
地域 店舗名 郵便番号 住所

ディノスパーク　札幌手稲店 006-0811 北海道札幌市手稲区前田一条11丁目

ディノスパーク　札幌中央店 060-0063 北海道札幌市中央区南3条西1-8.1F

ディノスパーク　ノルベサ店 060-0063 北海道札幌市中央区南3条西5丁目1-1

万代札幌藤野　ＵＦＯコーナー 061-2282 北海道札幌市南区藤野二条3丁目41334

ディノスパーク　室蘭店 050-0083 北海道室蘭市東町4-31-2

光速憧路 097-0021 北海道稚内市港5丁目8-15  

キッズパーク函館店 040-0063 北海道函館市若松町16-8    捧二森屋ｱﾈｯｸｽ館7F    

ディノスパーク　函館昭和店 041-0812 北海道函館市昭和3丁目24-18 ｹﾞｵ函館昭和店内

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

ＢＥ－ＣＯＭＥ成沢店 990-2339 山形県山形市成沢西5-3-27

モーリーファンタジー酒田南店 998-0828 山形県酒田市あきほ町120-1ｲｵﾝ酒田南店1階

ゲームランド　　マリーン　　　　　　　　 998-0044 山形県酒田市中町2-5-19  酒田駐車ﾋﾞﾙ1F              

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

メルヘンランド神明通り店 965-0878 福島県会津若松市中町4-36 ﾘｵﾝﾄﾞｰﾙ店内3Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ     

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

ピンクパンサー水戸赤塚店　　　　　　 311-4152 茨城県水戸市河和田1-1  常盤線赤塚駅南口駅前    

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

群馬レジャラン高崎駅東口店 370-0046 群馬県高崎市江木町333番地1ACTﾋﾞﾙ2階

群馬レジャーランド太田店 373-0285 群馬県太田市西矢島町162-2

ユーズランド太田店 373-0808 群馬県太田市石原町81番地ｲｵﾝﾓｰﾙ太田2F

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

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

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 

カーニバルハウス 236-0006 神奈川県横浜市金沢区八景島 横浜･八景島ｼｰﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ

セガ横浜中華街 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町80-1

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

ｎａｍｃｏ横浜ワールドポーターズ店 231-0001 神奈川県横浜市中区新港二丁目2番1号 横浜ﾜｰﾙﾄﾞﾎﾟｰﾀｰｽﾞ5F

マーズ 231-0033　 神奈川県横浜市中区長者町6丁目106

ＡＭ　ＰＩＡ　大船 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24大船駅前ﾋﾞﾙ1-3F

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

ＳＩＬＫ　ＨＡＴ　川崎ダイス 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8番地川崎ﾀﾞｲｽﾋﾞﾙB2F

チャリオット六方店 263-0004 千葉県千葉市稲毛区六方町5-2-2

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

フロンティア小作店 205-0001 東京都羽村市小作台1丁目6−29 MoneBLDG. 1F

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

アミュージアム豊洲店 135-8614 東京都江東区豊洲2-4-9ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｯｸららぽｰと豊洲3F

ユーズランド日の出店 190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出店3F

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

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

ＡＭモナコ調布１号店 182-0024 東京都調布市布田1-52-3        

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

アミュージアムＯＳＣ店 178-0063 東京都練馬区東大泉2-34-1ｵｽﾞ･ｽﾀｼﾞｵ･ｼﾃｨｰ2F

インターパークプラスワン宇都宮 321-0123 栃木県宇都宮市東谷町字立野885

ゲーム・ダイコク 475-0836 愛知県半田市青山2-27-1

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

楽市楽座　イオンモール名古屋茶屋店 455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11

アーバンスクエア大須店 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1F

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

モーリーファンタジー・ｆ新潟南店 950-0145 新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号ｲｵﾝﾓｰﾙ新潟南店2階

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

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

アップルグランリバー大井川店 421-0218 静岡県焼津市下江留1327

エーツー南瀬名店 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町2-5

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　静岡インター店 422-8051 静岡県静岡市駿河区中野新田383-3

