
地域 店舗名 郵便番号 住所

モーリーファンタジー旭川西店 070-0823 北海道旭川市緑町23-2161-3ｲｵﾝ旭川西店2階

ディノスパーク伊達店 052-0021 北海道伊達市末永町66-1

ＰＡＬＯ釧路店 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木1-1-7ｲｵﾝ釧路店2階

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ｰ1    ｲｵﾝﾓｰﾙ釧路昭和2F        

万代書店札幌手稲店 006-0032 北海道札幌市手稲区稲穂二条 2丁目2-8           

タイトーステーションイオンモール札幌平岡店 004-0873 北海道札幌市清田区平岡3条5-3-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌平岡店2F       

タイトーステーション札幌狸小路店　　 060-0062 北海道札幌市中央区南2条西3丁目5-1                     

ソユーゲーム札幌苗穂 007-0802 北海道札幌市東区東苗穂二条3-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌苗穂1F

ディノスパーク　札幌白石 003-0023 北海道札幌市白石区南郷通1丁目北8番1号

ディノスパーク　室蘭 050-0083 北海道室蘭市東町4-31-2

タイトーステーション　千歳店　　　　　　 066-0036 北海道千歳市北栄2-12-5                          

ディノスパーク帯広稲田店 080-0831 北海道帯広市稲田町南8線西12-1  ｽｽﾞﾗﾝﾎﾞｳﾙ内

ファンタジープラザ帯広店 080-0814 北海道帯広市西四条南12-3 長崎屋帯広店2F               

ディノスパーク　帯広 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

パロ滝川店 073-0024 北海道滝川市東町2-29-1ｲｵﾝ滝川店1F

ディノスパーク　苫小牧 053-0053 北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝﾓｰﾙ苫小牧2F

らんらんらんど中標津店 086-1146 北海道標津郡中標津町南町3-10  東武ｻｳｽﾋﾙｽﾞ1F

モーリーファンタジーイオン上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜4-44-1ｲｵﾝ上磯店1F

ディノスパーク上磯 049-0111 北海道北斗市七重浜7丁目14番1号ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ上磯店内

ファミリーゲームフィールド花巻 025-0016 岩手県花巻市高木第16地割68-6  銀河ﾓｰﾙ1F

タイトーステーション盛岡マッハランド店 020-0125 岩手県盛岡市上堂1-2-38      ﾏｯﾊﾗﾝﾄﾞ内             

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

チャットタウン北上店 024-0072 岩手県北上市北鬼柳19-71ﾊﾟﾙｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F

スーパーノバ仙台利府 981-0111 宮城県宮城郡利府町加瀬字新前谷地55-1利府ﾍﾟｱｶﾞｰﾃﾞﾝ内

レックアミューズメント門脇典 986-0853 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2-20

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

仙台レジャーランド一番町店 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-3-27  ｶﾞﾚﾘｱ一番町ﾋﾞﾙ1F-3F

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                       

タイトーステーション仙台クリスロード店　 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-3-25                       

タイトーステーション　仙台ベガロポリス店 982-0034 宮城県仙台市太白区西多賀5-24-1                      

アピナ鶴岡店 997-0003 山形県鶴岡市文下字広野1-1

ＳＵＰＥＲ　ＮＯＶＡ　ＴＥＮＤＯ 994-0049 山形県天童市南町1丁目5-26

ソユーゲームフィールド三川店 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128-1ｲｵﾝﾓｰﾙ三川1F

プレイランドソピア御所野店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1  ｲｵﾝ秋田SC2F

ユーズランド下田店 039-2112 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ下田1F

タイトーステーション　青森ガーラモール店 038-0006 青森県青森市三好2-3-19                          

プレイランド青森店 030-0843 青森県青森市浜田1-14-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ青森店2F

タイトーステーション青森アムゼ店 030-0845 青森県青森市緑3丁目9番地の2     ｻﾝﾛｰﾄﾞ青森 ｱﾑｾﾞ内        

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

モーリーファンタジーいわき店 970-8026 福島県いわき市平字三倉68-1ｲｵﾝいわき店3階

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

ｎａｍｃｏ　ｉｉａｓつくば店 305-0817 茨城県つくば市研究学園5丁目19番地 iiasつくば店2F

ユーズランド水戸内原店 319-0305 茨城県水戸市中原町字西135ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原2F

楽市楽座イオンモール土浦店 300-0811 茨城県土浦市上高津367番地ｲｵﾝﾓｰﾙ土浦ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

ゲームパニックつくば 300-0850 茨城県土浦市中村東1-1-1

群馬レジャーランド渋川店 377-0003 群馬県渋川市八木原1364

こころっこ新田店 370-0314 群馬県太田市新田市野井町592-13 ﾆｺﾓｰﾙ新田店内

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                    

Ｓｐｉｃａ大宮南銀店 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-57

ユーズランド　　越谷店 343-0828 埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ4丁目2番地2 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝKAZE3F

