『ted2 ハッピーハロウィンぬいぐるみXL プレミアム』 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

店舗名

関東

北陸東海

近畿

中四国

九州

住所

070-0030

北海道旭川市宮下通7丁目2番5号 ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前4F

遊戯街ロマン通り旭川西

070-0823

北海道旭川市緑町23-2161-3 ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西3F

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

キャッツアイ手稲店

006-0813

北海道札幌市手稲区前田三条40230

ソユーゲームフィールド発寒

063-0828

北海道札幌市西区発寒八条12丁目1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌発寒3F

アミューズメント

060-0063

北海道札幌市中央区南三条西3丁目 竹内ﾋﾞﾙ1F

ディノスパーク室蘭中央店

050-0083

北海道室蘭市東町4丁目31番2号

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

光速憧路

097-0021

北海道稚内市港5丁目8-15

ディノスパーク 苫小牧

053-0053

北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝﾓｰﾙ苫小牧2F

ディノスパーク上磯

049-0111

北海道北斗市七重浜7丁目14番1号ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ上磯店内

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

ソユーゲームフィールド盛岡南

020-0866

岩手県盛岡市本宮7丁目1番1号ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡南1階

アミューズメントゾーン北上店

024-0094

岩手県北上市本通り2-2-1さくら野百貨店北上店4F

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

ジョイランド

万代書店仙台南店

東北

郵便番号

ＧａｍｅＦｉｅｌｄ旭川駅前店

981-1103

宮城県仙台市太白区中田町杉の下34番地

万代書店 古川店

989-6135

宮城県大崎市古川稲葉鴻ﾉ巣138 店内UFOｷｬｯﾁｬｰｺｰﾅｰ

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

ＳＵＰＥＲ ＮＯＶＡ ＴＥＮＤＯ

994-0049

山形県天童市南町1丁目5-26

ソユーゲームフィールド天童

994-0000

山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内34街区 ｲｵﾝﾓｰﾙ天童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

スペースファンタジーインフィニ店

036-8092

青森県弘前市城東北3-10-1さくら野百貨店弘前店4F

プレイランドソピア八戸店

031-0071

青森県八戸市沼館4-7-112八戸ﾋﾟｱﾄﾞｩB棟2F

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

ソユートイズニューヨーク 守谷店

302-0110

茨城県守谷市百合ヶ丘三丁目249番1 ｲｵﾝﾀｳﾝ守谷2F

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

ゲームパニックつくば

300-0850

茨城県土浦市中村東1-1-1

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

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

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

セガ 与野

338-0004

埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9ｲｵﾝ与野ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

プレイランド菖蒲店

346-0195

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲3階

龍宮ガーデンアリオ上尾店

362-0046

埼玉県上尾市壱丁目字上原367ｱﾘｵ上尾店2F

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

ＳＯＹＵＧａｍｅＦｉｅｌｄ川口店

332-0033

埼玉県川口市並木元町1-79ｱﾘｵ川口店3F

プラサカプコン横須賀店

238-0007

神奈川県横須賀市若松町2丁目30番地 ﾓｱｰｽﾞｼﾃｨ4F

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

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

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

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

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

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

セガ 幕張

261-0021

千葉県千葉市美浜区ひび野1-8ﾒｯｾｱﾐｭｰｽﾞﾓｰﾙ 1F

セガ ららぽーと ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ

278-8530

千葉県船橋市浜町2-1-1北館1階 E122区画

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Ｆステーション 柏中央店

277-0872

千葉県柏市十余二249-5

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

アドアーズアクアライン店

292-0071

千葉県木更津市中島地先 海ほたる 4階

セガ ワールド 葛西

134-0084

東京都江戸川区東葛西9-3-3ｲﾄｰﾖｰｶ堂 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

アドアーズ渋谷店

150-0042

東京都渋谷区宇田川町13-11 KN渋谷1ビル１～４階

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

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

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

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

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

アドアーズ秋葉原店

101-0021

東京都千代田区外神田1-13-1 Akihabara eX ﾋﾞﾙ1～2階

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

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

アドアーズ上野アメ横店

110-0005

東京都台東区上野4-9-14 上野K･Kﾋﾞﾙ B1～4階

タイトーステーション 浅草店

111-0032

東京都台東区浅草1-27-5 ROX DOME 1F

アドアーズ蒲田西口店Ｂ館

144-0051

東京都大田区西蒲田7-5-10 蒲田駅西口会館 1階

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

アミューズランドモナコ吉祥寺

180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-9-7 高橋ﾋﾞﾙ

セガ 東京ドームシティ

112-0004

東京都文京区後楽1-3-61株式会社東京ﾄﾞｰﾑ ｱﾄﾗｸｼｮﾝｽﾞ内ｶｰﾆﾊﾞﾙ

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

アドアーズサンシャイン店

170-0013

東京都豊島区東池袋1-14-4 ｼﾈﾏｻﾝｼｬｲﾝ 1～3階

タイトーステーション 立川北口店

190-0012

東京都立川市曙町2-4-5 ｸﾘｻｽ立川

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

ドラマ 足利店

326-0823

栃木県足利市朝倉町244-1

セガ イオンモール 木曽川

493-0001

愛知県一宮市木曽川町黒田南字八ﾂヶ池25-1ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ･ｷﾘｵ3階

