『ted2 ベッド型ティッシュBOXカバー』 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

関東

北陸東海

住所

052-0021

北海道伊達市末永町66-1

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

ビッグバン札幌イオン栄町店

110-0005

北海道札幌市 東区北42条東16丁目1−5 ｲｵﾝ栄町店2F

キャッツアイ新札幌店

004-0005

北海道札幌市厚別区厚別東五条1丁目1-10

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

タイトーステーションイオンモール札幌平岡店

004-0873

北海道札幌市清田区平岡3条5-3-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌平岡店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

060-0063

北海道札幌市中央区南3条西5丁目1-1

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

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

キャッツアイ 新川店

001-0922

北海道札幌市北区新川2条7丁目1-7

ディノスパーク 室蘭店

050-0083

北海道室蘭市東町4-31-2

ディノスパーク 北見店

090-0838

北海道北見市西三輪5丁目1番地16

モーリーファンタジー上磯店

049-0111

北海道北斗市七重浜4-44-1ｲｵﾝ上磯店1階

ＰＡＬＯ網走

093-0033

北海道網走市駒場北5丁目83番地

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

ゲームランドプレーゴ加美店

981-4264

宮城県加美郡加美町字赤塚178ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ加美店内

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

タイトーステーション 仙台ベガロポリス店

982-0034

宮城県仙台市太白区西多賀5-24-1

万代書店 多賀城店

985-0843

宮城県多賀城市明月1-168-1

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

Ｇ３ポロス横手南店

013-0063

秋田県横手市婦気大堤字中田4-1ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ横手南店内2階

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

こころっこイトーヨーカドー平店

970-8026

福島県いわき市平6-6-2ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ平店内

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

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

ピンクパンサーつくばみらい店

300-2358

茨城県つくばみらい市陽光台1-14-1

ピンクパンサー下妻店

304-0051

茨城県下妻市小島884-10

ピンクパンサー友部店

309-1716

茨城県笠間市住吉1364−1

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 常磐線赤塚駅南口駅前

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

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

ゲームパニックつくば

300-0850

茨城県土浦市中村東1-1-1

ピンクパンサー日立店

316-0004

茨城県日立市東多賀町5丁目10-10

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

こころっこ新田店

370-0314

群馬県太田市新田市野井町592-13 ﾆｺﾓｰﾙ新田店内

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

ウエアハウス岩槻店

339-0056

埼玉県さいたま市岩槻区加倉3-3-63

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

Ｓｐｉｃａ大宮南銀店

330-0845

埼玉県さいたま市大宮区仲町1-57

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

エブリディ行田店

361-0037

埼玉県行田市下忍644-1

ゲームパニック三郷

341-0052

埼玉県三郷市彦野2-25

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

フェスタ上尾店

362-0034

埼玉県上尾市愛宕3丁目1-40 ﾊﾞﾘｭｰﾌﾟﾗｻﾞ上尾愛宕店内

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

アミューズメントベネクス川越

350-0032

埼玉県川越市大仙波340-1

ゲームイン ヒューストン 西川口店

332-0021

埼玉県川口市西川口1-6-3西川口ﾋﾞﾙ1F

楽市楽座 イオンモール川口前川店

333-0842

埼玉県川口市前川1-1-11ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川3F

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

ＰＡＬＯ横須賀

238-0041

神奈川県横須賀市本町2-1-12

イトーヨーカドー能見台 キッズパーク

236-0058

神奈川県横浜市金沢区能見台東3-1

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

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

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

ｎａｍｃｏ都筑店

224-0057

神奈川県横浜市都筑区川和町846-1

ドラマ港北インターＡＭ

224-0045

神奈川県横浜市都筑区東方町321-6

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

ＳＩＬＫ ＨＡＴ

243-0018

神奈川県厚木市中町2-4-13本厚木駅前ﾋﾞﾙ1F

小田原メトロポリス

256-0813

神奈川県小田原市前川219-4

遊びっこ広場フォルム川崎宮前店

216-0011

神奈川県川崎市宮前区犬蔵3-9-12ﾏﾙｴﾂ川崎宮前店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

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

タイトーステーション旭サンモール店

289-2511

千葉県旭市ｲ-2676-1 ｻﾝﾓｰﾙ3F

にこぱアクロスモール新鎌ヶ谷店

273-0121

千葉県鎌ｹ谷市初富928番地2225区画内35-1ｱｸﾛｽﾓｰﾙ新鎌ｹ谷店2F

千葉鑑定団 東金店

289-1326

千葉県山武市成東745

イスカンダル五井金杉

290-0057

千葉県市原市五井金杉1-47

大慶園

272-0801

千葉県市川市大町359

タイトーＦステーション市川妙典

272-0111

千葉県市川市妙典4-1-1 ｲｵﾝ市川妙典店2番街 2F

千葉鑑定団湾岸習志野

275-0024

千葉県習志野市茜浜1-1-1

スポーツウェーブ鉄腕２４稲毛長沼店

263-0001

千葉県千葉市稲毛区長沼原町697

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

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 船橋店

273-0005

千葉県船橋市本町1丁目6-1

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

千葉鑑定団

276-0025

千葉県八千代市勝田台南1-18-1

キャッツアイ西葛西店

134-0088

東京都江戸川区西葛西4-2-28 ｻﾆｰﾓｰﾙ3F

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丁目5−11

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 渋谷東映ﾌﾟﾗｻﾞ

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

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 指田ﾋﾞﾙ

タイトーステーション新宿南口ゲームワールド店

160-0022

東京都新宿区新宿3-35-8

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 広瀬本社ﾋﾞﾙ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 貴三ﾋﾞﾙ

