
地域 店舗名 郵便番号 住所

ＧａｍｅＦｉｅｌｄ旭川駅前店 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

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

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

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

ＰＲＥＳＴＯユザワプラザ店 012-0845 秋田県湯沢市材木町2ｰ1ｰ18ﾕｻﾞﾜﾌﾟﾗｻﾞ2階

チーノランド八戸店 031-0042 青森県八戸市十三日町16番地八戸ｽｶｲﾋﾞﾙ6F

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

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

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

セガ水戸南 310-0851 茨城県水戸市千波町2017-1

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

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

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

セガ　所沢 359-1123 埼玉県所沢市日吉町8-1

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

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

横浜コスモワールド 220-0000 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-1ｺｽﾓﾜｰﾙﾄﾞ内日本丸地区

横浜みなとみらい万葉の湯８Ｆお祭り広場 231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-7-1

ミリアンパーク厚木店 243-0016 神奈川県厚木市田村町9-25

ドラマ　　藤沢店 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8

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

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

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

千葉レジャーランド野田店 278-0042 千葉県野田市吉春776-1

セガ　ワールド　船堀 134-0091 東京都江戸川区船堀1-6-11

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

セガ　代々木 151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目35-2高山ﾋﾞﾙ1F･B1F

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

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

ドラマ瑞穂店 190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵382-1

セガ　竹の塚 121-0813 東京都足立区竹の塚6-8

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

セガ　ワールド　東大和 207-0022 東京都東大和市桜ｹ丘1-1330-19ﾋﾞｯｸﾎﾞｯｸｽ東大和 1F

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

西友　福生店　キッズパーク 197-0021 東京都福生市東町5-1

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

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

セガ　ワールド　宇都宮 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7

ドラマ　足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町244-1

セガ　東名ボール 489-0972 愛知県瀬戸市西原町2丁目114

セガ　飯村 440-0833 愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121

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　金山 456-0001 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ沼津店 410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-5

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

ゲームパラダイス 920-0849 石川県金沢市堀川新町5−1

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

ＹＡＺ長野店 381-0000 長野県長野市 南石堂町1418-2

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　　京都店 604-8046 京都府京都市中京区新京極通り蛸薬師  東側町501-17

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

クラブ　セガ　名張 518-0773 三重県名張市希央台3-15

宝島　八日市店 527-0011 滋賀県東近江市八日市浜野町3−1 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ ｱﾋﾟｱ

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

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

難波ヒルズ 542-0076 大阪府大阪市中央区難波3-2-34

クラブ　セガ　東梅田 530-0027 大阪府大阪市北区堂山町9-28

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

クラブ　セガ　藤井寺 583-0000 大阪府藤井寺市沢田1-20-8

レインボーランド和泉中央店 594-0041 大阪府和泉市いぶき野5丁目1番11号 ｲｽﾞﾐﾔ和泉中央店3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

レインボーランド昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻1-1ｲｽﾞﾐﾔ昆陽店3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

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　海田 736-0042 広島県安芸郡海田町南大正町 3-35

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

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

九州 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

沖縄 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

中国

『ted２　バンダナうつぶせぬいぐるみ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。
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