『ted２ Tシャツぬいぐるみ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

店舗名

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4-18-1ｲｵﾝﾓｰﾙ釧路昭和2F

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

ビッグバン千歳信濃店

066-0038

北海道千歳市信濃3丁目5

ディノスパーク 帯広店

080-0051

北海道帯広市白樺16条西2丁目ﾄﾞﾘｰﾑﾀｳﾝ白樺内

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

セガ 仙台コロナワールド

983-0005

宮城県仙台市宮城野区福室字田中前一番53-1

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ ＢｉＶｉ仙台店

983-0852

宮城県仙台市宮城野区榴岡37281

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

ゲームフィールド 仙台長町店

982-0011

宮城県仙台市太白区長町7丁目20番3号 ｻﾞ･ﾓｰﾙ仙台長町店3F

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

994-0082

山形県天童市芳賀ﾀｳﾝ北四丁目1番1号 ｲｵﾝﾓｰﾙ天童2階

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

セガ 秋田

010-0065

秋田県秋田市茨島1-1-16

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

セガ 弘前

036-8085

青森県弘前市大字末広1-3-3

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

セガ ワールド 八戸Ｒ４５

031-0072

青森県八戸市城下4-25-14

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

セガ 日和田

963-0534

福島県郡山市日和田町字西中島7-1

セガ 水戸

310-0015

茨城県水戸市宮町1-7-44ｺﾑﾎﾞｯｸｽ310

セガ 石岡

315-0031

茨城県石岡市東大橋中峯1976-1

楽市楽座 イオンモール土浦店

300-0811

茨城県土浦市上高津367番地ｲｵﾝﾓｰﾙ土浦ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

タイトーステーション イオンタウン水戸南店

311-3116

茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101

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

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

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

アミューズメントベネクス浦和店

336-0026

埼玉県さいたま市南区辻7-2-8

ベネクス越谷店

343-0804

埼玉県越谷市南荻島2770-1

ウエアハウス越谷店

343-0804

埼玉県越谷市南荻島841-1

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

埼玉レジャーランド川越店

関東

北陸東海

住所

070-0030

北海道 ＶＥＧＡＧＩＯ狸小路店

東北

郵便番号

ＧａｍｅＦｉｅｌｄ旭川駅前店

350-0043

埼玉県川越市新富町1-17-4

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

セガ 川口

332-0003

埼玉県川口市東領家2-2-10

ソユーゲームフィールド 川口店

332-0033

埼玉県川口市並木元町1番79号 ｱﾘｵ川口3F

セガ ワールド 入間

358-0012

埼玉県入間市東藤沢2-18

ウエアハウス草加店

340-0831

埼玉県八潮市南後谷507

セガ ららぽーと 富士見

354-8560

埼玉県富士見市山室1-13133階35200

クラブ セガ 新杉田

235-0033

神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目1-1 らびすた新杉田2F

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

スーパーハンマー狩場店

240-0025

神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町164-1 ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ狩場ｲﾝﾀｰ店内

ミリアンパーク厚木店

243-0016

神奈川県厚木市田村町9-25

小田原メトロポリス

256-0813

神奈川県小田原市前川219-4

タイトーステーション 溝の口店

213-0001

神奈川県川崎市高津区溝口1-11-8 OKKA634ﾋﾞﾙ3階

アミューズメントパーク ベネクス川崎店

210-0852

神奈川県川崎市川崎区鋼管通4-8-3

アピナ橋本店

252-0131

神奈川県相模原市緑区西橋本5-1-1ﾗ･ﾌﾛｰﾙ駐車場棟1階

アミューズメントパーク ベネクス大和店

242-0001

神奈川県大和市下鶴間2752-2

ドラマ

251-0875

神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8

アミューズメントパーク ベネクス平塚店

254-0014

神奈川県平塚市四之宮6-10-27

セガ 松戸

270-2253

千葉県松戸市日暮1-1-1八柱駅第2ﾋﾞﾙ2階

クラブ セガ 稲毛オーツーパーク

263-0051

千葉県千葉市稲毛区園生町380-1ｵｰﾂｰﾊﾟｰｸ内

セガ アリーナ 蘇我

260-0835

千葉県千葉市中央区川崎町51-1蘇我ﾊｰﾊﾞｰｼﾃｨ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｳｫｰｸ ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ棟 1F

