
地域 店舗名 郵便番号 住所

ディノスパーク　旭川店 070-0010 北海道旭川市大雪通5-496-5  第8山本ﾋﾞﾙ

モーリーファンタジー旭川西店 070-0823 北海道旭川市緑町23-2161-3ｲｵﾝ旭川西店2階

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

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

モーリーファンタジー札幌発寒店 063-0828 北海道札幌市西区発寒8条12丁目1-1ｲｵﾝ札幌発寒店3階

ディノスパーク　札幌中央 060-0063 北海道札幌市中央区南3条西1-8.1F

ディノスパーク　ノルベサ店 060-0063 北海道札幌市中央区南3条西5丁目1-1

モーリーファンタジー札幌苗穂店 007-0802 北海道札幌市東区東苗穂2条3丁目1番1号ｲｵﾝ札幌苗穂店2階

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

ＰＡＬＯ滝川 073-0024 北海道滝川市東町2丁目29-1

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

モーリーファンタジー苫小牧店 053-0053 北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝ苫小牧店2階

モーリーファンタジー名寄店 096-0071 北海道名寄市字徳田80番地1ｲｵﾝSC名寄店2階

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

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

万代書店　多賀城店 985-0843 宮城県多賀城市明月1-168-1

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

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

らくだのせなか鹿島エブリア店 971-8133 福島県いわき市鹿島町米田字日渡5鹿島ｴﾌﾞﾘｱｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内2階

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

ＪＡＭ　ＪＡＭつくば店 305-0032 茨城県つくば市竹園1-9-2ﾃﾞｨｽﾞﾀｳﾝつくばB1F

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

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

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崎店 372-0812 群馬県伊勢崎市連取町3066-1

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

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

キャッツアイ狭山店 350-1305 埼玉県狭山市入間川3141

エブリディ行田店 361-0037 埼玉県行田市下忍644-1

ホワイトベース春日部店 344-0048 埼玉県春日部市南中曽根895-1ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ春日部店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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    

マグマックス川越 350-1122 埼玉県川越市脇田町7-2    山二ﾋﾞﾙB1F         

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

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

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

ＹＡＺ川崎店 212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉5-19-23 ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ川崎1F

ｎａｍｃｏラゾーナ川崎店 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1LAZONA川崎ﾌﾟﾗｻﾞ4階

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

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                

千葉鑑定団湾岸習志野 275-0024 千葉県習志野市茜浜1-1-1  

チャリオット六方店 263-0004 千葉県千葉市稲毛区六方町5-2-2

スポーツウエーブ鉄腕２４ 260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町1025-59

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

キャッツアイ　八千代店 276-0047 千葉県八千代市吉橋1851番地

千葉レジャーランド野田店 278-0042 千葉県野田市吉春776-1

ゴジラ　ノア店 278-0031 千葉県野田市中根36-1ｲｵﾝ･ﾉｱ店3F                  

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

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

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

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

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

ＧＡＭＥエムエムランド　　　　　　 155-0031 東京都世田谷区北沢2-3-6  

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

ゲームピーアーク青井 121-0075 東京都足立区一ﾂ家3-8-12

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

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

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

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

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

万代書店　　山梨本店 400-0117 山梨県甲斐市西八幡4415

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

アミューズメントスポット・パルム 946-0076 新潟県魚沼市井口新田250−1

アピナ上越インター店 942-0063 新潟県上越市下門前1661

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

アピナ伊那店 396-0021 長野県伊那市西町5093

アピナ上田店 386-0041 長野県上田市秋和359-1 

アピナ長野スカイバッティングセンター 380-0928 長野県長野市若里7-3-8

マンガ倉庫　　富山店 939-8214 富山県富山市黒崎66

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

ｎａｍｃｏイオンモール鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2ｲｵﾝﾓｰﾙ鈴鹿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

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

タイトーステーション　梅三小路店　　　　 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目2-136 大阪ｽﾃｰｼｮﾝｼﾃｨ

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

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

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

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

アミパラ松山店 790-0051 愛媛県松山市生石町655-1

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

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

楽市楽座　鳥栖店 841-0026 佐賀県鳥栖市本鳥栖町537−1 ﾌﾚｽﾎﾟ鳥栖 2F からだ110 ﾌﾚｽﾎﾟ鳥栖院

マンガ倉庫　大分わさだ店 870-1143 大分県大分市 田尻85-1

マンガ倉庫　　大分東店 870-0131 大分県大分市皆春内門604

ソニックワールド大村 856-0817 長崎県大村市古賀島町383-1

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

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

ｎａｍｃｏ那覇メインプレイス店 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4丁目4番地9号 ｻﾝｴｰ那覇ﾒｲﾝﾌﾟﾚｲｽ内2F

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
沖縄

近畿

九州

中四国

『ted2 おんぶぬいぐるみリュック』 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。
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北陸東海