らら　　吉川店　 342-0041 埼玉県吉川市保1-13-3 ﾗｲﾌ吉川駅前店3F

エブリディ行田店 361-0037 埼玉県行田市下忍644-1

ラクガキ王国　三郷店　　　　　　　　　　 341-0051 埼玉県三郷市天神2丁目22番地     ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ 三郷店2F      

キッズプラザきゃらんど上里店 369-0306 埼玉県児玉郡上里町大字七本木2272-1 ｳﾆｸｽ上里 2階

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

クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ　ブリブリ　シネマスタジオ 344-0064 埼玉県春日部市南1丁目1-1 ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ春日部 3階 

ウエアハウス上尾店　 362-0017 埼玉県上尾市二ﾂ宮1044

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

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

ウエアハウス草加店　 340-0831 埼玉県八潮市南後谷507

ｎａｍｃｏ都筑店 224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町846-1

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

タイトーステーション海老名ビナウォーク店 243-0432 神奈川県海老名市中央1ｰ18-1    ﾋﾞﾅｳｫｰｸ六番館 2F        

ウエアハウス川崎店 210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町3-7

ドラマ　　藤沢店 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8

千葉レジャーランド成東店 289-1327 千葉県山武市姫島111-1

スーパービバホーム新習志野店２Ｆゲームコーナー　 275-0024 千葉県習志野市茜浜1-1-2 ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ新習志野店2階

東京ガリバー松戸店 271-0092 千葉県松戸市松戸1230-1 ﾋﾟｱｻﾞ松戸 1F

スポーツウエーブ鉄腕２４ 260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町1025-59

タイトーステーション　船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町1丁目6-1                          

メルヘンランド　アミリー大網店 299-3236 千葉県大網白里市みやこ野36892大綱白里ｱﾐﾘｰ3F

イスカンダル 292-0834 千葉県木更津市潮見4-1-2

ハロータイトー流山　　　　　　　　　　　 270-0164 千葉県流山市流山9丁目8002号    ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ 流山店3F      

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パレットタウン店 135-0064 東京都江東区青海1-3-8ﾊﾟﾚｯﾄﾀｳﾝ青海ﾋﾞﾙ3F

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

ウエアハウス入谷店　 121-0836 東京都足立区入谷7-8-111F

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              

こころっこイトーヨーカドー東久留米店 203-0053 東京都東久留米市本町3-8-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ東久留米店内

ドラマ野猿店 192-0352 東京都八王子市大塚628-1

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              

タイトーステーション錦糸町楽天地店　　 130-0022 東京都墨田区江東橋4-27-14    楽天地ﾋﾞﾙ地下1階           

アミューズランドモナコ立川店 190-0023 東京都立川市柴崎町3-4-1ｶﾜｲﾔﾋﾞﾙ

タイトーステーション宇都宮ベルモール店 321-0904 栃木県宇都宮市陽東6丁目2-1                         

タイトーステーションイオンモール佐野新都市店 327-0821 栃木県佐野市高萩町1324-1                         

ドラマ　足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町244-1

キッズインタイトーイオン春日井店 486-0927 愛知県春日井市柏井町4丁目17番地   ｲｵﾝ春日井店 3F ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ  

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

タイトーステーション　豊橋店　　　　　　 441-8061 愛知県豊橋市藤沢町141-4 1F                       

タイトーステーション弥富　　　　　　　　　　　　 498-0014 愛知県弥富市五明蒲原1371-4                        

ｎａｍｃｏイオンモール各務原店 504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ各務原店2F

ｎａｍｃｏカラフルタウン岐阜店 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野三丁目3番6 ｶﾗﾌﾙﾀｳﾝ岐阜内

プレイタウンパル富士吉田 403-0017 山梨県富士吉田市新西原4-12-15

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

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

ＤｅＫＫＹ４０１ファミリーパーク 950-0973 新潟県新潟市中央区上近江4-12-20 Dekky401 2F

シルク　ドゥ　ガリバー新潟店 950-0912 新潟県新潟市南笹口1-1-1 ひもろぎﾋﾞﾙ2F

タカラ島　　新村上店　　　　　　　　　　　　 958-0823 新潟県村上市仲間町200村上ﾌﾟﾗｻﾞ1F

夢大陸　　長岡店 940-2121 新潟県長岡市喜多町392-1

プラボ長岡店 940-2024 新潟県長岡市堺町字浦田31番地ｱｰｸｶﾞﾚﾘｱ長岡

タイトーＦステーション静岡店 420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町二丁目5番地4ふしみや第2ﾋﾞﾙ

タイトーステーション　新浜松ザザシティ店 430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町15番地     ｻﾞｻﾞｼﾃｨ西館2F           

