
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

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        

キャッツアイ新札幌店 004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東五条1丁目1-10

らんらんらんど星置店 006-0851 北海道札幌市手稲区星置1条2丁目       

ＶＥＧＡＧＩＯ　美しが丘店 004-0811 北海道札幌市清田区美しが丘1条7丁目6-10

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       

らんらんらんど琴似店 063-0812 北海道札幌市西区琴似2条4-2-2

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                     

ラウンドワン札幌すすきの店 064-0805 北海道札幌市中央区南五条西三丁目6番地1

らんらんらんど東札幌店 003-0003 北海道札幌市白石区東札幌3条2-1

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

らんらんらんど篠路店 002-8012 北海道札幌市北区太平12条1-1

らんらんらんど麻生店 001-0039 北海道札幌市北区北39条西4-1-5     

モーリーファンタジー三笠店 068-2165 北海道三笠市岡山1059-1ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ三笠店1階

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                          

パロ滝川店 073-0024 北海道滝川市東町2丁目29-1        

パロ苫小牧店 053-0814 北海道苫小牧市糸井135-1 ﾄﾗｲｱﾙG棟

モーリーファンタジー苫小牧店 053-0053 北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝ苫小牧店2階

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番地10   

ディノスパーク　北見店 090-0838 北海道北見市西三輪5丁目1番地16    

らんらんらんど北広島店 061-1133 北海道北広島市栄町1-4-1

らんらんらんど上磯店 049-0111 北海道北斗市七重浜4-44-1     

モーリーファンタジー名寄店 096-0071 北海道名寄市字徳田80番地1ｲｵﾝ名寄ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2

洞爺サンパレスゲームコーナー 049-5721 北海道有珠郡壮瞥町字洞爺湖温泉7-1

らんらんらんど盛岡南店 020-0836 岩手県盛岡市津志田西2丁目17-50

セガ　仙台コロナワールド 983-0005 宮城県仙台市宮城野区福室字田中前1-53-1

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                       

万代書店仙台南店 981-1103　 宮城県仙台市太白区中田町杉の下34番地

万代書店　多賀城店 985-0843 宮城県多賀城市明月1-168-1

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤＢＡＳＥ７６５ 981-1294 宮城県名取市杜せきのした5-3-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ名取2F

モーリーファンタジー山形北店 990-0810 山形県山形市馬見ｹ崎2-12-19ｲｵﾝ山形北店2階

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

モーリーファンタジー東根店 999-3720 山形県東根市さくらんぼ駅前3丁目7番15号ｲｵﾝ東根店2階

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

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                     

ＪＡＭ　　ＪＡＭつくば店 305-0032 茨城県つくば市竹園1-9-2ﾃﾞｨｽﾞﾀｳﾝつくばB1F

群馬レジャーランド伊勢店 372-0812 群馬県伊勢崎市連取町3066-1

群馬レジャーランド渋川店 377-0003 群馬県渋川市八木原1364

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                    

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

ウエアハウス越谷店　 343-0804 埼玉県越谷市南荻島841-1

キャッツアイ狭山店 350-1305 埼玉県狭山市入間川3141

エブリディ行田店 361-0037 埼玉県行田市下忍644-1

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

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

セガ　ららぽーと　富士見 354-8560 埼玉県富士見市山室1-13133階

セガ　ワールド　トレッサ横浜 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町700番地ﾄﾚｯｻ横浜 南棟 1F

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                  

横浜みなとみらい万葉の湯　８Ｆお祭り広場 231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-7-1                        

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        

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

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                        

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

キッズトレイン相模原店 252-0313 神奈川県相模原市南区松ヶ枝町17-1

クラブ　セガ　相模大野 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-13-2ﾌﾚｽｺﾋﾞﾙ2･3F

ゲームオット本八幡 272-0021 千葉県市川市八幡2-16-6八幡旗ﾋﾞﾙB1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

セガ　ワールド　成田 286-0025 千葉県成田市東町157-5

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

セガ　幕張 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-8ﾒｯｾｱﾐｭｰｽﾞﾓｰﾙ 1F

セガ　ららぽーと　ＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ 278-8530 千葉県船橋市浜町2-1-1北館1階 

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　ＰＡＺ新柏店 277-0032 千葉県柏市名戸ヶ谷字中久保888-1  PAZ新柏2F             

