『ted2 ナイトキャップぬいぐるみ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。
地域

北海道

東北

関東

北陸東海

店舗名

郵便番号

住所

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

タイトーステーションイオンモール釧路昭和店

084-0902

北海道釧路市昭和中央4-18ー1 イオンモール釧路昭和2F

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

ＶＥＧＡＧＩＯ狸小路店

060-0062

北海道札幌市中央区南二条西4丁目6 1F

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

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 苫小牧

053-0053

北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝﾓｰﾙ苫小牧2F

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

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

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

アピナ鶴岡店

997-0003

山形県鶴岡市文下字広野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 天童店

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番地1 イオンモール三川1F

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

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

ホワイトベース郡山店

963-8801

福島県郡山市向河原町4-40ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ郡山駅東店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

ソユートイズニューヨーク 守谷店

302-0110

茨城県守谷市百合ヶ丘三丁目249番1 イオンタウン守谷2F

ＡＧスクエア水戸店

310-0015

茨城県水戸市宮町1-7-44コムボックス310

ピンクパンサー 水戸けやき台店

310-0841

茨城県水戸市酒門町3276-1

水戸鑑定団

311-4143

茨城県水戸市大塚町１５９０

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

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

ホワイトベース与野店

338-0006

埼玉県さいたま市中央区八王子1−7−26

ユーズランド

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

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 モラージュ菖蒲3F

ゲームシティ戸田店

335-0034

埼玉県戸田市笹目３丁目２１−９

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

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

セガ 所沢

359-1123

埼玉県所沢市日吉町8-1

ウエアハウス上尾店

362-0017

埼玉県上尾市二ﾂ宮1044

ゲームファクトリーマグマ草加店

340-0034

埼玉県草加市氷川町2125-1

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

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

ＰＡＬＯ横須賀

238-0041

神奈川県横須賀市本町２－１－１２

横浜コスモワールド

220-0000

神奈川県横浜市西区みなとみらい２－１コスモワールド内日本丸地区

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

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

神奈川レジャーランド厚木店

243-0031

神奈川県厚木市戸室5-31-1

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

ソユーゲームフィールド 湘南店

251-0042

神奈川県藤沢市辻堂新町四丁目1番1号 湘南モールFILL2F

タイトーステーション 藤沢店

251-0055

神奈川県藤沢市南藤沢21-1

ドラマ

251-0875

神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8

ＰＡＬＯ市川

272-0015

千葉県市川市鬼高１－１－１

宝島

272-0021

千葉県市川市八幡2-6-7ﾌｧｲﾌﾞﾋﾞﾙ

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

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

タイトーステーションアリオ蘇我店

260-0835

千葉県千葉市中央区川崎町52-7 アリオ蘇我2F

セガ 千葉

260-0015

千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ビル

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 幕張

261-0021

千葉県千葉市美浜区ひび野1-8メッセアミューズモール 1F

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

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

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

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ビルディング

ハイテクランド セガ シブヤ

150-0002

東京都渋谷区渋谷1-14-14東口会館 1F

タイトーステーション渋谷店

150-0002

東京都渋谷区渋谷1-24-12 渋谷東映プラザ

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

セガ新宿歌舞伎町

160-0021

東京都新宿区歌舞伎町1丁目21番1号第二東亜会館1F・2F

タイトーステーションＢＩＧＢＯＸ高田馬場

169-0075

東京都新宿区高田馬場1-35-3 BIG BOX6F

新宿スポーツランド本館

160-0022

東京都新宿区新宿3-22-121F

タイトーステーション新宿東口店

160-0022

東京都新宿区新宿3-22-7 指田ビル

クラブ セガ 新宿西口

160-0023

東京都新宿区西新宿1-12-5

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１店

155-0031

東京都世田谷区北沢2-12-16

ドラマ瑞穂店

190-1213

東京都西多摩郡瑞穂町武蔵382-1

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

Ｈｅｙ

101-0021

東京都千代田区外神田1-10-5 広瀬本社ビル2F

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 貴三ビル

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 丘の上パティオ内

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

アミューズメントスポットギャッツ

103-0013

東京都中央区日本橋人形町1丁目19−9

タイトーステーション町田店

194-0013

東京都町田市原町田6-21-23 松山ビル1階

ＡＭモナコ調布１号店

182-0024

東京都調布市布田1-52-3

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

ＡＧスクエア赤羽店

115-0045

東京都北区赤羽1-7-9

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

クラブ セガ 立川

190-0023

東京都立川市柴崎町3-2-1サザンビル 1F

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

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

タイトーＦステーションララスクエア宇都宮

321-0964

栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 ララスクエア宇都宮B1階

ｶﾞﾗｸﾀ鑑定団 白沢店

321-0972

栃木県宇都宮市下川俣町２０８－１０

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宇都宮ベルモール店

321-0904

栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1

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

ゲームゾーン一宮店

491-0025

愛知県一宮市羽衣2-5-1

ゲームコーナー東海名

476-0002

愛知県東海市名和町日向根100MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ東海名和店内 1F入口ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

