『ted2 水着ぬいぐるみ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

店舗名

郵便番号

住所

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

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

ディノスパーク 札幌手稲店

006-0811

北海道札幌市手稲区前田一条11丁目

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

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

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二条7-1-7

キャッツアイ麻生店

007-0804

北海道札幌市北区北40条西4ｰ1ｰ1 ﾊﾟﾎﾞｯﾂ麻生1F

ファンタジープラザ西帯広

080-2471

北海道帯広市西二十一条南4-1

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

ゲームランドプレーゴ金ヶ崎

029-4502

岩手県胆沢郡金ｹ崎町三ｹ尻荒巻165

アミューズパーク仙台港店

983-0013

宮城県仙台市宮城野区中野字田中106

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

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

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

リスチャイルド湯沢店

012-0000

秋田県湯沢市字上荻生田162ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ湯沢店内

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

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

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

万代書店伊勢崎

372-0812

群馬県伊勢崎市連取町868-1

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

万代書店 岩槻店

339-0055

埼玉県さいたま市岩槻区東町1-8-11

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

Ｓｐｉｃａ大宮南銀店

330-0845

埼玉県さいたま市大宮区仲町1-57

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

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

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

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

ウエアハウス草加店

340-0831

埼玉県八潮市南後谷507

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

キッズプラザきゃらんど立場店

245-0015

神奈川県横浜市泉区中田西1-1-15 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ 立場店3F

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2-8-13F

タイトーステーション 海老名ビナウォーク店

243-0432

神奈川県海老名市中央1ｰ18-1 ﾋﾞﾅｳｫｰｸ六番館 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

ミリアンパーク厚木店

243-0016

神奈川県厚木市田村町9-25

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

ドラマ

251-0875

神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8

千葉鑑定団 東金店

289-1326

千葉県山武市成東745

大慶園

272-0801

千葉県市川市大町359

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

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

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

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

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

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

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

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 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

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

ドラマ 足利店

326-0823

栃木県足利市朝倉町244-1

小牧メトロポリス

485-0015

愛知県小牧市間々片山181-1

ゲームファンタジアン長久手店

480-1121

愛知県長久手市武蔵塚705

大垣メトロポリス

503-0808

岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

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

ＤｅＫＫＹ４０１ファミリーパーク

950-0973

新潟県新潟市中央区上近江4-12-20 Dekky401 2F

お宝中古市場

950-0886

新潟県新潟市東区中木戸56

940-2121

新潟県長岡市喜多町392-1

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

ＳＵＰＥＲ ＷＡＶＥ静岡店

422-8001

静岡県静岡市駿河区中吉田15-8ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾟｱ2F

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

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

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

アピナ富山新庄店

930-0982

富山県富山市荒川3-2-12

フクイレジャーワイプラザ店

910-0832

福井県福井市新保町7-9-1ﾔｽｻｷﾜｲﾌﾟﾗｻﾞB棟2F

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

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

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

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

アミパラ

513-0808

三重県鈴鹿市西條町430-1

520-3252

滋賀県草津市木川町311-1 JJﾀｳﾝ木川2F

藤沢店

夢大陸

赤道店

長岡店

北陸東海 アピナ長岡店

京都店
鈴鹿店

アミパラ草津店

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

ソユーロケットドライブ泉南店

590-0535

大阪府泉南市りんくう南浜3-12 ｲｵﾝりんくう泉南SC2F

天王寺パスカ

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-55

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

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

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

ＳＯＹＵミクロガーデン橿原店

634-0837

奈良県橿原市曲川町7-20-1ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原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

675-0027

兵庫県加古川市尾上町今福71−2

ゲームアイビス太子店

671-1511

兵庫県揖保郡太子町太田2149

ＦｏｒｅｓｔＨｕｎｔｅｒ松前店

791-3120

愛媛県伊予郡松前町筒井850ｴﾐﾌﾙMASAKIAM棟1階

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

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

ドリームプラネット松山店

790-0056

愛媛県松山市土居田町133-1ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ松山店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ピノッキーランド井原店

715-0022

岡山県井原市下出部町2-11-2 ゆめﾀｳﾝ井原3F

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

ピノッキースパティオ呉店

737-0029

広島県呉市宝町5-10 ゆめﾀｳﾝ呉店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 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ緑井3F

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

アミパラ神辺店

720-2104

広島県福山市神辺町大字新道上字1-2-1

お宝買取団 高松店

761-0101

香川県高松市春日町16-1

ピノッキースパティオ南岩国店

740-0034

山口県岩国市南岩国1-20-30 ゆめﾀｳﾝ南岩国店2F

ソユーファミリーゲームフィールド 防府店

747-0823

山口県防府市鐘紡町7番1号 ｲｵﾝﾀｳﾝ防府1F

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

アミパラ

683-0803

鳥取県米子市日ﾉ出町1丁目8-13

ピノッキースパティオ益田店

698-0041

島根県益田市高津7丁目21-12 ゆめﾀｳﾝ益田2階

ビバーチ松江店

690-0001

島根県松江市東朝日町203-1

ピノッキースパティオ浜田店

697-0052

島根県浜田市港町227-1 ゆめﾀｳﾝ浜田店3F

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

サンアミューズＧⅡ

895-0006

鹿児島県薩摩川内市永利町777

マンガ倉庫鹿児島店

891-0114

鹿児島県鹿児島市小松原1-6-7

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

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

ユーズランド三光店

871-0111

大分県中津市三光佐知1032ｲｵﾝﾓｰﾙ三光2F

アミパラ佐世保店

857-1161

長崎県佐世保市大塔町18-15

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 ２１０店１Ｆ

839-0807

福岡県久留米市東合川町2-2-1 1F

楽市楽座 イオン穂波店

820-0081

福岡県飯塚市枝国長浦666-48ｲｵﾝ穂波店2F

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 ｻｻﾞﾝｸﾛｽﾋﾞﾙ

ジョイジャングル美浜店

904-0115

沖縄県中頭郡北谷町美浜15番68 ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾊﾟﾚｽ2F

お宝市番館

中四国

九州

沖縄

加古川店

がいな店

