『ted2 ボールチェーン付きスカーフぬいぐるみ』 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。
地域

北海道

東北

関東

店舗名

郵便番号

住所

ファンタジープラザ旭川店

070-0991

北海道旭川市春光一条8-1-65 ﾒｶﾞ･ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ旭川店内2F

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

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

ディノスパーク 室蘭店

050-0083

北海道室蘭市東町4-31-2

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

わいわいランド帯広店

080-0831

北海道帯広市稲田町南8線西10-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ帯広店内2F

光速憧路

097-0021

北海道稚内市港5丁目8-15

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

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

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

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

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

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

965-0053

福島県会津若松市町北町上荒久田字宮下142

アピナ下館店

308-0847

茨城県筑西市玉戸1012-3

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

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

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

ペニーポット越谷店

343-0813

埼玉県越谷市越ｹ谷1-16-6ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ越谷店内2F

エブリディ行田店

361-0037

埼玉県行田市下忍644-1

セガららぽーと富士見

354-8560

埼玉県富士見市山室1-13133階35200区画

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

ＹＡＺ川崎店

212-0054

神奈川県川崎市幸区小倉5-19-23 ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ川崎1F

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

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

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

東京ＪＰ ＡＭ／Ｚ

135-0091

東京都港区台場1-6-1DECKSTOKYOBEACH4F

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１店

155-0031

東京都世田谷区北沢2-12-16

キャロム青梅店

198-0043

東京都青梅市千ｹ瀬町4-326-1

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

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

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

インターパークプラスワン宇都宮

321-0123

栃木県宇都宮市東谷町字立野885

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

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

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

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

アピナ長岡店

940-2026

新潟県長岡市堺東町22

浜松鑑定団

435-0005

静岡県浜松市東区安新町105

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

ゲットゲーム佐野

933-0824

富山県高岡市西藤平蔵1256−1 AGIO

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

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

プラザパル大津店

520-0806

滋賀県大津市打出浜14-30大津ﾊﾟﾙｺ6F

北陸東海 バイパスレジャーランド藤江新館店

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

近畿

セガあべのキューズモール

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1あべのﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ

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

アルカブース

542-0071

大阪府大阪市中央区道頓掘1-6-9

アクス

542-0076

大阪府大阪市中央区難波1-1-3

キッズプラザきゃらんど和泉店

594-1157

大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽｰと和泉 2階

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

675-0027

兵庫県加古川市尾上町今福71−2

669-1321

兵庫県三田市けやき台1-6-2ｲｵﾝ三田ｳｯﾃﾞｨｰﾀｳﾝ3F

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

有馬グランドホテル売店内ゲームコーナー

651-1401

兵庫県神戸市北区有馬町1304-1

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

タイトーＦステーションオークワ南紀店

647-0071

和歌山県新宮市佐野3-11-19

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

アミューズメントパークＭＧ大街道店

790-0004

愛媛県松山市大街道1-4-17

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

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広島紙屋町店

730-0031

広島県広島市中区紙屋町2-2-21

730-0035

広島県広島市中区本通3-5 せらかぐ本通ﾋﾞﾙ

タイトーステーションフジグラン神辺店

720-2107

広島県福山市神辺町大字新道上字 2-10-26 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ神辺店 3F

ユメタウン三豊ＢＩＧ ＷＡＶＥ

769-1506

香川県三豊市豊中町本山甲22

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ﾄﾗｲｱﾙ浜田店1階

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

モーリーファンタジー延岡店

882-0847

宮崎県延岡市旭町2-2-1ｲｵﾝ延岡店2階

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

ゆめタウン別府ＢＩＧＷＡＶＥ

874-0943

大分県別府市楠町382-6

ソニックワールド大村

856-0817

長崎県大村市古賀島町383-1

楽市楽座 クリエイト宗像店

811-3400

福岡県宗像市くりえいと1-4-4

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

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

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

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ具志川店

904-2235

沖縄県うるま市字前原幸崎原303番地 ｲｵﾝ具志川SC2F

お宝市番館

加古川店

プラザパル

三田店

中四国 タイトーステーション 広島本通店

九州

沖縄

イオン伊都店