ゲーム ファンタジアン 岡崎店

444-0067

愛知県岡崎市錦町2-4

ゲーム ファンタジアン 蒲郡店

443-0046

愛知県蒲郡市竹谷町中野1−1

お宝市番館

485-0046

愛知県小牧市堀の内3-24

アミューズファクトリー常滑店

479-0882

愛知県常滑市りんくう町2-20-3ｲｵﾝﾓｰﾙ常滑2階

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

セガメイカーズ ピア名古屋

455-0848

愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-7-1

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

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

モーリーファンタジー・ｆ岐阜店

502-0857

岐阜県岐阜市正木中1-2-1ﾏｰｻ21北館3Fｲｵﾝ岐阜店3階

ゲームファンタジアン柳津店

501-6121

岐阜市柳津町上佐波西3丁目68番地

タイトーＦステーション ラザウォーク甲斐双葉店

400-0107

山梨県甲斐市志田字柿木616-1

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

ヤッターらんど

410-2322

静岡県伊豆の国市吉田字九十分153-1ｱﾋﾟﾀ大仁店内2F

セガ掛川

436-0048

静岡県掛川市細田248

ＡＮ．ＫＩＮ．ＴＡＮ浜岡店

437-1500

静岡県御前崎市池新田5771ｲｵﾝﾀｳﾝ浜岡SC内

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

タイトーステーション 金沢店

920-0981

石川県金沢市片町2-1-7 宇都宮片町ﾋﾞﾙ 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

アピナ佐久インター店

385-0023

長野県佐久市岩村田北1-13-1

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

ゲームスポット２０７

933-0856

富山県高岡市鐘紡町1655-3

タイトーステーション ファボーレ婦中店

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

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

プラサカプコン京都店

615-0035

京都市右京区西院追分町25-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ京都五条3F

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

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

モーリーファンタジー京都桂川店

601-8211

京都府京都市南区久世高田町376番1ｲｵﾝ京都桂川店3階

ＰＡＬＯ桑名

511-0863

三重県桑名市新西方1丁目22番地ｲｵﾝ桑名店2階

ゲームランド草津店

525-0067

滋賀県草津市新浜町300番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ草津SC 3階

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番地の12 ｲｵﾝﾓｰﾙりんくう泉南2階

セガ あべの キューズモール

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1あべのﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸ ｾｶﾞあべのｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ

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

アミューズメントニコニコ

542-0077

大阪府大阪市中央区道頓堀1-6-12ﾆｺｰﾋﾞﾙ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

アミュージアム茶屋町店

530-0013

大阪府大阪市北区茶屋町15-34

ＡＧスクエア東大阪店

577-0004

大阪府東大阪市稲田新町3-9-64

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

セガニトリモール枚方

573-0171

大阪府枚方市北山1-2550-2ﾆﾄﾘﾓｰﾙ枚方2F

モーリーファンタジー・ｆ加西北条店

675-2312

兵庫県加西市北条町北条308-1ｲｵﾝ加西北条店2階

メガパレス

651-2143

兵庫県神戸市西区丸塚2-9-18

ｎａｍｃｏ三宮店 １号店

650-0012

兵庫県神戸市中央区北長狭通1-1-1

モーリーファンタジー長田南店

653-0023

兵庫県神戸市長田区東尻池新町1番20号ｲｵﾝSC長田南店2階

セガ ワールド ココエあまがさき

661-0976

兵庫県尼崎市潮江1-3-1ｺｺｴあまがさき内4F

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

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

アミパラ松山店

790-0051

愛媛県松山市生石町655-1

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

プラサカプコン新居浜店

792-0007

愛媛県新居浜市前田町8-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ新居浜2F

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

アミパラ岡山店

700-0941

岡山県岡山市北区青江1-13-8

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

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

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

アミュージアム周南店

744-0025

山口県下松市中央町21-3 THE 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

アミパラ

がいな店

683-0803

鳥取県米子市日ﾉ出町1丁目8-13

ＴＳＵＴＡＹＡ弓ケ浜店

683-0851

鳥取県米子市夜見町2937-3

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

モーリーファンタジー宮崎店

880-8577

宮崎県宮崎市新別府町江口862-1ｲｵﾝ宮崎店2階

ＧＲＥＥＮ ＭＯＮＳＴＥＲ

863-0047

熊本県天草市八幡町2番12号

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6F

タイトーＦ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

セガ ワールド サンスパおおむら

856-0815

長崎県大村市森園町663-3

セガ ワールド 長崎ココウォーク

852-8104

長崎県長崎市茂里町1-55みらい長崎ｺｺｳｫｰｸ5階

楽市楽座 イオンモール筑紫野店

818-0042

福岡県筑紫野市立明寺434-1ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野店3F

楽市楽座

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 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

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

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 リバーウォーク店

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

尾張小牧

京都店

イオン伊都店