タイトーイン綾瀬

120-0005

東京都足立区綾瀬4ｰ9ｰ29 ﾎｰｷｮﾎﾞﾅｰﾙﾋﾞﾙ

ゲームピーアーク青井

121-0075

東京都足立区一ﾂ家3-8-12

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ 多摩センター店

206-0033

東京都多摩市落合1-39-2ﾏｸﾞﾚﾌﾞﾋﾞﾙ2F･3F

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

タイトーステーション浅草

111-0032

東京都台東区浅草1-27-5 ROX DOME 1F

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

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 松山ﾋﾞﾙ1階

ドラマ野猿店

192-0352

東京都八王子市大塚628-1

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

タイトーステーション 池袋西口店

171-0021

東京都豊島区西池袋1-15-9

タイトーステーション池袋ロサ店

171-0021

東京都豊島区西池袋1-37-12 ﾛｻ会館1F

タイトーステーション錦糸町楽天地店

130-0022

東京都墨田区江東橋4-27-14 楽天地ﾋﾞﾙ地下1階

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

ガラクタ鑑定団 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

タイトーＦステーション 小山店

323-0014

栃木県小山市喜沢1475番地

ドラマ 足利店

326-0823

栃木県足利市朝倉町244-1

安城メトロポリス

446-0022

愛知県安城市浜富町6-8

小牧メトロポリス

485-0015

愛知県小牧市間々片山181-1

楽市楽座 イオン扶桑店

480-0105

愛知県丹羽郡扶桑町南山名字高塚5番地ｲｵﾝﾓｰﾙ扶桑ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

ユーズランド東浦店

470-2102

愛知県知多郡東浦町緒川申新田二区67-8ｲｵﾝﾓｰﾙ東浦2F

半田メトロポリス

475-0838

愛知県半田市旭町3-11-1

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

豊川メトロポリス

442-0824

愛知県豊川市下長山町上ｱﾗｲ41288

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

グレアハイパーアミューズメントタワー

464-0850

愛知県名古屋市千種区今池5丁目22−17

タイトーステーション 大須店

460-0011

愛知県名古屋市中区大須3-20-7

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

中川メトロポリス

454-0954

愛知県名古屋市中川区江松3-110

レジャーランド ささしま

453-0872

愛知県名古屋市中村区平池町4-60-14 ﾏｰｹｯﾄｽｸｴｱささしま1F

名古屋レジャーランド内田橋店

457-0862

愛知県名古屋市南区内田橋2丁目26番22号

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

岐阜レジャーランド穂積

501-0224

岐阜県瑞穂市稲里630番地

大垣メトロポリス

503-0808

岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

ゲームハウス アリババ

503-2204

岐阜県大垣市池尻町938-4

タイトーＦステーションラザウォーク甲斐双葉

400-0107

山梨県甲斐市志田字柿木616-1

万代書店

400-0117

山梨県甲斐市西八幡4415

こころっこ上越店

943-0146

新潟県上越市とよば239番の1 ﾊﾞﾛｰ上越店内

タイトーステーション上越店

943-0173

新潟県上越市富岡3524J-MAXｼｱﾀｰ内

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

ベイシア豊栄店 ファミリーランド遊びの国店

950-3317

新潟県新潟市北区かぶとやま2-1-62

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

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ＢｉＶｉ沼津店

410-0801

静岡県沼津市大手町1-1-5

浜松鑑定団

435-0005

静岡県浜松市東区安新町105

タイトーステーション金沢

920-0981

石川県金沢市片町2-1-7 宇都宮片町ﾋﾞﾙ 1F

金沢メトロポリス

920-0333

石川県金沢市無量寺第2土地区画整理事業地内B-20街区金沢ｺﾛﾅﾜｰﾙﾄﾞ1F

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

タイトーステーションアリオ松本

390-0815

長野県松本市深志1-2-30 ｱﾘｵ松本4階

アピナ松本店

390-0833

長野県松本市双葉19-10

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

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

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

ゲームインさんしょう駅前

930-0003

富山県富山市桜町1-7-5

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

浪漫遊 福井店

918-8025

福井市江守中町6-10-1

タカラ島

621-0822

京都府亀岡市篠町野条上又11-1ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ亀岡3F

ビバーチ久御山

613-0024

京都府久世郡久御山町森小字大内301

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

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

プレビプレイランド四日市ＡＭパーク

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

買取倉庫 甲西店

520-3223

滋賀県湖南市夏見163−1

ゲームパニック堺

590-0901

大阪府堺市堺区築港八幡町1番地1 堺浜えんため館

北海道 ディノスパーク ノルベサ店

東北

郵便番号

ディノスパーク伊達店

本厚木

八千代店

山梨本店

亀岡店

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

レジャランあべのアポロ

