
地域 店舗名 郵便番号 住所

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　札幌中央 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

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

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  

ファンタジープラザ帯広店 080-0814 北海道帯広市西四条南12-3 長崎屋帯広店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　函館昭和 041-0812 北海道函館市昭和3丁目24-18 ｹﾞｵ函館昭和店内

ディノスパーク上磯 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

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　仙台名掛丁店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-7-13

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

ＢＥ－ＣＯＭＥ成沢店 990-2339 山形県山形市成沢西5-3-27

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

ゲームランド　　マリーン　　　　　　　　 998-0044 山形県酒田市中町2-5-19  酒田駐車ﾋﾞﾙ1F              

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

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

Ｇ３ポロス原町 975-0037 福島県南相馬市原町区北原字本屋敷188                      

ピンクパンサー水戸赤塚店　　　　　　 311-4152 茨城県水戸市河和田1-1  常盤線赤塚駅南口駅前    

水戸鑑定団 311-4143 茨城県水戸市大塚町1590    

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

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

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

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

ラクガキ王国　三郷店　　　　　　　　　　 341-0051 埼玉県三郷市天神2丁目22番地 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ 三郷店2F

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

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

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         

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　フレスポ八潮店 340-0822 埼玉県八潮市大瀬一丁目1-3ﾌﾚｽﾎﾟ八潮3F

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

マーズ 231-0033　 神奈川県横浜市中区長者町6丁目106

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

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

東京ガリバー松戸店 271-0092 千葉県松戸市松戸1230-1 ﾋﾟｱｻﾞ松戸 1F

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

アミュージアム豊洲 135-8614 東京都江東区豊洲2-4-9ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｯｸららぽｰと豊洲3F

東京ジョイポリス 135-0091 東京都港区台場1-6-1DECKS TOKYO BEACH 4F

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

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

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        

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

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　　大泉店 178-0063 東京都練馬区東大泉2-10-11LIVINｵｽﾞ大泉5F

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

ベイシア矢板店　遊びの国 329-2162 栃木県矢板市末広町25-1    

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

ＧＡＭＥ　ＫＩＮＧ　ＪＯＹ 460-0008 愛知県名古屋市 中区栄3丁目3−32

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

モーリーファンタジー・ｆ新瑞橋店 457-0012 愛知県名古屋市南区菊住1丁目7-10ｲｵﾝﾓｰﾙ新瑞橋店3階

モーリーファンタジー多治見店 507-0051 岐阜県多治見市西坂町5-31-1多治見ｲﾝﾀｰﾓｰﾙ多治見店1階

アミュージアム河口湖店 401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津2986  河口湖ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾍﾞﾙ 3F

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

セガ　ワールド　サントムーン 411-0902 静岡県駿東郡清水町玉川61-2ｻﾝﾄﾑｰﾝ柿田川2F

浜松鑑定団 435-0005 静岡県浜松市東区安新町105

浜北鑑定団 431-3125 静岡県浜松市東区半田山5-36-1ｱﾛﾏ半田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F             

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

アピナ長野川中島店 381-2221 長野県長野市川中島町御厨967-1

ゲームスポット２０７ 933-0856 富山県高岡市鐘紡町1655-3

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

こころっこイトーヨーカドー平店 510-0075 三重県四日市市安島1-3-31ﾗﾗｽｸｴｱ5F

タイトーステーション　イオンモール明和店　　　　 515-0348 三重県多気郡明和町中村1223 ｲｵﾝﾓｰﾙ明和2F

アピナ鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4丁目20番1号ｲｵﾝﾀｳﾝ鈴鹿2階

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

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 

ＭＥＣＨＡ　　天保山店 552-0022 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10 天保山ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ内

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

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

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

レインボーランド大東店 574-0026 大阪府大東市住道2-1-103ｲｽﾞﾐﾔ大東店4F

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1-10-52  ｲｽﾞﾐﾔ若江岩田店4F

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

レインボーランド昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻1-1ｲｽﾞﾐﾔ昆陽店3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

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

レインボーランド神戸玉津店 651-2132 兵庫県神戸市西区森友3-7-3ｲｽﾞﾐﾔ神戸玉津店2F

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

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

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

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

ソユーフォレストハンター　松前店 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850番地 ｴﾐﾌﾙMASAKI AM棟1F

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

シュリケン倉敷店 710-0803 岡山県倉敷市中島2737-2ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ倉敷内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

モーリーファンタジー・ｆ広島祇園店 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園3丁目2-1ｲｵﾝSC広島祇園店3階

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

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

タイトーステーション　広島本通店　　　　 730-0035 広島県広島市中区本通3-5 せらかぐ本通ﾋﾞﾙ

モーリーファンタジー宇品店 734-0003 広島県広島市南区宇品東6-1-15ｲｵﾝ宇品店2階

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

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

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

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

マンガ倉庫日向店 883-0062 宮崎県日向市 日知屋14798-1

ジャングルパーク鹿児島店 890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎1-11-1

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

セガ　ワールド　長崎ココウォーク 852-8104 長崎県長崎市茂里町1-55みらい長崎ｺｺｳｫｰｸ5階

楽市楽座　イオンモール大牟田 836-0037 福岡県大牟田市岬町3-4 ｲｵﾝﾓｰﾙ大牟田

楽市楽座　イオン穂波 820-0081 福岡県飯塚市枝国666−48 ｽﾀｼﾞｵﾏﾘｵ 飯塚ｲｵﾝ穂波店内

タイトーステーション福岡天神店　　　　　 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-6-35 ｻｻﾞﾝｸﾛｽﾋﾞﾙ

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　サニーサイドモール小倉店 800-0221 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10-1

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

サンエー西原沖縄ＡＭコーナー 903-0102 沖縄県中頭郡西原町嘉手苅130-2F                         

モーリーファンタジー北谷店 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜8-3ｲｵﾝ北谷店2階
沖縄

近畿

九州

中四国

『ted2 ボールチェーン付きバレンタインぬいぐるみ』 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


