
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ｰ1ｲｵﾝﾓｰﾙ釧路昭和2F

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

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

ハロータイトー 釧路貝塚 085-0816 北海道釧路市貝塚3丁目2-28

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

タイトーＦステーション　盛岡南店 020-0837 岩手県盛岡市津志田町2-1-77

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

タイトーステーション郡山オリエントパーク 963-0111 福島県郡山市安積町荒井字大久保35-1

タイトーＦステーション郡山アティ店 963-8002 福島県郡山市駅前1-16-7

ハロータイトーイオン福島店　　　　　　　 960-0112 福島県福島市南矢野目字西荒田50-17

タイトーアミューズメントシティ郡山 963-0115 福島県郡山市南2丁目38番地

タイトーステーション　佐原東店 300-0726 茨城県稲敷市西代1495ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾊﾟﾙﾅ2F

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

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Ｆステーション　小山店　　　　　 323-0014 栃木県小山市喜沢1475番地

タイトーＦステーションララスクエア宇都宮 321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6ﾗﾗｽｸｴｱ宇都宮B1階

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

タイトーステーション　和光店　　　　　　 351-0112 埼玉県和光市丸山台1-4-5

タイトーステーション　所沢店　　　　　　 359-1123 埼玉県所沢市日吉町3番7号

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

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

タイトーステーション茂原アスモ店 297-0029 千葉県茂原市高師1735茂原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞｱｽﾓ2F

タイトーステーション旭サンモール店　　　 289-2511 千葉県旭市ｲ-2676-1ｻﾝﾓｰﾙ3F

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

タイトーステーション　柏店　　　　　　　 277-0005 千葉県柏市柏2-3-1

タイトーＦステーションイオン柏店 277-0854 千葉県柏市豊町2-5-20

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

タイトーステーションＢＩＧＢＯＸ高田馬場 169-0075 東京都新宿区高田馬場1-35-3BIGBOX6F

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

タイトーステーション渋谷店　　　　　　　 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-12渋谷東映ﾌﾟﾗｻﾞ

タイトーイン綾瀬　　　　　　　　　　　　 120-0005 東京都足立区綾瀬4ｰ9ｰ29ﾎｰｷｮﾎﾞﾅｰﾙﾋﾞﾙ

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浅草　　　　　　　　 111-0032 東京都台東区浅草1-27-5ROXDOME1F

タイトーステーション　神田　　　　　　　　　　　 101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目1番4号

Ｈｅｙ　　　　　　　　　　　　　　　　　 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-5広瀬本社ﾋﾞﾙ2F

タイトーステーション南大沢店 192-0364 東京都八王子市南大沢2-3FAB南大沢2F

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

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　多摩センター店　　 206-0033 東京都多摩市落合1-45-1丘の上ﾊﾟﾃｨｵ内

ハロータイトー亀有　　　　　　　　　　　 125-0061 東京都葛飾区亀有3-26-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ亀有駅前店6F

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

タイトーステーション戸塚西口店　　　　　 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4023番地

タイトーステーション小田原シティーモール店　　 256-0813 神奈川県小田原市前川120ﾌﾚｽﾎﾟ小田原ｼﾃｨｰﾓｰﾙ2F

タイトーステーション小田原　　　　　　　 250-0011 神奈川県小田原市栄町1-3-12

タイトーステーションイトーヨーカドー横浜別所店 232-0064 神奈川県横浜市南区別所1-14-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ横浜別所店2F

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

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

タイトーステーション　溝の口２店 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口2-13-5

タイトーＦ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Ｆステーション　イオン燕三条店 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

タイトーステーションファボーレ婦中　　　 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

手取フィッシュランド　　　　　　　　　　 923-1101 石川県能美市粟生町ﾂ58手取ﾌｨｯｼｭﾗﾝﾄﾞ内1Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

タイトーステーション金沢 920-0981 石川県金沢市片町2-1-7宇都宮片町ﾋﾞﾙ1F

タイトーＦステーションラザウォーク甲斐双葉　　　　　　　 400-0107 山梨県甲斐市志田字柿木616-1

リトルファンタジー 松本　　　 390-0834 長野県松本市高宮中1-20ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ南松本店3F

