『ted２ 花火柄Tシャツぬいぐるみ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。
地域

店舗名
ディノスパーク 札幌中央店

北海道 わいわいランド帯広店

東北

関東

北陸東海

郵便番号

住所

060-0063

北海道札幌市中央区南3条西1-8.1F

080-0831

北海道帯広市稲田町南8線西10-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ帯広店内2F

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

ＡＭスペースＢＡＧＩＢＡＧＩ

027-0081

岩手県宮古市新川町3-17

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

ゲームランド

998-0044

山形県酒田市中町2-5-19 酒田駐車ﾋﾞﾙ1F

ＳＯＹＵ ＧＡＭＥ ＦＩＥＬＤ いわき小名浜店

971-8101

福島県いわき市小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業内 ｲｵﾝﾓｰﾙいわき小名浜 3階

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

キラキラＡｓｏｂｏｘ桶川店

363-0017

埼玉県桶川市西2-9-36 桶川ﾏﾒﾄﾗｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸ2F

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

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

ゲームスクエア三芳店

354-0041

埼玉県入間郡三芳町藤久保北新埜８５５－４０３ アクロスプラザ三芳内

ウエアハウス草加店

340-0831

埼玉県八潮市南後谷507

よこはまコスモワールド

231-0001

神奈川県横浜市中区新港2-8-1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ファミリーファーム 赤池店

470-0126

愛知県日進市赤池箕ﾉ手2-757 ﾌﾟﾗｲﾑﾂﾘｰ赤池 3F

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

ＹＡＺ ＷＯＲＬＤ 四日市店

510-0883

三重県四日市市泊小柳町4-34

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

タイトーステーション上越店

943-0173

新潟県上越市富岡3524J-MAXｼｱﾀｰ内

メジャーロード白根店

950-1214

新潟県新潟市南区上下諏訪木948−2

アピナ長岡店

940-2026

新潟県長岡市堺東町22

シートピアＹＡＺ大須賀店

437-1304

静岡県掛川市西大渕3359

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

アピナ伊那店

396-0021

長野県伊那市西町5093

アムワールド

385-0021

長野県佐久市長土呂125-1 ｱﾑｱﾑﾋﾞﾚｯｼﾞ

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

アピナ長野村山店

381-0011

長野県長野市村山502-1

アピナ富山新庄店

930-0982

富山県富山市荒川3-2-12

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

福井レジャーランド板垣店

918-8112

福井県福井市下馬3-101

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

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

イオンタウン湖南ゲームコーナー

520-3252

滋賀県湖南市岩根4580 ｲｵﾝﾀｳﾝ湖南

ゲームフィールド 守山店

524-0101

滋賀県守山市今浜町2620-5 ﾋﾟｴﾘ守山店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

ゲームパニック堺

590-0901

大阪府堺市堺区築港八幡町1番地1 堺浜えんため館

マリーン

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
近畿

天王寺パスカ

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-55

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

ＷＡＶＥアメリカ村

542-0086

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-16-12ﾆｭｰｱﾒﾘｱﾝﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F

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

アクス

542-0076

大阪府大阪市中央区難波1-1-3

難波ヒルズ

542-0076

大阪府大阪市中央区難波3-2-34

ＳＯＹＵミクロガーデン橿原店

634-0837

奈良県橿原市曲川町7-20-1ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F

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

ゲームランドＢＡＬＬＹ

641-0014

和歌山県和歌山市毛見1527和歌山ﾏﾘｰﾅｼﾃｨ内ﾎﾟﾙﾄﾖｰﾛｯﾊﾟ

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

アミパラ岡山店

700-0941

岡山県岡山市北区青江1-13-8

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

アミパラここじゃ店

739-0044

広島県東広島市西条町下見6-10-19山手電機内

744-0025

山口県下松市中央町21-3THE MALL周南3F

てくもぴあ阿知須店

754-1277

山口県山口市阿知須4825-1 ｻﾝﾊﾟｰｸあじす2階

ちびっこランド長門店

759-4106

山口県長門市大字仙崎網田322-1ﾌｼﾞ長門店内2F

スーパーヒーロー倉吉

682-0803

鳥取県倉吉市見日町633

ＴＳＵＴＡＹＡ弓ケ浜店

683-0851

鳥取県米子市夜見町2937-3

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 ３０３佐賀大和店

840-0201

佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535

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

Ｇ－ＳＴＡ

895-0021

鹿児島県薩摩川内市向田本町49番

楽市楽座 佐世保店

857-1161

長崎県佐世保市大塔町1861−12

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

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 アミュージアム周南店

九州

沖縄

