
地域 店舗名 郵便番号 住所

ＧａｍｅＦｉｅｌｄ旭川駅前店 070-0030 北海道旭川市宮下通7丁目2番5号 ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前4F

ＴＳＵＴＡＹＡ神居店　　　　　　　　　　 070-8012 北海道旭川市神居二条10丁目1-6                           

ディノスパーク　旭川店 070-0010 北海道旭川市大雪通5-496-5  第8山本ﾋﾞﾙ

ＳＯＹＵ　Ｇａｍｅ　Ｆｉｅｌｄ　旭川西店 070-0823 北海道旭川市緑町23-2161-3  ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西3F

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

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

ＴＳＵＴＡＹＡ恵庭 061-1424 北海道恵庭市大町2丁目1-1  

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　札幌手稲店 006-0811 北海道札幌市手稲区前田一条11丁目

キャッツアイ清田店 004-0841 北海道札幌市清田区清田一条1丁目20-1

ソユーゲームフィールド発寒 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

ディノスパーク　札幌中央店 060-0063 北海道札幌市中央区南3条西1-8.1F

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

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

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

ディノスパーク　札幌白石店 003-0023 北海道札幌市白石区南郷通1丁目北8番1号

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

ＢＩＧＢＡＮＧ室蘭 050-0075 北海道室蘭市中島本町2丁目8番1号

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

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　帯広店 080-0051 北海道帯広市白樺16条西2丁目ﾄﾞﾘｰﾑﾀｳﾝ白樺内

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

キッズパーク函館店 040-0063 北海道函館市若松町16-8    捧二森屋ｱﾈｯｸｽ館7F    

ファミリーランド市民生協湯の川店 042-0932 北海道函館市湯川町1-34 市民生協湯の川店内

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

ＢＩＧ　ＢＡＮＧ北見店 090-0837 北海道北見市中央三輪7-446-1

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

ソユーゲームフィールド盛岡南 020-0866 岩手県盛岡市本宮7丁目1番1号ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡南1階

アミューズメントゾーン北上店 024-0094 岩手県北上市本通り2-2-1さくら野百貨店北上店4F

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

セガ　仙台コロナワールド 983-0005 宮城県仙台市宮城野区福室字田中前1-53-1

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

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

ＧＡＭＥ　ＢＡＮＫ 981-3137 宮城県仙台市泉区大沢2-5-4

カレッジスクエア 990-0021 山形県山形市小白川町1-1-7

お宝中古市場山形南店 990-2461 山形県山形市南館4丁目1-1

ＳＵＰＥＲ　ＮＯＶＡ　ＴＥＮＤＯ 994-0049 山形県天童市南町1丁目5-26

ソユーゲームフィールド天童 994-0000 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内34街区 ｲｵﾝﾓｰﾙ天童2階

ソユーゲームフィールド三川店 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128-1ｲｵﾝﾓｰﾙ三川1F

セガ　ワールド　米沢 992-0021 山形県米沢市大字花沢字ﾀﾅｺ原177

ＳＯＹＵ　Ｇａｍｅ　Ｆｉｅｌｄ　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

スペースファンタジーインフィニ店 036-8092 青森県弘前市城東北3-10-1さくら野百貨店弘前店4F

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

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

スーパーノバ会津インター店 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

宝島　　鹿嶋店 314-0031 茨城県鹿嶋市宮中290-1鹿島ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ-ﾁｪﾘｵ1F

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

アピナ下館店 308-0847 茨城県筑西市玉戸1012-3

楽市楽座　イオンモール土浦店 300-0811 茨城県土浦市上高津367番地ｲｵﾝﾓｰﾙ土浦ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

ドリームワン日立店 317-0052 茨城県日立市東滑川町4-12-2ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ日立店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

宝島　大間々店 376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々40 さくらもｰる 2F

ホワイトベース伊勢崎 372-0045 群馬県伊勢崎市上泉町73-3 ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ伊勢崎店内

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

ホワイトベース高崎 370-0006 群馬県高崎市問屋町西2-4-17ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ高崎店内1F

群馬レジャーランド渋川店 377-0003 群馬県渋川市八木原1364

あそびの広場ＳＯＲＡ島　前橋店 371-0033 群馬県前橋市国領町2-14-1前橋ﾘﾘｶ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

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

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

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

宝島　浦和美園店 336-0900 埼玉県さいたま市緑区大門3710ｲｵﾝ浦和美園SC2F

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

ソユーゲームフィールド熊谷店 360-0032 埼玉県熊谷市銀座2-245ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾆｯﾄﾓｰﾙ4F

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 

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

ホワイトベース入間店 358-0026 埼玉県入間市小谷田2-3-33MEGAﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ入間店内

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Ｆステーション北本店　　　　　 364-0001 埼玉県北本市深井6-87北本ﾍｲﾜｰﾙﾄﾞ1階

ＰＡＬＯ横須賀 238-0041 神奈川県横須賀市本町2-1-12

フロンティア三ツ境店 246-0022 神奈川県横浜市 瀬谷区三ﾂ境6-1

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

セガ　横浜中華街 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町80-1

横浜みなとみらい万葉の湯　８Ｆお祭り広場 231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-7-1

