『ted２ 赤タンクトップおすわりぬいぐるみ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

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

061-1441

北海道恵庭市住吉町2丁目9-1

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

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

プラサカプコン 石巻店

986-0861

宮城県石巻市蛇田字新金沼170ｲｵﾝ石巻ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

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

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

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

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

群馬レジャーランド太田店

373-0285

群馬県太田市西矢島町162-2

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

ソユーゲームフィールド 熊谷店

360-0032

埼玉県熊谷市銀座二丁目245番地 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾆｯﾄｰﾓｰﾙ4F

埼玉レジャーランド川越店

関東

北陸東海

近畿

住所

070-0030

北海道 キャッツアイ恵庭店

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

ＡＭモナコ川越１号店

350-0043

埼玉県川越市新富町2-4-1関口池田ﾋﾞﾙ1F

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

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

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

ミリアンパーク厚木店

243-0016

神奈川県厚木市田村町9-25

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

ドラマ

251-0875

神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8

アミューズメントランドＹＡＺ 平塚店

254-0013

神奈川県平塚市田村1丁目4−26

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

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

イスカンダル木更津店

292-0834

千葉県木更津市潮見4-1-2

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

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

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 上野アメ横店

110-0005

東京都台東区上野4-10-17

タイトーステーション 上野御徒町店

110-0005

東京都台東区上野4-6-9

ドラマ八王子高倉店

192-0033

東京都八王子市高倉町55-4

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

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

インターパークプラスワン宇都宮

321-0118

栃木県宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ 6-5-1

ドラマ 足利店

326-0823

栃木県足利市朝倉町244-1

アミューズメントファクトリー

479-0882

愛知県常滑市りんくう町2丁目20番3 ｲｵﾝﾓｰﾙ常滑店2F

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

ファンタジープラザ名古屋

462-0018

愛知県名古屋市北区玄馬町234-1ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ名古屋本店ｸﾛｽﾀｳﾝ2階

楽市楽座 イオンモール甲府店

409-3852

山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内1街区ｲｵﾝﾓｰﾙ甲府昭和2011

上越レジャーランボウル

942-0063

新潟県上越市下門前薬島827-2

アップル新北街道店

420-0816

静岡県静岡市葵区沓谷5-13-4

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

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

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

アピナ伊那店

396-0021

長野県伊那市西町5093

楽市楽座

390-0811

長野県松本市中央4丁目9番51号 ｲｵﾝﾓｰﾙ松本 風庭2階

アピナ飯田店

395-0001

長野県飯田市座光寺3728-1

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

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

ハリケーン寺町京極店

604-8046

京都府京都市中京区新京極蛸薬師下る東側町501-18

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

ＮＩＣＯＰＡ 四日市北店

510-8016

三重県四日市市富州原町2-40ｲｵﾝ四日市北店2F

ＧａｍｅＦｉｅｌｄピエリ守山店

524-0101

滋賀県守山市今浜町2620-5 ﾋﾟｴﾘ守山1F

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ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

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 3319

藤沢店

イオンモール松本店

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
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

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

楽市楽座 イオンモール大阪ドーム店

550-0023

大阪府大阪市西区千代崎3丁目13-1

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

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

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

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 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

751-0869

山口県下関市伊倉新町3丁目41275

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

683-0803

鳥取県米子市日ﾉ出町1丁目8-13

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

スペースタイム２５・イオン錦店

868-0303

熊本県球磨郡錦町西字打越715-1ｲｵﾝ錦店内

楽市楽座 鳥栖店

841-0026

佐賀県鳥栖市本鳥栖町537−1 ﾌﾚｽﾎﾟ鳥栖 2F からだ110 ﾌﾚｽﾎﾟ鳥栖院

楽市楽座イオンタウン姶良店

899-5431

鹿児島県姶良市西餅田264−1

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

ゆめタウン別府ＢＩＧＷＡＶＥ

874-0943

大分県別府市楠町382-6

Ａｓｏｂｉ Ｄｏｕｒａｋｕ新合川店

839-0865

福岡県久留米市新合川1丁目6−7

楽市楽座 行橋店

824-0038

福岡県行橋市西泉6-1-1ｺｽﾀ行橋ｱﾐｭｰｽﾞ棟2F

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

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

中四国 ゆめシティ３Ｆ ゆめパーク

九州

がいな店

イオン伊都店