タイトーステーション　アイシティ２１松本 390-1301 長野県東筑摩郡山形村7977ｱｲｼﾃｨ21内

タイトーステーションアリオ松本 390-0815 長野県松本市深志1-2-30ｱﾘｵ松本4階

タイトーステーション浜松　　　　　　　　 430-0932 静岡県浜松市中区肴町322-20松竹ﾋﾞﾙ1F

タイトーステーション ウェルディ長泉店 411-0934 静岡県駿東郡長泉町下長窪字城山1076-1ｳｪﾙﾃﾞｨ長泉2F

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

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パールシティ稲沢店　 492-8164 愛知県稲沢市井之口大坪町80-1ﾊﾟｰﾙｼﾃｨ2F

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

タイトーステーション　豊橋店　　　　　　 441-8061 愛知県豊橋市藤沢町141-41F

タイトーキッズ　パーク　ＧＡＺＡ 471-0027 愛知県豊田市喜多町1丁目140番地

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

ファミリーランド　ドリーム　　　　　　　 441-3421 愛知県田原市田原町南新地76-1

カーニバルシードーム　　　　　　　　　　 445-0894 愛知県西尾市上町南又七山35番地2

タイトーＦステーションヒルズウォーク徳重ガーデンズ店　458-8570 愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重18-44ﾋﾙｽﾞｳｫｰｸ徳重ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ内2階

タイトーステーション　大須店 460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-20-7

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

タイトーステーションアリオ八尾店　　　　 581-0803 大阪府八尾市光町2-3ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰｱﾘｵ八尾3F

タイトーステーション　難波　　　　　　　 542-0076 大阪府大阪市中央区難波千日前15-12

タイトーＦステーション梅田店 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-16-26

タイトーＦステーション住道店 574-0046 大阪府大東市赤井1丁目4番3号

タイトーステーション日本橋 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-14

タイトーＦステーションあべのアポロ店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-314階

タイトーステーション 尼崎つかしん店 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1SCつかしん内東町北館3階

タイトーＦステーションイオン加古川店 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家615-1ｲｵﾝ加古川店3F

タイトーＦステーションＨＡＴ神戸店 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-2ﾌﾞﾙﾒｰﾙHAT神戸2F

タイトーＦステーションオークワロマンシティ御坊店 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部181番地

タイトーＦステーションオークワ南紀店 647-0071 和歌山県新宮市佐野3-11-19

タイトーＦステーションセントラルシティ和歌山店 641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀805-1ｾﾝﾄﾗﾙｼﾃｨ和歌山店1階

タイトーＦステーション　マルナカ新倉敷店 713-8102 岡山県倉敷市玉島爪先981-1

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　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

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

タイトーＦステーション　ゆめタウン東広島店 739-0003 広島県東広島市西条町土与丸1丁目5-7

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

タイトーステーション丸亀　　　　　　　　　　　 763-0092 香川県丸亀市川西町南1280番地1ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ丸亀ﾊﾞｯﾊ棟2F

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

タイトーＦステーション今治ワールドプラザ店 799-1506 愛媛県今治市東村1-14-2今治ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ内

タイトーステーション野市店 781-5232 高知県香南市野市町西野2007-1

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　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

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4F5409

タイトーステーション博多パピヨンプラザ店 812-0044 福岡県福岡市博多区千代1-2-17

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Ｆステーション大牟田 836-0807 福岡県大牟田市旭町2-28-1

タイトーＦステーションヨドバシ博多店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ4F

タイトーステーションゆめタウン光の森店　 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森7丁目33番地1ゆめﾀｳﾝ光の森2F

タイトーステーションゆめタウン八代店　　　　　　　　　　　 866-0045 熊本県八代市建馬町3-1ゆめﾀｳﾝ八代2F

タイトー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

タイトーステーション　アミュプラザおおいた店　　　　　 870-0831 大分県大分市要町1-14ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞおおいた4F

タイトーステーションアミュプラザ鹿児島店 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町1-1ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島5F

ダイエープラザ大島店　３Ｆゲームコーナー 894-0006 鹿児島県奄美市名瀬小浜町23-1
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