
地域 店舗名 郵便番号 住所

ディノスパーク伊達店 052-0021 北海道伊達市末永町66-1

イオン岩見沢　キッズパーク 068-0854 北海道岩見沢市大和4条8丁目

ゲームパークぎゃらくしー 003-0003 北海道札幌市白石区東札幌三条1丁目1-1ｲｰｱｽ札幌Aﾀｳﾝ2F

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 

モーリーファンタジー札幌麻生店 001-0039 北海道札幌市北区北39条西4-1-5     

ディノスパーク　室蘭店 050-0083 北海道室蘭市東町4-31-2

ディノスパーク　函館昭和店 041-0812 北海道函館市昭和3丁目24-18 ｹﾞｵ函館昭和店内

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

ディノスパーク上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜7丁目14番1号ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ上磯店内

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

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

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                       

モーリーファンタジー酒田南店 998-0828 山形県酒田市あきほ町120-1ｲｵﾝ酒田南店1階

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

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

ちびっこザウルス 971-8111 福島県いわき市小名浜大原字東田96 ﾖｰｸﾀｳﾝｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ大原店1F

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

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

ｎａｍｃｏけやきウォ－ク前橋店 371-0801 群馬県前橋市文京町2-1-1 けやきｳｫｰｸ前橋2F

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

ユーズランド太田店 373-0808 群馬県太田市石原町81番地ｲｵﾝﾓｰﾙ太田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

ユーズランド　　越谷店 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

モーリーファンタジー北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東1-3-1ｲｵﾝ北戸田店2階

エブリディ行田店 361-0037 埼玉県行田市下忍644-1

オートパーラーＶ１ 361-0017 埼玉県行田市若小玉1798

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

マグマックス川越 350-1122 埼玉県川越市脇田町7-2    山二ﾋﾞﾙB1F         

ＳＯＹＵＧａｍｅＦｉｅｌｄ川口店 332-0033 埼玉県川口市並木元町1-79ｱﾘｵ川口店3F

ＰＡＬＯ横須賀店 238-0041 神奈川県横須賀市本町2-1-12

カーニバルハウス 236-0006 神奈川県横浜市金沢区八景島 横浜･八景島ｼｰﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ

セガ　横浜中華街 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町80-1

よこはまコスモワールド 231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-8-13F

ＡＭ　ＰＩＡ　大船 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24大船駅前ﾋﾞﾙ1-3F

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　　本厚木 243-0018 神奈川県厚木市中町2-4-13本厚木駅前ﾋﾞﾙ1F

プレイランド　川崎店 210-0843 神奈川県川崎市川崎区小田栄二丁目2-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ川崎店3F

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

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

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

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

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

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

ＧＩＯ蒲田 144-0052 東京都大田区蒲田5-20-4

ｎａｍｃｏ東急プラザ蒲田店 144-0051 東京都大田区西蒲田7丁目69番1号 東急ﾌﾟﾗｻﾞ蒲田7階

ＡＭモナコ調布１号店 182-0024 東京都調布市布田1-52-3        

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  

らんらんらんど成増店 175-0094 東京都板橋区成増2-21-2         

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

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

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

ゲームゾーン一宮店 491-0025 愛知県一宮市羽衣2-5-1

モーリーファンタジー瀬戸みずの店 489-0909 愛知県瀬戸市みずの坂2丁目253番地ｲｵﾝ瀬戸みずの店2階

ポケットファミリーランド前後店 470-1151 愛知県豊明市前後町善江1735ﾊﾟﾙﾈｽ2F

ドリームワン中川山王 454-0011 愛知県名古屋市中川区山王4-5-5 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃﾊﾟｳ中川山王店 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ｲｵﾝ新潟南店 2階

ソユーゲームフィールド　新発田店 957-0061 新潟県新発田市住吉町五丁目11番5号 ｲｵﾝﾓｰﾙ新発田2F

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

モーリーファンタジー浜松志都呂店 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂町2丁目37番1号  ｲｵﾝ浜松志都呂店

バイパスレジャーランド藤江新館店 920-0346 石川県金沢市藤江南2-105

アピナ伊那店 396-0021 長野県伊那市西町5093

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

アピナ長野スカイバッティングセンター 380-0928 長野県長野市若里7-3-8

ゲームスポット２０７ 933-0856 富山県高岡市鐘紡町1655-3

キッズサーカス五福店 930-0887 富山県富山市五福1143-1ｱﾘｽｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

ゲームインさんしょう二口店 939-8211 富山県富山市二口町5-9-8  

タイトーステーションファボーレ婦中　　　 939-2716 富山県富山市婦中町下轡田165-1 ﾌｭｰﾁｬｰｼﾃｨ ﾌｧﾎﾞｰﾚ2F

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

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ福知山店　アミューズメントコーナー 620-0933 京都府福知山市東羽合町149

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

エースレーン堅田店 520-0241 滋賀県大津市今堅田2丁目40-10

モーリーファンタジーｆ茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ｹ本町8-30-5ｲｵﾝ茨木店4F

ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　ＦＩＥＬＤ　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1 3F 30060

天王寺パスカ 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-55

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

ソユーウェスタンシティ 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋六丁目2番82号 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｼﾃｨ和幸ﾋﾞﾙ3F

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

アクス 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1-1-3

難波ヒルズ 542-0076 大阪府大阪市中央区難波3-2-34

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

梅田ジョイポリス 530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15HEP5 8F

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

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

お宝市番館　　加古川店 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福71−2

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

お宝市番館　姫路東店 671-0244 兵庫県姫路市四郷町見野644−1

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

グラントシティＭＧ　ｉｎｎ　キスケ 790-0066 愛媛県松山市宮田町4 ｷｽｹBOX内1F

こころっこ岡北店 700-0804 岡山県岡山市北区中井町2-2-7 天満屋ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝ岡北店内3階

こころっこ高梁店 716-0045 岡山県高梁市中原町1084番地の1 ﾎﾟﾙｶ天満屋ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝ2F

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

モーリーファンタジー津山店 708-0842 岡山県津山市河辺1000-1ｲｵﾝ津山店2階

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

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

アルティランド　アルパーク北棟店 733-0863 広島県広島市西区草津南4-7-1ｱﾙﾊﾟｰｸ北棟2F

ゆめタウン高松店 761-8072 香川県高松市三条町中所608-1ゆめﾀｳﾝ高松店2Fゆめﾗﾝﾄﾞ

お宝買取団　高松店 761-0101 香川県高松市春日町16-1

モーリーファンタジー高知店 780-0026 高知県高知市秦南町1丁目4-8ｲｵﾝ高知店2階

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

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

アミューズメントパークＭＧ徳島店 770-8008 徳島県徳島市西新浜町1-45 ﾏﾙﾅｶ徳島店2F

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

タイトーステーション　アミュプラザ長崎店 850-0058 長崎県長崎市尾上町1-1 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ長崎4F

カミティバリュー　店内ゲームコーナー 857-4511 長崎県南松浦郡新上五島町浦桑郷1396-1 ｶﾐﾃｨﾊﾞﾘｭｰ店内

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　イオン穂波店 820-0081 福岡県飯塚市枝国長浦666-48ｲｵﾝ穂波店2F

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

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

ＰＥＰ魚町店 802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町2-4-20                      

近畿

中四国

九州

『ted2 ボールチェーン付きクリスマスぬいぐるみ』 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。

北海道

東北

関東

北陸東海


