
地域 店舗名 郵便番号 住所

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

モーリーファンタジー江別店 069-0812 北海道江別市幸町35ｲｵﾝ江別店3階

キャッツアイ　新札幌店 004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東5条1丁目1-10

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

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

アミューズメント　　ジョイランド 060-0063 北海道札幌市中央区南三条西3丁目  竹内ﾋﾞﾙ1F              

キャッツアイ　新川店 001-0922 北海道札幌市北区新川2条7丁目1-7

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

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

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

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

万代書店　古川店 989-6135 宮城県大崎市古川稲葉鴻ﾉ巣138  店内UFOｷｬｯﾁｬｰｺｰﾅｰ

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

お宝中古市場山形南店 990-2461 山形県山形市南館4丁目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

ハロータイトーむつ 035-0071 青森県むつ市小川町2-4-8 前田百貨店内 4F

ｎａｍｃｏエルムの街ショッピングセンター店 037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1 ｴﾙﾑの街SC 本棟2階

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

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

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

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2F2190

ファンタジープラザ上水戸店 310-0041 茨城県水戸市上水戸2-9-10長崎屋上水戸店2F            

アピナ下館店 308-0847 茨城県筑西市玉戸1012-3

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

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渋川店 377-0003 群馬県渋川市八木原1364

ｎａｍｃｏイオンモール北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東1-3-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ北戸田

エブリディ行田店 361-0037 埼玉県行田市下忍644-1

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

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　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

ｎａｍｃｏ伊勢佐木町店 231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-95

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2-8-13F

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

プリモピアさがみ野店 243-0401 神奈川県海老名市東柏ヶ谷5-14-6ﾏﾙｴﾂさがみ野店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

小田原メトロポリス 256-0813 神奈川県小田原市前川219-4

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

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

プラサカプコン　成田店 286-0021 千葉県成田市ｳｲﾝｸﾞ土屋24ｲｵﾝﾓｰﾙ成田2Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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　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高田馬場店 169-0075 東京都新宿区高田馬場1-35-3 BIG BOX6F

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

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　浅草店 111-0032 東京都台東区浅草1-27-5 ROX DOME 1F

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

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　南大沢店 192-0364 東京都八王子市南大沢2-3 FAB南大沢 2F

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

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　立川北口店 190-0012 東京都立川市曙町2-4-5 ｸﾘｻｽ立川

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

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

ドラマ　足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町244-1

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

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

豊川メトロポリス 442-0824 愛知県豊川市下長山町上ｱﾗｲ41288

中川メトロポリス 454-0954 愛知県名古屋市中川区江松3-110

ｎａｍｃｏイオンモール熱田店 456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11 ｲｵﾝﾓｰﾙ熱田4F

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

わくわくらんど高富店 501-2113 岐阜県山県市高木1473

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

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

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

静岡鑑定団　八幡店 421-1221 静岡県静岡市駿河区八幡5-8-3

ｎａｍｃｏららぽーと磐田店 438-0801 静岡県磐田市高見丘1200番地 ららぽｰと磐田店2F店番21210

金沢メトロポリス 920-0333 石川県金沢市無量寺第2土地区画整理事業地内B-20街区金沢ｺﾛﾅﾜｰﾙﾄﾞ1F

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

モーリーファンタジー四日市尾平店 512-0921 三重県四日市市尾平町字天王川原1805ｲｵﾝ四日市尾平店3階

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

モーリーファンタジー鈴鹿店 513-0806 三重県鈴鹿市算所2-5-1鈴鹿ﾊﾝﾀｰ鈴鹿店2階

ｎａｍｃｏイオンモール鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2 ｲｵﾝﾓｰﾙ鈴鹿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

買取倉庫　甲西店 520-3223 滋賀県湖南市夏見163−1

ゲームランド草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町300番地ｲｵﾝﾓｰﾙ草津ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

ｎａｍｃｏビバシティ彦根店 522-0044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43-1 ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨ彦根2F

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

レジャランあべのアポロ 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番31号  4階

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

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

ｎａｍｃｏイオンモール姫路リバーシティー 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江2560番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ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

ユーズランド和歌山店 640-8451 和歌山県和歌山市中字楠谷573番地

ＦｏｒｅｓｔＨｕｎｔｅｒ松前店 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850ｴﾐﾌﾙMASAKIAM棟1階

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　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

福山メトロポリス 721-0953 広島県福山市一文字町24-1

ゆめタウン高松店 761-8072 香川県高松市三条町中所608-1 ゆめﾀｳﾝ高松店2Fゆめﾗﾝﾄﾞ

ゆめシティ３Ｆ　ゆめパーク 751-0869 山口県下関市伊倉新町3丁目41275

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

ｎａｍｃｏゆめタウン徳島店 771-1202 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88番地の1 ゆめﾀｳﾝ徳島2階

楽市楽座　イオンモール宮崎店 880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎店2F

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

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

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

楽市楽座　３０３佐賀大和店 840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535

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

アミューズメントカフェ　　プレビ 899-5431 鹿児島県姶良市西餅田264-1ｲｵﾝﾀｳﾝ姶良店内3階A316区画

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6F

ｎａｍｃｏトキハわさだタウン店 870-1155 大分県大分市大字玉沢字楠本755-1 ﾄｷﾊわさだﾀｳﾝ内2F

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

ゆめタウン別府ＢＩＧＷＡＶＥ 874-0943 大分県別府市楠町382-6

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

プラボ久留米店 839-0865 福岡県久留米市新合川1丁目2番1号 ゆめﾀｳﾝ久留米2階

楽市街道　くるめ店 839-0865 福岡県久留米市新合川2-7-10久留米ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾋﾞﾙ内

楽市楽座　２１０店１Ｆ 839-0807 福岡県久留米市東合川町2-2-1 1F

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なかま店 809-0013 福岡県中間市上蓮花寺1丁目1番1号ｲｵﾝなかま店1階

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

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

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　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　リバーウォーク店 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 ベッド型ティッシュBOXカバー 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


