

424-0067

静岡県静岡市清水区鳥坂860

アミュージアム清水店

424-0942

静岡県静岡市清水区入船町13-15 ｴｽﾊﾟﾙｽﾄﾞﾘｰﾑﾌﾟﾗｻﾞ3F

アップル島田店

427-0016

静岡県島田市宝来町8-5

ＹＡＺ磐田店

438-0026

静岡県磐田市西貝塚 横須賀 道北 3690 ｲｵﾝ ﾀｳﾝ 磐田 内

タイトーＦステーション イオンモール浜松市野店

435-0052

静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松市野店2F

金沢メトロポリス

920-0333

石川県金沢市無量寺第2土地区画整理事業地内B-20街区金沢ｺﾛﾅﾜｰﾙﾄﾞ1F

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

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

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

アピナ上田店

386-0041

長野県上田市秋和359-1

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

タイトーステーション ファボーレ婦中店

939-2716

富山県富山市婦中町下轡田165−1 ﾌｭｰﾁｬｰﾌｧﾎﾞｰﾚ2階 ﾌｭｰﾁｬｰｼﾃｨ･ﾌｧﾎﾞｰﾚ

アピナ富山豊田店

931-8313

富山県富山市豊田町2-12-66

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 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ鯖江ｱﾐｭｰｽﾞ棟内

Ｌｅｔ’ｓＷａｋｕ２ベル店

918-8015

福井県福井市花堂南2-16-1

レッツワクワクジョイランドエルパ店

910-0802

福井県福井市大和田町32-23

浪漫遊 福井店

918-8025

福井市江守中町6-10-1

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

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

お宝市番館 三重本店

511-0947

三重県桑名市大仲新田383

万代書店 松阪店ＡＭ

515-0811

三重県松阪市塚本町72-1

万代書店 鈴鹿店

513-0808

三重県鈴鹿市西条町500-1

タイトーＦステーション イオン近江八幡店

523-0898

滋賀県近江八幡市鷹飼町南3丁目7番地ｲｵﾝ近江八幡 2番街 1階

ゲームフィールド 守山店

524-0101

滋賀県守山市今浜町2620-5 ﾋﾟｴﾘ守山1F

ゲームランド草津店

525-0067

滋賀県草津市新浜町300番地ｲｵﾝﾓｰﾙ草津ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

開放倉庫米原店

521-0072

滋賀県米原市顔戸1429

マンガ倉庫 高槻店

569-0023

大阪府高槻市松川町23−2

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

レインボーランド千里丘店

565-0823

大阪府吹田市山田南1-1ｲｽﾞﾐﾔ千里丘店内2階

夢大陸

赤道店

長岡店

北陸東海 エーツー南瀬名店

アルプラザ小松店

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
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

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

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

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

アミューズメントニコニコ

542-0077

大阪府大阪市中央区道頓堀1-6-12ﾆｺｰﾋﾞﾙ1F

難波ヒルズ

542-0076

大阪府大阪市中央区難波3-2-34

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

レインボーランド若江岩田店

578-0946

大阪府東大阪市瓜生堂1丁目10番52号 ｲｽﾞﾐﾔ若江岩田店4F

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

レインボーランド西神戸店

651-2412

兵庫県神戸市西区竜が岡1-21-1ｲｽﾞﾐﾔ西神戸店2F

アルゴ

650-0011

兵庫県神戸市中央区下山手通り1-9

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 １号店

650-0012

兵庫県神戸市中央区北長狭通1-1-1

キッズパーク

668-0031

兵庫県豊岡市大手町4-5

レインボーランド紀伊川辺店

649-6312

和歌山県和歌山市川辺220ｲｽﾞﾐﾔ紀伊川辺店内

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

こころっこ児島店

711-0921

岡山県倉敷市児島駅前2丁目35天満屋ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝ児島店3階

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

ｎａｍｃｏイオンモール広島府中店

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

ブラックジャックアクア店

731-0124

広島県広島市安佐南区大町東4-12-11

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

福山メトロポリス

721-0953

広島県福山市一文字町24-1

中四国 ウェアハウス丸亀店

763-0072

香川県丸亀市山北町50-1

お宝買取団 高松店

761-0101

香川県高松市春日町16-1

ＢＩＧ ＷＡＶＥ

769-1506

香川県三豊市豊中町本山甲22

トイズ宇部店

759-0204

山口県宇部市妻崎開作841-3

アミュージアム周南店

744-0025

山口県下松市中央町21-3THE MALL周南3F

ピノッキースパティオ南岩国店

740-0034

山口県岩国市南岩国1-20-30 ゆめﾀｳﾝ南岩国店2F

メリーランド倉吉

682-0023

鳥取県倉吉市山根557-1ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾀｳﾝ2F

万代書店 新松江店

690-0825

島根県松江市学園1-8-21

フェスタ人吉店

868-0011

熊本県人吉市宝来町1307-1

899-5431

鹿児島県姶良市西餅田264-1ｲｵﾝﾀｳﾝ姶良店内3階A316区画

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

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ フレスポ国分店

894-4321

鹿児島県霧島市国分広瀬2-4-1

フェスタ佐伯店

876-0047

大分県佐伯市鶴岡西町2-163

Ａｓｏｂｉ Ｄｏｕｒａｋｕ新合川店

839-0865

福岡県久留米市新合川1丁目6−7

楽市楽座 ２１０店１Ｆ

839-0807

福岡県久留米市東合川町2-2-1 1F

プラサカプコン 直方店

822-0001

福岡県直方市湯野原2-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ直方2F

マンガ倉庫

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 マリノア店

819-0001

福岡県福岡市西区小戸2丁目12−30 ﾏﾘﾉｱｼﾃｨ福岡

タイトーＦステーション ヨドバシ博多店

812-0012

福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12 ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ4F

タイトーステーション リバーウォーク店

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

小倉メトロポリス

803-0801

福岡県北九州市小倉北区西港町41421

近畿

アミューズメントカフェ

九州

プレビ

八女店

