
地域 店舗名 郵便番号 住所

ＰＡＬＯ釧路 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木1-1-7

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

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

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           

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

ゲームパークぎゃらくしー 003-0003 北海道札幌市白石区東札幌三条1丁目1-1ｲｰｱｽ札幌Aﾀｳﾝ2F

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

レックアミューズメント門脇典 986-0853 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2-20

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

パルケデ・アミーゴ山形店 990-0885 山形県山形市嶋北1丁目3番1号

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

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

ハワイアンズアミューズメントパーク　　 972-8326 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50

メルヘンランド神明通り店 965-0878 福島県会津若松市中町4-36 ﾘｵﾝﾄﾞｰﾙ店内3Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ     

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ポロス安積店 963-0107 福島県郡山市安積3丁目160

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                      

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ピボット福島店 960-8031 福島県福島市栄町1-1 ﾊﾟﾜｰｼﾃｨﾋﾟﾎﾞｯﾄ内

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

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  

アピナ太田店 373-0813 群馬県太田市内ｹ島町907-1

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

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

Ｓｐｉｃａ大宮南銀店 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-57

エブリディ行田店 361-0037 埼玉県行田市下忍644-1

アピナ上尾店 362-0015 埼玉県上尾市緑丘3丁目3番11-2号PAPA上尾 ﾌﾟﾘﾝｾｽ棟1階･2階 

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

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横浜ワールドポーターズ店 231-0001 神奈川県横浜市中区新港二丁目2番1号 横浜ﾜｰﾙﾄﾞﾎﾟｰﾀｰｽﾞ5F

プリモピアさがみ野店 243-0401 神奈川県海老名市東柏ヶ谷5-14-6ﾏﾙｴﾂさがみ野店2F  

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

千葉鑑定団　東金店 289-1326 千葉県山武市成東745

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

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

ｎａｍｃｏ東急プラザ蒲田店 144-0051 東京都大田区西蒲田7丁目69番1号 東急ﾌﾟﾗｻﾞ蒲田7階

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

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

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

ゲームゾーン一宮店 491-0025 愛知県一宮市羽衣2-5-1

小牧メトロポリス 485-0015 愛知県小牧市間々片山181-1

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

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

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

楽市楽座　イオンモール名古屋茶屋店 455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11

ポート２４　一社店　　　　　　　　　　　　　　　 465-0095 愛知県名古屋市名東区高社1-260                          

富士急ハイランドゲームコーナー　 403-0017 山梨県富士吉田市新西原5-6-1

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

ゲームランド　ヤマサ 950-2037 新潟県新潟市西区大野186-1

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ沼津店 410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-5

エーツー南瀬名店 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町2-5

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             

楽市楽座　イオンモール新小松店 923-8565 石川県小松市 沖周辺土地区画整理事業区域内20街区

アピナ伊那店 396-0021 長野県伊那市西町5093

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

アムワールド 385-0021 長野県佐久市長土呂125-1 ｱﾑｱﾑﾋﾞﾚｯｼﾞ

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      

アピナ飯田店 395-0001 長野県飯田市座光寺3728-1

アピナ富山新庄店 930-0982 富山県富山市荒川3-2-12

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

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

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

キラキラＡｓｏｂｏｘ津芸濃店 514-2211 三重県津市芸濃町椋本3083

モーリーファンタジー・ｆ茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町8-30-5ｲｵﾝSC茨木店4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

ソユーゲームフィールド　泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3番12 ｲｵﾝﾓｰﾙりんくう泉南2F

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

アルカブース 542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目6−9

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

ソユーゲームフィールド　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

ゲームフェイス奈良健康ランド店 632-0084 奈良県天理市嘉幡町600-1

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

メガパレス 651-2143 兵庫県神戸市西区丸塚2-9-18

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

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

プレイランド和田山店 669-5215 兵庫県朝来市和田山町枚田岡774

ゲームアイビス太子店 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田2149

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

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

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

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

ゆめシティ３Ｆ　ゆめパーク 751-0869 山口県下関市伊倉新町3丁目41275

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

アミパラ日吉津店 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津1160-1ｲｵﾝﾓｰﾙ日吉津西館

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

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

楽市楽座　　福重店 819-0025 福岡県福岡市西区石丸4丁目10−263−1

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

アミュージアム南風原店 901-1102 沖縄県島尻郡南風原町宮城371-1  SOUTHERN  PLEX内

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
沖縄

近畿

九州

中四国

『ted2 ボールチェーン付き ごきげんぬいぐるみ』 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


