
地域 店舗名 郵便番号 住所

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

ＴＳＵＴＡＹＡ　恵庭店　アミューズメントコーナー 061-1424 北海道恵庭市大町2丁目1-1

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

キャッツアイ手稲店 006-0813 北海道札幌市手稲区前田三条40230

キャッツアイ清田店 004-0841 北海道札幌市清田区清田一条1丁目20-1

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

光速憧路 097-0021 北海道稚内市港5丁目8-15  

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

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

アピナ鶴岡店 997-0003 山形県鶴岡市文下字広野1-1

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

プレイランドソピア御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1  ｲｵﾝ秋田SC2F

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

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

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

ＡＧスクエア水戸店 310-0015 茨城県水戸市宮町1-7-44ｺﾑﾎﾞｯｸｽ310

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渋川店 377-0003 群馬県渋川市八木原1364

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

キャラポート　さいたま新都心店 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 ｺｸｰﾝ新都心西館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

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

リバティ戸田店 335-0034 埼玉県戸田市笹目2-6-6

セガ　所沢 359-1123 埼玉県所沢市日吉町8-1

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

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

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

ミリアンパーク厚木店 243-0016 神奈川県厚木市田村町9-25

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

ドラマ　　藤沢店 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8

千葉鑑定団　　酒々井店　　　　　　　　　　 285-0925 千葉県印旛郡酒々井町上本佐倉字外宿122-1                

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

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

セガ　千葉 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ﾋﾞﾙ

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

ソユーゲームフィールド木更津店 292-0835 千葉県木更津市築地1番4 ｲｵﾝﾓｰﾙ木更津2F

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

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

アミュージアム豊洲店 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

アミューズメントパーク　ウイング 105-0004 東京都港区新橋2-16-1ﾆｭｰ新橋ﾋﾞﾙ B1-26

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ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

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

アミュージアム昭島店 196-0014 東京都昭島市田中町573-1-2

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

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 指田ﾋﾞﾙ

セガ　神楽坂 162-0825 東京都新宿区神楽坂2-11第二ｶｸﾞﾗﾋﾙｽﾞ 1F

クラブ　セガ　新宿西口 160-0023 東京都新宿区西新宿1-12-5

ｎａｍｃｏ荻窪店 167-0043 東京都杉並区上荻1-13-10ﾊｸｻﾝﾋﾞﾙ

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１店 155-0031 東京都世田谷区北沢2-12-16

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　神田店 101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目1番4号

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 丘の上ﾊﾟﾃｨｵ内

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

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

ＡＭモナコ調布１号店 182-0024 東京都調布市布田1-52-3        

ウェーブランド 192-0362 東京都八王子市松木34-11ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ京王堀之内店内

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

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

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

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

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  

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

楽市街道　名古屋店 481-0045 愛知県北名古屋市中之郷神明45番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

クラブ　セガ　金山 456-0001 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

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

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

ドリームプラネット新潟店 950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-1  ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ新潟駅南店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

夢大陸　　長岡店 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

エーツー南瀬名店 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町2-5

ＬＡＮＤ藤枝店 426-0067 静岡県藤枝市前島1-7-10 BiVi藤枝店4F             

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

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

手取フィッシュランド　　　　　　　　　　 923-1101 石川県能美市粟生町ﾂ58 手取ﾌｨｯｼｭﾗﾝﾄﾞ内1Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

アピナ伊那店 396-0021 長野県伊那市西町5093

アピナ松本店 390-0833 長野県松本市双葉19-10

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

ユーズランド高岡店 933-0813 富山県高岡市下伏間江383ｲｵﾝ高岡SC2F

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

レッツワクワクジョイランドエルパ店 910-0802 福井県福井市大和田町32-23

ファインワールド亀岡店 621-0815 京都府亀岡市古世町西内坪101 ｲｵﾝ亀岡店3F

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

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

ＹＡＺ　ＷＯＲＬＤ　四日市店 510-0883 三重県四日市市泊小柳町4-34

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

エースレーン近江八幡 523-0892 滋賀県近江八幡市出町736ｱｸﾄﾋﾞﾙ1階

イエローキャット長浜店 526-0845 滋賀県長浜市小堀町407-1ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ長浜店内

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

難波ヒルズ 542-0076 大阪府大阪市中央区難波3-2-34

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

ハイスピード 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3B100-2号

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

開放倉庫　桜井店 633-0061 奈良県桜井市上之庄227-1

テクモピアフォーレ伊丹店 664-0000 兵庫県伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹3F

モーリーファンタジー篠山店 669-2204 兵庫県篠山市杉265-1ﾊﾞｻﾞｰﾙﾀｳﾝ篠山店2階

メガパレス 651-2143 兵庫県神戸市西区丸塚2-9-18

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

きゃらんどスーパーシティ明石店 674-0095 兵庫県明石市二見町西二見駅前1-18 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ明石店3F

ゲームアイビス太子店 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田2149

タイトーステーション衣山店　　　　　　　　　　　 791-8025 愛媛県松山市衣山1丁目188 ﾊﾟﾙﾃｨ･ﾌｼﾞ衣山内

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

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

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

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

マンガ倉庫　山口店 753-0814 山口県山口市吉敷下東3-3-10 店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ 

ちびっこランド長門店 759-4106 山口県長門市大字仙崎網田322-1ﾌｼﾞ長門店内2F

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

開放倉庫　米子店 683-0851 鳥取県米子市夜見町2921-8

ＴＳＵＴＡＹＡ弓ケ浜店　 683-0851 鳥取県米子市夜見町2937-3

ＦＡＳボウリングセンター　　　　　　 847-0011 佐賀県唐津市栄町2581-1  

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

ソニックワールド諫早店 854-0072 長崎県諫早市永昌町17-62

マンガ倉庫　　八女店 834-0006 福岡県八女市大字吉田字原尾123番地

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 ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ4F

クラブ　セガ　北谷 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

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那覇店 901-0155 沖縄県那覇市金城5-10-2ｲｵﾝ那覇店3階

近畿

中四国

九州

沖縄

『ted2 おめかしスカーフぬいぐるみ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。

北海道

東北

関東

北陸東海