東京レジャーランド亀有店 125-0061 東京都葛飾区亀有3-21-2

セガ　ワールド　葛西 134-0084 東京都江戸川区東葛西9-3-3ｲﾄｰﾖｰｶ堂 3F

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

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丁目3−8

ロイヤル新橋　　　　　　　　　　　　　　 105-0004 東京都港区新橋2-16-1       ﾆｭｰ新橋ﾋﾞﾙ2F           

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1-35-3    BIG BOX6F           

新宿スポーツランド本館 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-121F

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                          

クラブ　セガ　新宿西口 160-0023 東京都新宿区西新宿1-12-5

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

セガ　イオンモールむさし村山 208-0022 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3-2059

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

テクモピアロックダム　インターパーク店 321-0114 栃木県宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ6-1-1FKDｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店2F

フェドラ佐野 327-0821 栃木県佐野市高萩町1340ﾌｪﾄﾞﾗP&D 1階

セガ　イオンモール　木曽川 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田南字八ﾂヶ池25-1ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ･ｷﾘｵ3階

セガ　イオンタウン　刈谷 448-0007 愛知県刈谷市東境町京和1

セガ　ワールド　知立 472-0045 愛知県知立市長篠町大山18-1ｷﾞｬﾗﾘｴｱﾋﾟﾀ1F

セガ　ワールド　上小田井　ｍｏｚｏワンダーシティ 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番地mozoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ4F

コスタデルソル 460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-17-26

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                        

プラサカプコン　甲府店 409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条字北河原3717

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

ラウンドワンスタジアム新潟店 950-0954 新潟県新潟市中央区美咲町2丁目1番38号

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

シートピアＹＡＺ大須賀店 437-1304 静岡県掛川市西大渕3359

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     

浜松鑑定団 435-0005 静岡県浜松市東区安新町105

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

ＹＡＺ長野店 381-0000 長野県長野市 南石堂町1418-2

アピナ飯田店 395-0001 長野県飯田市座光寺3728-1

アピナ富山南店 939-8072 富山県富山市堀川町355-3ﾏｲﾌﾟﾗｻﾞ内

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

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

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

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

ラウンドワン泉北店 590-0132 大阪府堺市南区原山台1丁14番2号

ＹＡＺ寝屋川店 572-0026 大阪府寝屋川市石津中町25-26

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

セガ　あべの　キューズモール 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1あべのﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸ 

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

ＡＭスペースモコ梅田 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町1-162F

ｎａｍｃｏ梅田店 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町3番3号OSﾋﾞﾙ2F

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

オンリーワン 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目7−3

セガ　神戸ｕｍｉｅサウスモール 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎1-7-2 A-408

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

セガ　ワールド　ココエあまがさき 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-3-1ｺｺｴあまがさき内4F

セガ　イオンモール　岡山 700-0907 岡山県岡山市北区下岩井1丁目2番1号6階

岡山ジョイポリス 700-0907 岡山県岡山市北区下石井2-10-1

セガ　ワールド　フジグラン 780-8076 高知県高知市朝倉東町52-15ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ高知 3F

セガ　鳥取 680-0913 鳥取県鳥取市安長416

らんらんらんど浜田店 697-1321 島根県浜田市周布町ｲ61番地-1

マンガ倉庫日向店 883-0062 宮崎県日向市 日知屋14798-1

スポラ　九品寺 862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺5-10-15                      

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

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         

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

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        

楽市楽座　佐世保店 857-1161 長崎県佐世保市大塔町1861−12

セガ　ワールド　長崎ココウォーク 852-8104 長崎県長崎市茂里町1-55みらい長崎ｺｺｳｫｰｸ5階

楽市楽座　２１０店 839-0807 福岡県久留米市東合川町2-2-1

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

モーリーファンタジー直方店 822-0008 福岡県直方市湯野原2丁目1番1号ｲｵﾝ直方店2階

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

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

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   

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   

沖縄 モーリーファンタジー具志川店 904-2235 沖縄県うるま市前原幸崎原303番地ｲｵﾝ具志川店2階

近畿

中四国

九州

『ted2 ハンドパペット』 導入店一覧

北海道

東北

関東

北陸東海

この度の熊本県を中心とする九州での震災におきまして、
被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。

※導入のタイミングは店舗によって異なります。特に九州地方での入荷に関しましては遅延等予めご了承ください。
※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。