ミリアンパーク厚木店 243-0016 神奈川県厚木市田村町9-25

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

宝島　　大和店 242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-6-1ｲｵﾝつきみ野4F

楽市楽座　湘南藤沢店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町4丁目3番5号ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ湘南藤沢ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2階

ドラマ　　藤沢店 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8

宝島　　新浦安店 279-0012 千葉県浦安市入船1-4-1ﾀﾞｲｴｰｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ新浦安4F

千葉レジャーランド成東店 289-1327 千葉県山武市姫島111-1

ＰＡＬＯ市川 272-0015 千葉県市川市鬼高1-1-1

大慶園 272-0801 千葉県市川市大町359

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

テクモピアロックダム公津の杜店 286-0048 千葉県成田市公津の杜4-5-3 成田ﾕｱｴﾙﾑ3F

セガ　アリーナ　蘇我 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町51-1蘇我ﾊｰﾊﾞｰｼﾃｨ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｳｫｰｸ ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ棟 1F

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

セガ　ららぽーと　ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ 278-8530 千葉県船橋市浜町2-1-1北館1階 E122区画

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　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店 276-0047 千葉県八千代市吉橋1851ism緑ｹ丘  1F

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                  

セガ　ワールド　葛西 134-0084 東京都江戸川区東葛西9-3-3ｲﾄｰﾖｰｶ堂 3F

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

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祖師谷大蔵　　　　　　　　　 157-0073 東京都世田谷区砧8-10-1 ﾌﾟﾗｯﾂ砧1F

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

タイトーステーション秋葉原店　　　　　　 101-0021 東京都千代田区外神田4-2-2 貴三ﾋﾞﾙ

ウエアハウス入谷店　 121-0836 東京都足立区入谷7-8-111F

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

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  

ドラマ八王子高倉店 192-0033 東京都八王子市高倉町55-4

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

セガ　イオンモールむさし村山 208-0022 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3-2059

プラサカプコン　吉祥寺店 184-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1いなりやﾋﾞﾙB1F

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

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

テクモピアロックダム　インターパーク店 321-0114 栃木県宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ6-1-1FKDｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店2F

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

ドラマ　足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町244-1

ザ・モール安城　ＡＭシティ 446-0065 愛知県安城市大東町9-31

ゲームゾーン一宮店 491-0025 愛知県一宮市羽衣2-5-1

セガ　イオンモール　木曽川 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田南字八ﾂヶ池25-1ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ･ｷﾘｵ3階

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

セガ　イオンタウン　刈谷 448-0007 愛知県刈谷市東境町京和1

お宝市番館　　尾張小牧 485-0046 愛知県小牧市堀の内3-24

カーニバルシードーム　　　　　　　　　　 445-0894 愛知県西尾市上町南又七山35番地2

ＡＧスクエア豊川店 442-0019 愛知県豊川市東名町2-101

セガ　ワールド　上小田井　ｍｏｚｏワンダーシティ 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番地mozoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ4F

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

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

ファンタジープラザ名古屋 462-0018 愛知県名古屋市北区玄馬町234-1ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ名古屋本店ｸﾛｽﾀｳﾝ2階

ポート２４　一社店　　　　　　　　　　　　　　　 465-0095 愛知県名古屋市名東区高社1-260                          

セガ　ワールド　ソニックタウン関 501-3936 岐阜県関市倉知516番地

ＡＣ　ＧＲＡＮＤ茜部店 500-8282 岐阜県岐阜市茜部大川1-77

セガ　ワールド　アクアウォーク大垣 503-0015 岐阜県大垣市林町6-80-21ｱｸｱｳｫｰｸ大垣2F

楽市楽座　イオンモール甲府店 409-3852 山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内1街区ｲｵﾝﾓｰﾙ甲府昭和2011

ゲームコーナー石和店 406-0032 山梨県笛吹市石和町四日市場    

ホワイトベース河口湖 403-0000 山梨県富士吉田市松山字熊穴1590

アミューズメントスポット・パルム 946-0076 新潟県魚沼市井口新田250−1

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店2階

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

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

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

夢大陸　　長岡店 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

シートピアＹＡＺ大須賀店 437-1304 静岡県掛川市西大渕3359

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

ＭＡＲＫ　ＩＳ静岡店内　アミューズメントパーク 420-0821 静岡県静岡市葵区柚木191MARK IS 静岡3階

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

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

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

アピナ野々市店 921-8821 石川県野々市市白山町4-1ｲｵﾝﾀｳﾝ野々市内 

アピナ穂高店 399-8303 長野県安曇野市穂高2450

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

セガ　松本 390-0841 長野県松本市渚1-7-1

万代書店　　諏訪店 392-0015 長野県諏訪市中洲2962 

ファンタジープラザ長野店 381-0034 長野県長野市高田1758      

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

ゲームコーナー川中島 381-2221 長野県長野市川中島町御厨981ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ川中島店内