アップル島田店 427-0016 静岡県島田市宝来町8-5

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

浪漫遊　金沢本店 921-8801 石川県野々市市御経塚4丁目1番地

ＹＡＺ長野店 381-0000 長野県長野市 南石堂町1418-2

ファンタジープラザ長野店 381-0034 長野県長野市高田1758      

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

ゲームコーナー川中島 381-2221 長野県長野市川中島町御厨981ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ川中島店内

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

ゲームスポット２０７ 933-0856 富山県高岡市鐘紡町1655-3

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

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

キッズサーカス木津川 619-0216 京都府木津川市州見台1-1-1ｶﾞｰﾃﾞﾝﾓｰﾙ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

アミパラ草津店 520-3252 滋賀県草津市木川町311-1 JJﾀｳﾝ木川2F

モーリーファンタジー・ｆ茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ヶ本町8-30-5ｲｵﾝSC茨木店4階

レインボーランド千里丘店 565-0823 大阪府吹田市山田南1-1ｲｽﾞﾐﾔ千里丘店内2階 

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

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

アクス 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1-1-3

梅田ジョイポリス 530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15HEP58F

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

ｎａｍｃｏなんばパークス店 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10番70号 なんばﾊﾟｰｸｽ6F

レインボーランド若江岩田店 578-0946 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目10番52号 ｲｽﾞﾐﾔ若江岩田店4F

ＳＯＹＵ　Ｇａｍｅ　Ｆｉｅｌｄ　奈良橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町7-20-1ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F

ＡＭ　ＣＵＥ　奈良大和高田 635-0065 奈良県大和高田市東中2-11-16

お宝市番館　　加古川店 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福71−2

レインボーランド神戸玉津店 651-2132 兵庫県神戸市西区森友3-7-3ｲｽﾞﾐﾔ神戸玉津店2F

ゲームミリオン 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-7-16

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

有馬グランドホテル売店内ゲームコーナー　　 651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1304-1

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

アイティ豊岡店　キッズパーク 668-0031 兵庫県豊岡市大手町4-5

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

ゲームアイビス太子店 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田2149

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

レインボーランド和歌山店 640-8325 和歌山県和歌山市新生町7-20 ｲｽﾞﾐﾔ和歌山店2F

楽市楽座　イオンモール今治新都市店 794-0068 愛媛県今治市にぎわい広場1番地1ｲｵﾝﾓｰﾙ今治新都市店内

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

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

モーリーファンタジー・ｆ綾川店 761-2304 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1ｲｵﾝSC綾川店3階

ピノッキースパティオ山口店 753-0214 山口県山口市大内御堀1302-1 ゆめﾀｳﾝ山口2F

アミパラ鳥取店 680-0904 鳥取県鳥取市晩稲100-1ｲｵﾝ鳥取北SC内2F

ビバーチ松江店 690-0001 島根県松江市東朝日町203-1

モーリーファンタジー延岡店 882-0847 宮崎県延岡市旭町2-2-1ｲｵﾝ延岡店2階

マンガ倉庫日向店 883-0062 宮崎県日向市 日知屋14798-1

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

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　フレスポ国分店 894-4321 鹿児島県霧島市国分広瀬2-4-1

タイトーステーション　アミュプラザ長崎店 850-0058 長崎県長崎市尾上町1-1 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ長崎4F

Ａｓｏｂｉｄｏｕｒａｋｕ一番街 830-0032 福岡県久留米市東町33-1

タイトーステーション　サニーサイドモール小倉店 800-0221 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10-1

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

モーリーファンタジー南風原店 901-1104 沖縄県島尻郡南風原町字宮平264ｲｵﾝ南風原店2階

モーリーファンタジー名護店 905-0012 沖縄県名護市字名護見取川原4472ｲｵﾝ名護店1階
沖縄

近畿

九州

中四国

『ted2 ぬいぐるみ シネマシチュエーション』 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。
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北陸東海