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

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

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

イスカンダル木更津店

292-0834

千葉県木更津市潮見4-1-2

ツタヤ水元店

125-0032

東京都葛飾区水元3-11-23

セガ ワールド 船堀

134-0091

東京都江戸川区船堀1-6-11

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

東京ジョイポリス

135-0091

東京都港区台場1-6-1DECKS TOKYO BEACH 4F

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

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

ゲームプラザＧＡＯ歌舞伎町店

160-0021

東京都新宿区歌舞伎町1-6-8ｱﾐｭｰｽﾞ歌舞伎町ﾋﾞﾙ1F

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

ウエアハウス入谷店

121-0836

東京都足立区入谷7-8-111F

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

ドラマ八王子高倉店

192-0033

東京都八王子市高倉町55-4

ドラマ野猿店

192-0352

東京都八王子市大塚628-1

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

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

プラサカプコン 吉祥寺店

184-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1いなりやﾋﾞﾙB1F

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

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

セガ 赤羽

115-0045

東京都北区赤羽1-7-9

タイトーＦステーション オリナス錦糸町店

130-0012

東京都墨田区太平4-1-2ｵﾘﾅｽﾓｰﾙ地下1階

クラブ セガ 自由ヶ丘

152-0035

東京都目黒区自由が丘2-10-9

クラブ セガ 立川

190-0023

東京都立川市柴崎町3-2-1ｻｻﾞﾝﾋﾞﾙ 1F

アミュージアムＯＳＣ店

178-0063

東京都練馬区東大泉2-34-1ｵｽﾞ･ｽﾀｼﾞｵ･ｼﾃｨｰ2F

セガ ワールド 宇都宮

321-0953

栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7

セガ ワールド 小山

323-0825

栃木県小山市東城南1-1-18

ドラマ 足利店

326-0823

栃木県足利市朝倉町244-1

セガ 今市

321-2405

栃木県日光市芹沼1448-1

安城メトロポリス

446-0022

愛知県安城市浜富町6-8

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ｲｵﾝﾓｰﾙ木曽川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

