『ted２ ニット帽ぬいぐるみ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

北海道旭川市永山3条1丁目4番7号

ソユーゲームフィールド 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

ソユーゲームフィールド旭川西店

070-0823

北海道旭川市緑町二十三丁目2161番地3 ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西3F

064-0805

北海道札幌市中央区南五条西三丁目6番地1

ラウンドワンスタジアム札幌北２１条店

065-0021

北海道札幌市東区北21条東1丁目1番21号

ラウンドワンスタジアム札幌・白石本通店

003-0027

北海道札幌市白石区本通16丁目北1番50号

ラウンドワンスタジアム函館店

041-0824

北海道函館市西桔梗町848番地11

ソユーゲームフィールド 釜石店

026-0011

岩手県釜石市港町二丁目1番1号 ｲｵﾝﾀｳﾝ釜石店3F

ＡＭスペースＢＡＧＩＢＡＧＩ

027-0081

岩手県宮古市新川町3-17

ラウンドワンスタジアム盛岡店

020-0045

岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目10-35

アミューズメントゾーン 北上店

024-0094

岩手県北上市本通り二丁目2-1 さくら野百貨店北上店4F

ラウンドワン仙台苦竹店

983-0036

宮城県仙台市宮城野区苦竹1丁目7番10号

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

アピナ鶴岡店

997-0003

山形県鶴岡市文下字広野1-1

ソユーゲームフィールド 天童店

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

ラウンドワンスタジアム秋田店

010-0061

秋田県秋田市卸町1丁目1番2号

ソユーゲームフィールド 御所野店

010-1413

秋田県秋田市御所野地蔵田一丁目1番地1号 ｲｵﾝﾓｰﾙ秋田2F

ラウンドワン青森店

030-0843

青森県青森市浜田3丁目1番1号

ソユーゲームフィールドいわき小名浜店

971-8555

福島県いわき市小名浜字辰巳町79番地 イオンモールいわき小名浜3階

ラウンドワンスタジアム郡山店

963-8801

福島県郡山市向河原町4番55号

ラウンドワンスタジアム福島店

960-8068

福島県福島市太田町14番18号

アピナ下館店

308-0847

茨城県筑西市玉戸1012-3

ラウンドワンスタジアム前橋店

379-2154

群馬県前橋市天川大島町1101-1

ラウンドワン大宮店

330-0802

埼玉県さいたま市大宮区宮町4丁目90番地7

ウエアハウス越谷店

343-0804

埼玉県越谷市南荻島841-1

ラウンドワンスタジアムさいたま・栗橋店

349-1105

埼玉県久喜市小右衛門192-1

プレイランド 菖蒲店

346-0106

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1 ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲3F

ラウンドワンさいたま・鴻巣店

365-0062

埼玉県鴻巣市箕田3163番7

ラウンドワンスタジアムららぽーと新三郷店

341-8550

埼玉県三郷市新三郷ららｼﾃｨ3丁目1-1ららぽｰと新三郷 2階 20000番

ラウンドワンさいたま・上里店

369-0301

埼玉県児玉郡上里町大字金久保394-1

ラウンドワンスタジアム上尾店

362-0011

埼玉県上尾市大字平塚917番地1

埼玉レジャーランド川越店

関東

住所

079-8413

北海道 ラウンドワン札幌すすきの店

東北

郵便番号

ラウンドワンスタジアム旭川店

350-0043

埼玉県川越市新富町1-17-4

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

ラウンドワン草加店

340-0024

埼玉県草加市谷塚上町204番地1

ラウンドワンスタジアム朝霞店

351-0014

埼玉県朝霞市膝折町2丁目16-10

ラウンドワンスタジアム入間店

358-0026

埼玉県入間市小谷田3丁目7番25号

ラウンドワンわらび店

335-0001

埼玉県蕨市北町5-1-6

ラウンドワン横浜綱島店

222-0001

神奈川県横浜市港北区樽町2-6-40 T-PLATZ

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

ラウンドワン横浜西口駅

220-0005

神奈川県横浜市西区南幸2-8-16

神奈川レジャーランド厚木店

243-0031

神奈川県厚木市戸室5-31-1

ミリアンパーク厚木店

243-0016

神奈川県厚木市田村町9-25

ラウンドワン高津店

213-0002

神奈川県川崎市高津区二子4丁目8番1号

ラウンドワンスタジアム川崎大師店

210-0821

神奈川県川崎市川崎区殿町1-5-1

ラウンドワンららぽーと湘南平塚店

254-8510

神奈川県平塚市天沼10-1 3階

千葉レジャーランド成東店

289-1327

千葉県山武市姫島111-1

ラウンドワン市原店

290-0062

千葉県市原市八幡北町三丁目5番1

ラウンドワン市川鬼高店

272-0015

千葉県市川市鬼高4丁目1番3号

ラウンドワン習志野店

275-0023

千葉県習志野市芝園1丁目4番5号

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ｰBAY西館3階 区画番号W3020

ラウンドワンスタジアムアリオ柏店

277-0922

千葉県柏市大島田950-1-1070

ラウンドワン八千代村上店

276-0028

千葉県八千代市村上南1丁目5番地54

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

ラウンドワンスタジアムダイバーシティ東京 プラザ店

135-0064

東京都江東区青海(あおみ)1丁目1番10号 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ東京 ﾌﾟﾗｻﾞ 6階