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番31号 4階

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

ＷＡＶＥアメリカ村

542-0086

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-16-12ﾆｭｰｱﾒﾘｱﾝﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F

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ﾋﾞﾙ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 なんばﾊﾟｰｸｽ6F

タイトーステーション日本橋

556-0005

大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-14

タイトーステーションアリオ八尾店

581-0803

大阪府八尾市光町2-3 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰｱﾘｵ八尾3F

楽市楽座 イオンモール大和郡山店

639-1101

奈良県大和郡山市下三橋町741-333ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山店3F

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

アミパラ加古川店

675-0027

兵庫県加古川市尾上町今福71-2

お宝市番館

675-0027

兵庫県加古川市尾上町今福71−2

タイトーＦステーションイオン加古川店

675-0101

兵庫県加古川市平岡町新在家615-1 ｲｵﾝ加古川店3F

ゲームセンタートップラン

651-2404

兵庫県神戸市西区岩岡町古郷 1474番地1

楽市楽座

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

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

タイトーステーション 尼崎つかしん店

661-0001

兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1 SCつかしん内東町北館3階

ふぇすたらんど土山店

674-0074

兵庫県明石市魚住町清水字舞々2208-1 ｲｵﾝ土山店内

ゲームアイビス太子店

671-1511

兵庫県揖保郡太子町太田2149

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

タイトーＦステーションセントラルシティ和歌山店

641-0007

和歌山県和歌山市小雑賀805-1 ｾﾝﾄﾗﾙｼﾃｨ和歌山店1階

お宝発見 岡山店

700-0956

岡山県岡山市南区当新田121-1

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

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

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

メリーゴーランド温品店

732-0033

広島県広島市東区温品1-3-2ﾌｫﾚｵ広島東2F

福山メトロポリス

721-0953

広島県福山市一文字町24-1

開放倉庫 福山店

720-2124

広島県福山市神辺町川南413-1

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

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

タイトーステーション丸亀

763-0092

香川県丸亀市川西町南1280番地1 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ丸亀 ﾊﾞｯﾊ棟2F

ｎａｍｃｏゆめタウン高松店

761-8072

香川県高松市三条町中所608-1ゆめﾀｳﾝ高松店2Fゆめﾗﾝﾄﾞ

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

マンガ倉庫 倉吉店

682-0023

鳥取県倉吉市山根646-1

開放倉庫 米子店

683-0851

鳥取県米子市夜見町2921-8

ビバーチ松江店

690-0001

島根県松江市東朝日町203-1

タイトーステーションフジグラン北島店

771-0204

徳島県板野郡北島町鯛浜字西ﾉ須174

マンガ倉庫都城店

885-0006

宮崎県都城市吉尾町840ﾏﾝｶﾞ倉庫都城店内

マンガ倉庫日向店

883-0062

宮崎県日向市 日知屋14798-1

タイトーステーションアミュプラザ鹿児島店

890-0053

鹿児島県鹿児島市中央町1-1 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島5F

フェスタ佐伯店

876-0047

大分県佐伯市鶴岡西町2丁目163番地 ｺｽﾓﾀｳﾝ佐伯内

フリッパーズクラブ

870-0943

大分県大分市大字片島字上川原148-1

タイトーステーションセントポルタ大分店

870-0035

大分県大分市中央町2-1-1

タイトーステーション アミュプラザおおいた店

870-0831

大分県大分市要町1-14 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞおおいた4F

楽市楽座 佐世保店

857-1161

長崎県佐世保市大塔町1861−12

タイトーステーション アミュプラザ長崎店

850-0058

長崎県長崎市尾上町1-1 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ長崎4F

楽市街道 くるめ店

839-0865

福岡県久留米市新合川2-7-10久留米ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾋﾞﾙ内

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

イオン伊都店

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

楽市街道

箱崎店

812-0053

福岡県福岡市東区箱崎5-1-8楽市街道箱崎店内

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博多パピヨンプラザ店

812-0044

福岡県福岡市博多区千代1-2-17

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

小倉メトロポリス

803-0801

福岡県北九州市小倉北区西港町41421

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

モーリーファンタジー名護店

905-0012

沖縄県名護市字名護見取川原4472ｲｵﾝ名護店1階

加古川店

イオンモール神戸北店

中四国 タイトーステーションフジグラン神辺店

九州

沖縄