タイトーＦステーションイオン富士宮店　　 418-0032 静岡県富士宮市浅間町1番8号                          

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　富士店 417-0055 静岡県富士市永田町2-99

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

アピナ野々市店 921-8821 石川県野々市市白山町4-1ｲｵﾝﾀｳﾝ野々市内 

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

タイトーステーション松本店 399-0014 長野県松本市平田東1-27-1

アピナ上田店 386-0041 長野県上田市秋和359-1 

ＹＡＺ長野店 381-0000 長野県長野市 南石堂町1418-2

アピナ長野川中島店 381-2221 長野県長野市川中島町御厨967-1

ゲームスポット２０７ 933-0856 富山県高岡市鐘紡町1655-3

ユーズランドとなみ店 939-1344 富山県砺波市中神土地区画事業31街区1 ｲｵﾝﾓｰﾙとなみ2F

フクイレジャーワイプラザ店 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Ａ－ＣＨＯ 604-8042 京都府京都市 中京区寺町通四条上る東大文字町302

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　　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

タイトーステーション　イオンモール明和店　　　　 515-0348 三重県多気郡明和町中村1223     ｲｵﾝﾓｰﾙ明和2F          

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

開放倉庫米原店 521-0072 滋賀県米原市顔戸1429

マンガ倉庫　高槻店 569-0023 大阪府高槻市松川町23−2

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

楽市楽座　イオンモール四條畷 575-0001 大阪府四條畷市砂4丁目3番2号

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

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

ゲームポイント　シャトーＥＸ 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町3-9-3 ｸﾞﾗﾝｼｬﾄｰﾋﾞﾙ1F/2F

モーリーファンタジー伊丹昆陽店 664-0027 兵庫県伊丹市池尻4-1-1ｲｵﾝ伊丹昆陽店3F

テクモピアフォーレ伊丹店 664-0000 兵庫県伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹3F

モーリーファンタジー伊丹店 664-0847 兵庫県伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝ伊丹店3階

モーリーファンタジージェームス山店 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台7-7-1ｲｵﾝｼﾞｪｰﾑｽ山店1階

ゲームセンタートップラン 651-2404 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷 1474番地1

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

モーリーファンタジー神戸北店 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1ｲｵﾝ神戸北店3階

モーリーファンタジー猪名川店 666-0257 兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1ｲｵﾝ猪名川店3階

アル・クリオ　ゲームコーナー　　　　　　 656-2131 兵庫県淡路市志筑新島10番地の3                        

モーリーファンタジー尼崎店 661-0965 兵庫県尼崎市次屋3-13-18ｲｵﾝ尼崎店2階

きゃらんどスーパーシティ明石店 674-0095 兵庫県明石市二見町西二見駅前1-18 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ明石店3F

プリッズ宇和島店 798-0022 愛媛県宇和島市伊吹町字ﾀｶﾋ甲912ﾌｼﾞ 北宇和島店別棟

タイトーステーション　フジグラン緑井店　 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井1-5-2   ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ緑井3F           

タイトーステーション広島紙屋町店　　　　 730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-2-21                       

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            

開放倉庫　福山店 720-2124 広島県福山市神辺町川南413-1

タイトーステーションフジグラン神辺店　　　　　　　　　　 720-2107 広島県福山市神辺町大字新道上字     2-10-26 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ神辺店 3F

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

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                     

マンガ倉庫　　都城店 885-0006 宮崎県都城市吉尾町840ﾏﾝｶﾞ倉庫都城店内

パスカワールド宇土店 869-0400 熊本県宇土市善導寺町綾織95番地  宇土ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ内

ぐるぐる倉庫菊陽店 869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2774−2

パスカランドはません店 862-0965 熊本県熊本市南区田井島1-2-1ゆめﾀｳﾝはません店3F

パスカワールド　グリーンランド 864-0012 熊本県荒尾市本井手字大谷1574-54

ＧＲＥＥＮ　ＭＯＮＳＴＥＲ 863-0047 熊本県天草市八幡町2番12号  

ｎａｍｃｏゆめタウン佐賀店 849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1ゆめﾀｳﾝ佐賀店2F

マンガ倉庫鹿児島店 891-0114 鹿児島県鹿児島市小松原1-6-7

ゆめタウン別府ＢＩＧＷＡＶＥ 874-0943 大分県別府市楠町382-6

楽市楽座　佐世保店 857-1161 長崎県佐世保市大塔町1861−12

マンガ倉庫　　大川店 831-0005 福岡県大川市大字向島1373-1

マンガ倉庫　　大川店 831-0005 福岡県大川市大字向島1373-1

楽市楽座　イオンモール大牟田店 836-0037 福岡県大牟田市岬町3ｰ4ｲｵﾝﾓｰﾙ大牟田2階2010

タイトーステーション　マリノア　　　　　 819-0001 福岡県福岡市西区小戸2-12-30  ﾏﾘﾉｱｼﾃｨ福岡 ﾏﾘﾅｻｲﾄﾞ棟 2F

楽市楽座　イオン伊都店 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

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            

楽市街道　箱崎店 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎5-1-8楽市街道箱崎店内2F   

Ｇ’ＣＯＭ和白店 811-0202 福岡県福岡市東区和白3丁目27-69

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･5F      

タイトーステーションリバーウォーク　　　 803-0812 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1  ﾘﾊﾞｰｳｫｰｸ北九州4F 5409   

近畿

中四国

九州

『ted2 ｿｰﾗｰﾏｽｺｯﾄ Part2』 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。

北海道

東北

関東

北陸東海