ラウンドワン南砂店

136-0076

東京都江東区南砂六丁目7番15号 ﾄﾋﾟﾚｯｸﾌﾟﾗｻﾞ

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

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

タイトーステーション 浅草店

111-0032

東京都台東区浅草1-27-5ROX DOME 1F

タイトーステーション ＢＩＧＦＵＮ平和島店

143-0006

東京都大田区平和島 1-1-1BIGFUN平和島3F

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

ラウンドワン町田店

194-0022

東京都町田市森野1-13-14

ラウンドワン八王子店

192-0903

東京都八王子市万町53番地の1

ラウンドワンスタジアム板橋店

174-0044

東京都板橋区相生町16番13号

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

ラウンドワン府中本町駅前店

183-0027

東京都府中市本町1丁目13番3号

ラウンドワン武蔵村山店

208-0023

東京都武蔵村山市伊奈平3-1-1

ラウンドワン吉祥寺店

180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-22

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

ラウンドワン池袋店

170-0013

東京都豊島区東池袋一丁目14番1号 池袋ｽｸｴｱ

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

ラウンドワンスタジアム宇都宮店

321-0102

栃木県宇都宮市江曽島町2072-1

ラウンドワン栃木・樋ノ口店

328-0024

栃木県栃木市樋ﾉ口町55番地1

ラウンドワンスタジアム半田店

475-0828

愛知県半田市瑞穂町6丁目7番地の8

ラウンドワンスタジアム豊橋店

441-3147

愛知県豊橋市大岩町字岩田27番地-2

ラウンドワンスタジアム名古屋西春店

481-0035

愛知県北名古屋市宇福寺神明15番地

ラウンドワン千種店

464-0859

愛知県名古屋市千種区新栄3-20-17ﾀｲﾎｳ千種駅南ﾋﾞﾙ8階

タイトーステーションフェドラ大須店

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1階･2階

ラウンドワンスタジアム中川１号線店

454-0859

愛知県名古屋市中川区法蔵町2丁目23番

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

ラウンドワン鳴海店

458-0801

愛知県名古屋市緑区鳴海町杜若28番地

ラウンドワンモレラ岐阜店

501-0497

岐阜県本巣市三橋1100

ラウンドワンスタジアムみえ・川越ＩＣ店

510-8124

三重県三重郡川越町大字南福崎851番地1

ラウンドワン津・高茶屋店

514-0817

三重県津市高茶屋小森町277番地8

ラウンドワン山梨・石和店

406-0035

山梨県笛吹市石和町広瀬737番1

950-0954

新潟県新潟市中央区美咲町2丁目1番38号

ソユーゲームフィールド 新発田店

957-0061

新潟県新発田市住吉町五丁目11番5号 ｲｵﾝﾓｰﾙ新発田2F

ラウンドワン静岡・駿河店

421-0102

静岡県静岡市駿河区手越75番地

ラウンドワンスタジアム浜松店

435-0052

静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981番17

ラウンドワン富士店

417-0024

静岡県富士市八代町4番15号

バイパスレジャーランド加賀店

922-0303

石川県加賀市箱宮町ｦ1-1

ラウンドワンスタジアム金沢店

921-8163

石川県金沢市横川6丁目120-1

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

ラウンドワンスタジアム長野店

381-0038

長野県長野市大字東和田827番地6

ユーズランド高岡店

933-0813

富山県高岡市下伏間江383ｲｵﾝ高岡SC2F

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

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

ラウンドワン京都河原町店

604-8032

京都府京都市中京区河原町通三条下る山崎町250番地

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

ラウンドワンスタジアム京都伏見店

612-8387

京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町131

ラウンドワンスタジアム浜大津アーカス店

520-0041

滋賀県大津市浜町2番1号浜大津ｱｰｶｽ4F

ラウンドワン岸和田店

596-0049

大阪府岸和田市八阪町2-11-1

ラウンドワンスタジアム高槻店

569-0036

大阪府高槻市辻子3丁目6番4号

ラウンドワンスタジアム堺駅前店

590-0985

大阪府堺市堺区戎島町4-44-3

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

ラウンドワンスタジアム堺中央環状店

599-8102

大阪府堺市東区石原町2-241

ラウンドワン守口店

570-0017

大阪府守口市佐太東町2-6-14ｼﾞｬｶﾞｸﾞﾘｰﾝ2階

北陸東海 ラウンドワンスタジアム新潟店

ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＦＩＥＬＤ ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1 3F 30060

