
地域 店舗名 郵便番号 住所

遊戯街ロマン通り旭川西 070-0823 北海道旭川市緑町23-2161-3  ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西3F

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

キャッツアイ恵庭店 061-1441 北海道恵庭市住吉町2丁目9-1

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

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           

キャッツアイ清田店 004-0841 北海道札幌市清田区清田一条1丁目20-1

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

キャッツアイ篠路店 002-8021 北海道札幌市北区篠路1条4丁目6-30

キャッツアイ麻生店 007-0804 北海道札幌市北区北40条西4ｰ1ｰ1  ﾊﾟﾎﾞｯﾂ麻生1F

サッポロアミューズメントファクトリー帯広店 080-0831 北海道帯広市稲田町南８線西１２-1番地１スズランボウル内 

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

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

アミュージアム東習志野店 981-3329 宮城県黒川郡富谷町大清水1-33-1ｲｵﾝﾓｰﾙ富谷別棟109ｼﾈﾏｽﾞ富谷内

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

ホワイトベース仙台南 981-1104 宮城県仙台市太白区中田6-33-1ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ仙台南店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

パルケデ・アミーゴ山形店 990-0885 山形県山形市嶋北１丁目３番１号

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

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

萬屋　大清水店 036-8161 青森県弘前市大清水1-9-20(元ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｰ大清水店)

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

らくだのせなか鹿島エブリア店 971-8133 福島県いわき市鹿島町米田字日渡5鹿島ｴﾌﾞﾘｱｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内2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

ホワイトベース郡山店 963-8801 福島県郡山市向河原町4-40ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ郡山駅東店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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 ﾌﾚｽﾎﾟ郡山内

ピンクパンサー　水戸けやき台店 310-0841 茨城県水戸市酒門町3276-1

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

プレビ劇場ＩＳＥＳＡＫＩ　 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方346-3  ｽﾏｰｸ伊勢崎店3Fﾌﾟﾚﾋﾞ劇場ISESAKI  AM

万代書店伊勢崎 372-0812 群馬県伊勢崎市連取町８６８－１

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

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

ホワイトベース与野店 338-0006 埼玉県さいたま市中央区八王子1−7−26

ソユーゲームフィールド 熊谷店 360-0032 埼玉県熊谷市銀座二丁目245番地　ショッピングセンターニットーモール4F

スクウェアワン幸手店 340-0155 埼玉県幸手市上高野2142-1

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

ウエアハウス上尾店　 362-0017 埼玉県上尾市二ﾂ宮1044

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

アミューズメントベネクス川越 350-0032 埼玉県川越市大仙波340-1    

ﾏｸﾞﾏｯｸｽ川越 350-1122 埼玉県川越市脇田町７－２    山二ビルＢ１Ｆ         

ホワイトベース入間店 358-0026 埼玉県入間市小谷田2-3-33MEGAﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ入間店内

ウエアハウス草加店　 340-0831 埼玉県八潮市南後谷507

タイトーＦステーション北本店　　　　　 364-0001 埼玉県北本市深井6-87北本ヘイワールド1階

ＰＡＬＯ横須賀 238-0041 神奈川県横須賀市本町２－１－１２

横浜コスモワールド 220-0000 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-1ｺｽﾓﾜｰﾙﾄﾞ内日本丸地区

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

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　横浜ワールドポー ターズ５Ｆ

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 ビナウォーク六番館 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

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

プレイランド 大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間一丁目3-1　イトーヨーカドー大和鶴間店3F

ドラマ　　藤沢店 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8

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

千葉鑑定団 東金店 289-1326 千葉県山武市成東745

タイトーＦステーション市川妙典 272-0111 千葉県市川市妙典4-1-1 ｲｵﾝ市川妙典店2番街 2F

千葉鑑定団湾岸習志野 275-0024 千葉県習志野市茜浜１－１－１  

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

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

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　E122区画

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

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

キャッツアイ八千代緑ケ丘店 276-0047 千葉県八千代市吉橋1851ism緑ｹ丘  1F

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

キャッツアイ西葛西 134-0088 東京都江戸川区西葛西4-2-28 ｻﾆｰﾓｰﾙ3F

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

アミューズメントパーク ウイング 105-0004 東京都港区新橋2-16-1ニュー新橋ビル B1-26

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Ｆステーション　国分寺店　　　　 185-0012 東京都国分寺市本町3-5-11 Iビルディング

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東口店　　　　　 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-7 指田ビル

ドラマ下北沢ＰＡＲＴ１店 155-0031 東京都世田谷区北沢2-12-16

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

ウエアハウス入谷店　 121-0836 東京都足立区入谷7-8-111F

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        

ドリームワン　八王子店 192-0085 東京都八王子市 中町1-3

ドラマ八王子高倉店 192-0033 東京都八王子市高倉町55-4

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

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

アミュージアム大泉店 178-0063 東京都練馬区東大泉2-10-11LIVINｵｽﾞ大泉5F

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

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

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

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

ゲームゾーン一宮店 491-0025 愛知県一宮市羽衣2-5-1

グレアハイパーアミューズメントタワー 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池5丁目22−17

