『ted２ まんまるフェイスぬいぐるみ』 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

郵便番号

住所

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

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

キャッツアイ新札幌店

004-0005

北海道札幌市厚別区厚別東五条1丁目1-10

北海道 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

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

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

ディノスパーク 北見店

090-0838

北海道北見市西三輪5丁目1番地16

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

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

リスチャイルド本荘店

015-0011

秋田県由利本荘市石脇字田中138番地

青森メトロポリス

038-0006

青森県青森市石江三好1-15-8

ファンタジードーム八戸店

031-0801

青森県八戸市江陽2-14-1ﾗﾋﾟｱ八戸店別棟

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

ジャムジャムひたちなか本店

311-1235

茨城県ひたちなか市田中後40-11

ゲームパニックつくば

300-0850

茨城県土浦市中村東1-1-1

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

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

タイトーステーション 大宮店

330-0846

埼玉県さいたま市大宮区大門町一丁目1番地

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

アピナ上尾店

362-0015

埼玉県上尾市緑丘3丁目3番11-2号PAPA上尾 ﾌﾟﾘﾝｾｽ棟1階･2階

ゲームシティプラス川越店

350-0026

埼玉県川越市泉町1-1ｳﾆｸｽ南古谷ｼﾈﾏ棟1F

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

ゲームシティ川口店

332-0017

埼玉県川口市栄町1-10-5

ぐるぐる大帝国入間店

358-0012

埼玉県入間市東藤沢2-18-20

ウエアハウス草加店

340-0831

埼玉県八潮市南後谷507

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

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

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

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

イスカンダル五井金杉

290-0057

千葉県市原市五井金杉1-47

ゲームチャリオット 辰巳店

290-0015

千葉県市原市市原500-1

大慶園

272-0801

千葉県市川市大町359

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

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

ゲームシティ国分寺南

185-0021

東京都国分寺市南町2丁目17−1 ﾊﾀﾔ第1ﾋﾞﾙｾｯﾃ国分寺 1F

タイトーステーション ＢＩＧＢＯＸ高田馬場店

169-0075

東京都新宿区高田馬場1-35-3BIG BOX6F

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

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

ドラマ日野南平店

191-0041

東京都日野市南平3丁目19−21

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

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

安城メトロポリス

446-0022

愛知県安城市浜富町6-8

ゲームゾーン一宮店

491-0025

愛知県一宮市羽衣2-5-1

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

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

小牧メトロポリス

485-0015

愛知県小牧市間々片山181-1

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

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

半田メトロポリス

475-0838

愛知県半田市旭町3-11-1

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

中川メトロポリス

454-0954

愛知県名古屋市中川区江松3-110

大垣メトロポリス

503-0808

岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

959-1232

新潟県燕市井土巻3-150ｲｵﾝ県央店 ｱﾒﾆﾃｨ棟1F

アピナ長岡店

940-2026

新潟県長岡市堺東町22

シートピアＹＡＺ 焼津店

425-0055

静岡県焼津市道原585番地

エーツー南瀬名店

420-0915

静岡県静岡市葵区南瀬名町2-5

タイトーＦステーション イオンモール浜松市野店

435-0052

静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松市野店2F

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

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

万代書店

392-0015

長野県諏訪市中洲2962

アピナ長野村山店

381-0011

長野県長野市村山502-1

ゲームスポット２０７

933-0856

富山県高岡市鐘紡町1655-3

ゲームパニック京都

604-8035

京都府京都市中京区新京極三条下る桜之町415 MOVIX京都別館

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

アピナ鈴鹿店

513-0834

三重県鈴鹿市庄野羽山4丁目20番1号ｲｵﾝﾀｳﾝ鈴鹿2階

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

東北

関東

藤沢店

北陸東海 タイトーＦステーション イオン燕三条店

近畿

諏訪店

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
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

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

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

ユーズランド倉敷店

710-0802

岡山県倉敷市水江1番地ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷2F

710-0833

岡山県倉敷市西中新田624-1ｱﾐﾊﾟﾗﾎﾞｳﾙ1F

福山メトロポリス

721-0953

広島県福山市一文字町24-1

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

683-0803

鳥取県米子市日ﾉ出町1丁目8-13

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

さくらボウル

871-0011

大分県中津市大字下池永71-1

タイトーステーション アミュプラザ長崎店

850-0058

長崎県長崎市尾上町1-1ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ長崎4F

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

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

中四国 アミパラ倉敷店

九州

沖縄

がいな店