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

ゲームスポット２０７ 933-0856 富山県高岡市鐘紡町1655-3

クァトロブームアミューズメント小杉 939-0341 富山県射水市三ｹ2602

アピナ富山新庄店 930-0982 富山県富山市荒川3-2-12

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

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

ゲームゾーン福井 918-8112 福井県福井市下馬3-101

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

プラサカプコン　京都店 615-0035 京都府京都市右京区西院追分町25-1ｲｵﾝﾓｰﾙ京都五条3F

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

ハリケーン　　京都店 604-8046 京都府京都市中京区新京極通り蛸薬師  東側町501-17

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

キッズサーカス木津川 619-0216 京都府木津川市州見台1-1-1ｶﾞｰﾃﾞﾝﾓｰﾙ2F

ＹＡＺ　ＷＯＲＬＤ　四日市店 510-0883 三重県四日市市泊小柳町4-34

ＮＩＣＯＰＡ　四日市北店 510-8016 三重県四日市市富州原町2-40ｲｵﾝ四日市北店2F

万代書店　松阪店ＡＭ 515-0811 三重県松阪市塚本町72-1

セガ　ワールド　久居 514-1101 三重県津市久居明神町字風早2534-1ｲﾝﾀｰｶﾞｰﾃﾞﾝ内

ＮＩＣＯＰＡ　イオン津店 514-0003 三重県津市桜橋3-446ｲｵﾝ津店2Fにこぱ       

セガ　ワールド　草津 525-0025 滋賀県草津市西渋川1-23-23AｰSQUARE SARA新棟2F

スペースプラネット西友長浜楽市店 526-0031 滋賀県長浜市八幡東町9-1

開放倉庫米原店 521-0072 滋賀県米原市顔戸1429

モーリーファンタジー・ｆ茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町8-30-5ｲｵﾝSC茨木店4階

マンガ倉庫　高槻店 569-0023 大阪府高槻市松川町23−2

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

ムーンライト弁天町 552-0007 大阪府大阪市港区弁天1-2-1ｵｰｸ3番街1F

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

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

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

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

ハイスピード 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3B100-2号

ベターラック 556-0002 大阪府大阪市浪速区恵比須東 2-4-10

ｎａｍｃｏなんばパークス店 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10番70号 なんばﾊﾟｰｸｽ6F

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

ＳＯＹＵ　Ｇａｍｅ　Ｆｉｅｌｄ　奈良橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町7-20-1ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F

アミパラ橿原店 634-0008 奈良県橿原市十市町1222-1 ﾂｲﾝｹﾞｰﾄ橿原1F

香久山ブックリー 634-0022 奈良県橿原市南浦町910番地

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

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

タイトーＦステーションＨＡＴ神戸店 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-2 ﾌﾞﾙﾒｰﾙHAT神戸2F

セガフェニックスプラザ摩耶 657-0851 兵庫県神戸市灘区味泥町6-1ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ1F

セガ　ワールド　ココエあまがさき 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-3-1ｺｺｴあまがさき内4F

Ｇ－ｐａｌａ姫路店 672-8074 兵庫県姫路市 飾磨区加茂203-1

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

アミパラ松山店 790-0051 愛媛県松山市生石町655-1

セガ　イオンモール　岡山 700-0907 岡山県岡山市北区下岩井1丁目2番1号6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

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

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

アミパラ広島店 733-0037 広島県広島市西区西観音町3-17

スペース　Ｖ１廿日市店 738-0015 広島県廿日市市本町4−23

アミパラ神辺店 720-2104 広島県福山市神辺町大字新道上字1-2-1

お宝市番館瀬戸大橋店 769-0213 香川県綾歌群宇多津町東分295-1

モーリーファンタジー・ｆ綾川店 761-2304 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1ｲｵﾝSC綾川店3階

お宝買取団　高松店 761-0101 香川県高松市春日町16-1

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

アミパラ鳥取店 680-0904 鳥取県鳥取市晩稲100-1ｲｵﾝ鳥取北SC内2F

万代書店　新松江店 690-0825 島根県松江市学園1-8-21 

モーリーファンタジー・ｆ松江店 690-0001 島根県松江市東朝日町151ｲｵﾝSC松江店3階

セガ　徳島　スエヒロボウル 770-0865 徳島県徳島市南末広町4-95-2

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

ｎａｍｃｏワンダーシティ南熊本店 862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺6丁目9番1

楽市楽座　３０３佐賀大和店 840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535

ＦＡＳボウリングセンター　　　　　　 847-0011 佐賀県唐津市栄町2581-1  

フェスタ佐伯店 876-0047 大分県佐伯市鶴岡西町2-163

トライセン中津店 871-0011 大分県中津市大字下池永67−3

Ｇ－Ｐａｌａ　日田店 877-0000 大分県日田市 友田986-1

ゆめタウン別府ＢＩＧＷＡＶＥ 874-0943 大分県別府市楠町382-6

ソニックワールド諫早店 854-0072 長崎県諫早市永昌町17-62

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　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

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

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

沖縄 クラブ　セガ　北谷 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

近畿

中四国

九州

『ted2 おすわりぬいぐるみXL』 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