近畿

中四国

九州

沖縄

ソユーウェスタンシティ

554-0024

大阪府大阪市此花区島屋六丁目2番82号 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｼﾃｨ和幸ﾋﾞﾙ3F

ラウンドワンスタジアム城東放出店

536-0003

大阪府大阪市城東区今福南3-4-38

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

ラウンドワン北心斎店

542-0081

大阪府大阪市中央区南船場3丁目6番18号

ラウンドワンスタジアム千日前店

542-0076

大阪府大阪市中央区難波1丁目3番1号

ラウンドワン東淀川店

533-0022

大阪府大阪市東淀川区菅原7-14-29

ラウンドワン梅田店

530-0018

大阪府大阪市北区小松原町4番16号

ラウンドワン東大阪店

578-0943

大阪府東大阪市若江南町1丁目2番12号

ラウンドワン豊中店

561-0841

大阪府豊中市名神口1丁目1番1号

ラウンドワンスタジアム枚方店

573-1131

大阪府枚方市高野道1丁目20番20号

ラウンドワンららぽーと和泉店

594-1157

大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 4階

楽市楽座 イオンモール大和郡山店

639-1101

奈良県大和郡山市下三橋町741-333ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山店3F

ラウンドワンスタジアム 奈良・ミナーラ店

630-8012

奈良県奈良市二条大路南1-3-1 ﾐ･ﾅｰﾗ 5階

ラウンドワン加古川店

675-0021

兵庫県加古川市尾上町安田325番地の6

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

アルゴ

650-0011

兵庫県神戸市中央区下山手通り1-9

ラウンドワン三宮駅店

651-0088

兵庫県神戸市中央区小野柄通6-1-17

ラウンドワン新開地店

652-0811

兵庫県神戸市兵庫区新開地2-3-4大京聚楽館ﾋﾞﾙ

ラウンドワン姫路飾磨店

672-8035

兵庫県姫路市飾磨区中島1丁目254番地

ラウンドワンスタジアム和歌山店

641-0007

和歌山県和歌山市小雑賀739番地の3

ラウンドワン松山店

791-8005

愛媛県松山市東長戸1-3-10

ラウンドワンスタジアム岡山妹尾店

701-0205

岡山県岡山市南区妹尾3413番地1

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

ラウンドワン広島店

730-0032

広島県広島市中区立町3-11

ラウンドワン福山店

721-0961

広島県福山市明神町一丁目9番28号

ラウンドワンスタジアム高松店

760-0068

香川県高松市松島町二丁目7番43号

ラウンドワン高知店

780-0818

高知県高知市南宝永町4番12号

ＧＡＭＥパフェ下関店

750-0025

山口県下関市竹崎町4-4-8ｼｰﾓｰﾙ5F

ラウンドワン下関店

750-0066

山口県下関市東大和町1丁目3番15号

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

ラウンドワン徳島・万代店

770-0941

徳島県徳島市万代町4丁目19番地の1

ラウンドワンスタジアム宮崎店

880-0904

宮崎県宮崎市中村東3丁目4-60

ラウンドワンスタジアム熊本店

860-0047

熊本県熊本市西区春日7丁目25番15号

ラウンドワンスタジアム佐賀店

849-0915

佐賀県佐賀市兵庫北四丁目2番1号

ラウンドワンスタジアム鹿児島宇宿店

890-0073

鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目2番2号

ラウンドワンスタジアム大分店

870-0921

大分県大分市萩原2丁目13-17

Ａｓｏｂｉ Ｄｏｕｒａｋｕ新合川店

839-0865

福岡県久留米市新合川1丁目6−7

ラウンドワン大野城店

816-0912

福岡県大野城市御笠川1丁目18番16号

ラウンドワン福岡天神店

810-0001

福岡県福岡市中央区天神2-6-12

ラウンドワンスタジアム博多・半道橋店

812-0897

福岡県福岡市博多区半道橋2丁目2番8号

ラウンドワンスタジアム小倉店

803-0801

福岡県北九州市小倉北区西港町15-65

ラウンドワンスタジアム沖縄・宜野湾店

901-2224

沖縄県宜野湾市真志喜3丁目28番8号

クラブセガ 北谷

904-0115

沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

楽市楽座 イオンモール沖縄ライカム店

901-2300

沖縄県中頭郡北中城村ｱﾜｾ土地区画整理事業区域内4街区

ラウンドワン沖縄・南風原店

901-1111

沖縄県島尻郡南風原町字兼城552番地