カラフルパーク・にこぱ　千種店 464-0858 愛知県名古屋市千種区千種２丁目１６番１３号イオン千種２Ｆ   

ポート２４　一社店　　　　　　　　　　　　　　　 465-0095 愛知県名古屋市名東区高社1-260                          

名古屋レジャーランド　大高 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字忠治山12-1

ｎａｍｃｏイオンモール大高店 459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目４５０　イオンモール大高３Ｆ 

モーリーファンタジー・ｆ岐阜店 502-0857 岐阜県岐阜市正木中１－２－１マーサ２１北館３Ｆイオン岐阜店３階

ゲームコーナー石和店 406-0032 山梨県笛吹市石和町四日市場    

ホワイトベース河口湖 403-0000 山梨県富士吉田市松山字熊穴1590

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　ひもろぎビル2F

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

こころっこ清水高橋店 424-0041 静岡県静岡市清水区高橋5-1-1 ﾊﾞﾛｰ清水高橋店内B1Fﾌﾟﾚﾋﾞﾌﾟﾚｲﾗﾝﾄﾞｺｰﾅｰ

浜松鑑定団 435-0005 静岡県浜松市東区安新町105

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

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

アピナ長野川中島店 381-2221 長野県長野市川中島町御厨967-1

アピナ長野村山店 381-0011 長野県長野市村山502-1

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

オモローランド　　ベル店 918-8015 福井県福井市花堂南2-16-1ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｼﾃｨﾍﾞﾙ内

浪漫遊　福井店 918-8025 福井市江守中町6-10-1

ビバーチ久御山 613-0024 京都府久世郡久御山町森小字大内301

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

万代書店　松阪店ＡＭ 515-0811 三重県松阪市塚本町72-1

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

アミュージアム岸和田 596-0823 大阪府岸和田市下松町1-3-1ｳｨﾝﾃﾞｨ岸和田内

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

天王寺パスカ 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-55

ＭＥＣＨＡ　　天保山店 552-0022 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10 天保山ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ内

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

アルカブース 542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀１丁目６−９

アクス 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1-1-3

難波ヒルズ 542-0076 大阪府大阪市中央区難波3-2-34

梅田ジョイポリス 530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15HEP5　8F

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

アミュージアム茶屋町店 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町15-34

ぷらっとらんどベアーズ大日店 571-0051 大阪府門真市向島町3-35  ﾍﾞｱｰｽﾞB棟2F

開放倉庫　桜井店 633-0061 奈良県桜井市上之庄227-1

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

メガパレス 651-2143 兵庫県神戸市西区丸塚2-9-18

アルゴ 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通り1-9

ｎａｍｃｏ三宮店 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通１－１－１ 

楽市楽座  イオンモール神戸北店 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1  ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北3階

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

ゲームアイビス太子店 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田2149

ソユーフォレストハンター 松前店 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850番地　エミフルMASAKI AM棟1F

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

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 フジグラン緑井3F

アミュージアム高松店 761-8071 香川県高松市伏石町111-1

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

マンガ倉庫 山口店 753-0814 山口県山口市吉敷下東３－３－１０ 店内ゲームコーナー 

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

アミパラ日吉津店 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津1160-1ｲｵﾝﾓｰﾙ日吉津西館

開放倉庫　米子店 683-0851 鳥取県米子市夜見町2921-8

Ｇ−Ｐａｌａ　出雲店 693-0004 島根県出雲市渡橋町784

万代書店　新松江店 690-0825 島根県松江市学園1-8-21 

マンガ倉庫　　宮崎店 880-0212 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂3340-41

ジョイプラザ　都城店 885-0016 宮崎県都城市早水町38号5番地7

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

Ａｓｏｂｉｄｏｕｒａｋｕ嘉瀬店 840-0861 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原2488−1

さくらボウル 871-0011 大分県中津市大字下池永７１－１

ソニックワールド諫早店 854-0072 長崎県諫早市永昌町17-62

Ａｓｏｂｉ　Ｄｏｕｒａｋｕ新合川店 839-0865 福岡県久留米市新合川1丁目6−7

マンガ倉庫　　大川店 831-0005 福岡県大川市大字向島1373-1

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 サザンクロスビル

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 ヨドバシカメラ4F

Ｇ－Ｐａｌａ小倉 800-0255 福岡県北九州市 小倉南区上葛原1-4-1

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 リバーウォーク北九州4F 5409

沖縄 モーリーファンタジー那覇店 901-0155 沖縄県那覇市金城５－１０－２イオン那覇店３階

近畿

中四国

九州

『ted2 よこねぬいぐるみ』 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