セガ 岡崎

444-0823

愛知県岡崎市上地3-50-4

ポート２４幸田店

444-0111

愛知県額田郡幸田町高力字沖原15ｶﾒﾘｱｶﾞｰﾃﾞﾝ幸田内

セガ イオンタウン 刈谷

448-0007

愛知県刈谷市東境町京和1

クラブ セガ 春日井

486-0805

愛知県春日井市岩野町菅廻間4180

小牧メトロポリス

485-0015

愛知県小牧市間々片山181-1

セガ 東名ボール

489-0972

愛知県瀬戸市西原町2丁目114

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

セガプライムツリー赤池

470-0125

愛知県日進市赤池町箕ﾉ手1番

セガ 飯村

440-0833

愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121

ポート２４御津店

441-0302

愛知県豊川市御津町大字下佐脇字仲荒19-3

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

カラフルパーク・にこぱ 千種店

464-0858

愛知県名古屋市千種区千種2丁目16番13号ｲｵﾝ千種2F

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

セガマーゴ関

501-3936

岐阜県関市倉知516番地ﾏｰｺﾞｼﾈﾏ館2F

セガ ワールド アクアウォーク大垣

503-0015

岐阜県大垣市林町6-80-21ｱｸｱｳｫｰｸ大垣2F

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

お宝中古市場 上越店

943-0834

新潟県上越市西城町2-6-11

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

アピナ長岡店

940-2026

新潟県長岡市堺東町22

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

シートピアＹＡＺ 焼津店

425-0055

静岡県焼津市道原585番地

セガ ワールド 静岡

420-0035

静岡県静岡市葵区七間町4番地2号静活ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 1,2F

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

アップル島田店

427-0016

静岡県島田市宝来町8-5

タイトーＦステーション イオン富士宮店

418-0032

静岡県富士宮市浅間町1番8号

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

ゲームパラダイス

920-0849

石川県金沢市堀川新町5−1

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

アピナ伊那店

396-0021

長野県伊那市西町5093

セガ 松本

390-0841

長野県松本市渚1-7-5-3

アピナ松本店

390-0833

長野県松本市双葉19-10

アピナ長野大橋店

380-0928

長野県長野市若里7-9-12

アピナ長野村山店

381-0011

長野県長野市村山502-1

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

フクイレジャーランドワイプラザ店

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

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

セガ 伊勢

516-0053

三重県伊勢市中須町666

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

アミパラ

513-0808

三重県鈴鹿市西條町430-1

セガ ワールド 草津

525-0025

滋賀県草津市西渋川1-23-23SARA新棟2F

アミパラ草津店

520-3252

滋賀県草津市木川町311-1 JJﾀｳﾝ木川2F

ソユーゲームフィールド 堺鉄砲町店

590-0905

大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ堺鉄砲町3F

藤沢店

京都店

鈴鹿店

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
セガ ワールド アポロ

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31ｱﾎﾟﾛﾋﾞﾙ 3F

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 ｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ 3階

ＭＥＣＨＡ天保山店

552-0022

大阪府大阪市港区海岸通1-1-10 天保山ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ内

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

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

梅田ジョイポリス

530-0017

大阪府大阪市北区角田町5-15HEP5 8F

ベターラック

556-0002

大阪府大阪市浪速区恵美須東2-4-10

セガ ワールド 布施

577-0056

大阪府東大阪市長堂1-1-1ﾛﾝﾓｰﾙ布施内

クラブ セガ 藤井寺

583-0000

大阪府藤井寺市沢田1-20-8

セガ 新三国 アルゴ７

561-0823

大阪府豊中市神州町1-15ｱﾙｺﾞｾﾌﾞﾝﾋﾞﾙ2階

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

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

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

セガ 神戸ｕｍｉｅサウスモール

650-0044

兵庫県神戸市中央区東川崎1-7-2 A-408

セガフェニックスプラザ摩耶

657-0851

兵庫県神戸市灘区味泥町6-1ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ1F

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

セガ あまがさきキューズモール

661-0976

兵庫県尼崎市潮江1-3-1ｺｺｴあまがさき内4F

クラブ セガ 姫路ＯＳ

670-0927

兵庫県姫路市駅前町254姫路OSﾋﾞﾙ B1F

セガ明石

674-0074

兵庫県明石市魚住町清水2464-1

アミパラ松山店

790-0051

愛媛県松山市生石町655-1

セガ イオンモール 岡山

700-0907

岡山県岡山市北区下石井1-2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山内6階

岡山ジョイポリス

700-0907

岡山県岡山市北区下石井2-10-1

アミパラ岡山店

700-0941

岡山県岡山市北区青江1-13-8

セガ 倉敷

710-0833

岡山県倉敷市西中新田535-2

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

アミパラ津山店

708-0842

岡山県津山市河辺1000-1ｲｵﾝ津山ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内2F

セガ 海田

736-0042

広島県安芸郡海田町南大正町 3-35

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

中四国 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

スペース Ｖ１廿日市店

738-0015

広島県廿日市市本町4−23

福山メトロポリス

721-0953

広島県福山市一文字町24-1

ドリームプラネット高松店

761-8056

香川県高松市上天神町536ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃﾊﾟｳ高松店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

てくもぴあ柳井店

742-0036

山口県柳井市駅南1-11 ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ柳井ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰA棟

アミパラ鳥取店

680-0904

鳥取県鳥取市晩稲100-1ｲｵﾝ鳥取北SC内2F

アミパラ

683-0803

鳥取県米子市日ﾉ出町1丁目8-13

セガ 徳島 スエヒロボウル

770-0865

徳島県徳島市南末広4-18

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

ＦＡＳボウリングセンター

847-0011

佐賀県唐津市栄町2581-1

セガ ワールド 出水

899-0126

鹿児島県出水市六月田町347

ＦＥＳＴＡフリーモールわさだ店

870-1161

大分県大分市大字木之上字鉾手2102番地

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 中津

871-0021

大分県中津市沖代町1-2-16

さくらボウル

871-0011

大分県中津市大字下池永71-1

ソニックワールド大村

856-0817

長崎県大村市古賀島町383-1

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

楽市楽座 クリエイト宗像店

811-3400

福岡県宗像市くりえいと1-4-4

プラサカプコン 直方店

822-0001

福岡県直方市湯野原2-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ直方2F

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

小倉メトロポリス

803-0801

福岡県北九州市小倉北区西港町41421

クラブ セガ 北谷

904-0115

沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

近畿

九州

沖縄

がいな店

