『ted2 Tシャツぬいぐるみ』 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

店舗名

郵便番号

住所

ＴＳＵＴＡＹＡ木野店

080-0301

北海道河東郡音更町木野大通西12丁目1番地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

北海道 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

ｷｯｽﾞﾊﾟｰｸ函館店

040-0063

北海道函館市若松町１６－８

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 ゲオ函館昭和店内

グレア北上店

024-0013

岩手県北上市藤沢20-35

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

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

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

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

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

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

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

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

キッズプラザきゃらんど上里店

369-0306

埼玉県児玉郡上里町大字七本木2272-1 ウニクス上里 2階

プラサカプコン 横須賀店

238-0007

神奈川県横須賀市若松町2丁目30番地 ﾓｱｰｽﾞｼﾃｨ4Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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2-8-1

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

東京ガリバー松戸店

271-0092

千葉県松戸市松戸1230-1 ピアザ松戸 1F

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

東京サマーランド

197-0832

東京都あきる野市上代継600東京サマーランド内

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

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

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

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

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

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

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

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 ひもろぎビル2F

アピナ長岡店

940-2026

新潟県長岡市堺東町22

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ 静岡インター店

422-8051

静岡県静岡市駿河区中野新田383-3

浜松鑑定団

435-0005

静岡県浜松市東区安新町105

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

ゲームスポット２０７

933-0856

富山県高岡市鐘紡町1655-3

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

アムス 湯あみの島ゲームコーナー

511-1135

三重県桑名市長島町浦安333 長島観光開発内 湯あみの島3F

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

楽市楽座 イオンモール四條畷

575-0001

大阪府四條畷市砂4丁目3番2号

東北

関東

北陸東海

捧二森屋アネックス館７Ｆ

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
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

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ビル２Ｆ

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 なんばパークス６Ｆ

ブック２４５

639-1115

奈良県大和郡山市横田町７５－１

メガコート

675-0021

兵庫県加古川市尾上町安田３５１ ２Ｆ ゲームコーナー

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

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

ＶＩＶＯ氷上店

669-3467

兵庫県丹波市氷上町本郷300番地 ゆめﾀｳﾝ2F

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

中四国 ピノッキースパティオ山口店

753-0214

山口県山口市大内御堀1302-1 ゆめﾀｳﾝ山口2F

Ｇ−Ｐａｌａ 出雲店

693-0004

島根県出雲市渡橋町784

ジョイプラザ 都城店

885-0016

宮崎県都城市早水町３８号５番地７

アミパラ佐賀店

840-0008

佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730 ﾓﾗｰｼﾞｭ佐賀店南館1F

ＦＡＳボウリングセンター

847-0011

佐賀県唐津市栄町2581-1

サンアミューズＧⅡ

895-0006

鹿児島県薩摩川内市永利町777

アミパラ佐世保店

857-1161

長崎県佐世保市大塔町18-15

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

近畿

お宝市番館

九州

加古川店