タイトーステーション 豊橋店

441-8061

愛知県豊橋市藤沢町141-4 1F

セガイオンタウン 名西

451-0015

愛知県名古屋市西区香呑町六丁目49-1

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ワンダーシティ4F

カラフルパーク・にこぱ 千種店

464-0858

愛知県名古屋市千種区千種２丁目１６番１３号イオン千種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

クラブ セガ 金山

456-0001

愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

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

ドリームワン瑞穂店

501-0224

岐阜県瑞穂市稲里580-1ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ瑞穂店内

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

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

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

お宝中古市場

950-0886

新潟県新潟市東区中木戸56

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

夢大陸

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

セガ掛川

436-0048

静岡県掛川市細田248

セガ ワールド 静岡

420-0035

静岡県静岡市葵区七間町4番地2号静活プラザビル 1,2F

ｎａｍｃｏららぽーと磐田店

438-0801

静岡県磐田市高見丘１２００番地ららぽーと磐田店２Ｆ店番２１２１０

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

浜松鑑定団

435-0005

静岡県浜松市東区安新町105

セガ イオンタウン金沢示野

920-0058

石川県金沢市示野中町87街区2号

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

浪漫遊 金沢本店

921-8801

石川県野々市市御経塚4丁目1番地

アピナ松本店

390-0833

長野県松本市双葉19-10

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

アピナ長野村山店

381-0011

長野県長野市村山502-1

ゲームスポット２０７

933-0856

富山県高岡市鐘紡町1655-3

アピナ富山新庄店

930-0982

富山県富山市荒川3-2-12

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 ファボーレ2F

セガ ワールド 武生

915-0883

福井県越前市新町3字13-4

プレイランド 京都店

615-0072

京都府京都市右京区山ノ内池尻町1-1 京都ファミリー3Ｆ

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

ハリケーン

604-8046

京都府京都市中京区新京極通り蛸薬師 東側町501-17

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

万代書店 松阪店ＡＭ

515-0811

三重県松阪市塚本町72-1

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

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

越谷店

藤沢店
本八幡店

赤道店

長岡店

京都店

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 ワールド アポロ

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31アポロビル 3F

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

難波ヒルズ

542-0076

大阪府大阪市中央区難波3-2-34

タイトーステーション 難波店

542-0076

大阪府大阪市中央区難波千日前15-12

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

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

セガ ワールド 布施

577-0056

大阪府東大阪市長堂1-1-1ロンモール布施内

SOYU Game Field 奈良橿原店

634-0837

奈良県橿原市曲川町七丁目20番1 イオンモール橿原3F

開放倉庫 桜井店

633-0061

奈良県桜井市上之庄227-1

ブック２４５

639-1115

奈良県大和郡山市横田町７５－１

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

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

楽市楽座 イオンモール神戸北店

651-1515

兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北3階

クラブ セガ 姫路ＯＳ

670-0927

兵庫県姫路市駅前町254姫路OSビル B1F

セガ ワールド 花北

670-0806

兵庫県姫路市増位新町1-62F

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

楽市楽座 イオンモール今治新都市店

794-0068

愛媛県今治市にぎわい広場1番地1ｲｵﾝﾓｰﾙ今治新都市店内

岡山ジョイポリス

700-0907

岡山県岡山市北区下石井2-10-1

アミパラ岡山店

700-0941

岡山県岡山市北区青江1-13-8

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

アミパラ津山店

708-0842

岡山県津山市河辺1000-1ｲｵﾝ津山ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内2F

セガ 海田

736-0042

広島県安芸郡海田町南大正町 3-35

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 フジグラン緑井3F

アミパラ広島店

733-0037

広島県広島市西区西観音町3-17

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 せらかぐ本通ビル

アミパラここじゃ店

739-0044

広島県東広島市西条町下見６－１０－１９山手電機内

ソユーゲームフィールド 高松店

761-8012

香川県高松市香西本町1番地1 イオンモール高松2Ｆ

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

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

ビバーチ周南店

746-0025

山口県周南市古市１丁目４－１ イオンタウン内

メリーランド倉吉

682-0023

鳥取県倉吉市山根557-1ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾀｳﾝ2F

アミパラ

683-0803

鳥取県米子市日ﾉ出町1丁目8-13

モーリーファンタジー出雲店

693-0004

島根県出雲市渡橋町１０６６イオンモール出雲店３階

万代書店 新松江店

690-0825

島根県松江市学園1-8-21

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

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

サンアミューズ鹿屋店

893-0013

鹿児島県鹿屋市札元2-3798-1

ｎａｍｃｏゆめタウン夢彩都店

850-0035

長崎県長崎市元船町１０－１ 夢彩都４Ｆ

Ａｓｏｂｉ Ｄｏｕｒａｋｕ新合川店

839-0865

福岡県久留米市新合川1丁目6−7

マンガ倉庫

831-0005

福岡県大川市大字向島1373-1

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 サザンクロスビル

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

ドリームワン福岡空港南店

812-0857

福岡県福岡市博多区西月隈1-13-54 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ内

タイトーＦステーションヨドバシ博多店

812-0012

福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12 ヨドバシカメラ4F

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 リバーウォーク北九州4F 5409

クラブ セガ 北谷

904-0115

沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

モーリーファンタジー那覇店

901-0155

沖縄県那覇市金城５－１０－２イオン那覇店３階

お宝市番館

加古川店

中四国 タイトーステーション広島紙屋町店

九州

沖縄

がいな店

大川店

