
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

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           

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

ＶＥＧＡＧＩＯ狸小路店 060-0062 北海道札幌市中央区南二条西4丁目6  1F

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

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

キャッツアイ新川店 001-0922 北海道札幌市北区新川二条7-1-7

ディノスパーク　帯広店 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

ディノスパーク　苫小牧店 053-0053 北海道苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝﾓｰﾙ苫小牧2F

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

万代書店　多賀城店 985-0843 宮城県多賀城市明月1-168-1

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

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

Ｇ３ポロス横手南店 013-0063 秋田県横手市婦気大堤字中田4-1ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ横手南店内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

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

ウエアハウス岩槻店　 339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉3-3-63

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

リバティ戸田店 335-0034 埼玉県戸田市笹目2-6-6

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

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    

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

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

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　溝の口店　　　　　 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-11-8 OKKA634ﾋﾞﾙ3階

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

ドラマ藤沢店 251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢5-6-8

キラキラＡｓｏｂｏｘイオン鴨川店 296-0001 千葉県鴨川市横渚973-14F                              

千葉鑑定団　東金店 289-1326 千葉県山武市成東745

ゲームチャリオット　辰巳店 290-0015 千葉県市原市市原500-1

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

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　船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町1丁目6-1

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

ツタヤ水元店 125-0032 東京都葛飾区水元3-11-23

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

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　新宿東口店 160-0022 東京都新宿区新宿3-22-7 指田ﾋﾞﾙ

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

ドラマ瑞穂店 190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵382-1

ゲームピーアーク青井 121-0075 東京都足立区一ﾂ家3-8-12

ウエアハウス入谷店　 121-0836 東京都足立区入谷7-8-111F

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

ドラマ日野南平店 191-0041 東京都日野市南平3丁目19−21

ドラマ八王子高倉店 192-0033 東京都八王子市高倉町55-4

ドラマ野猿店 192-0352 東京都八王子市大塚628-1

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

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

ベイシア矢板店　遊びの国 329-2162 栃木県矢板市末広町25-1    

ゲームファンタジーランドナイル　 476-0002 愛知県東海市名和町三番割上40-2 

万代書店　　山梨本店 400-0117 山梨県甲斐市西八幡4415

お宝中古市場　上越店 943-0834 新潟県上越市西城町2-6-11

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

アップル島田店 427-0016 静岡県島田市宝来町8-5

アピナ穂高店 399-8303 長野県安曇野市穂高2450

ＹＡＺ長野店 381-0000 長野県長野市 南石堂町1418-2

アピナ富山新庄店 930-0982 富山県富山市荒川3-2-12

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

ハリケーン　　京都店 604-8046 京都府京都市中京区新京極通り蛸薬師  東側町501-17

プレビプレイランド　四日市ＡＭパーク 510-0075 三重県四日市市安島1-3-31ﾗﾗｽｸｴｱ5F

万代書店　松阪店ＡＭ 515-0811 三重県松阪市塚本町72-1

アミパラ　　鈴鹿店 513-0808 三重県鈴鹿市西條町430-1

買取倉庫　甲西店 520-3223 滋賀県湖南市夏見163−1

楽市楽座　イオンモール四條畷 575-0001 大阪府四條畷市砂4丁目3番2号

ＹＡＺ寝屋川店 572-0026 大阪府寝屋川市石津中町25-26

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

梅田ジョイポリス 530-0017 大阪府大阪市北区角田町42870HEP5 8F

萌ぷら　日本橋店 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-10-6  ﾄｰｴｲﾋﾞﾙ1棟1階

楽市楽座　イオンモール大和郡山店 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町741-333ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山店3F

メガコート 675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田351 2F ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

メガパレス 651-2143 兵庫県神戸市西区丸塚2-9-18

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

ドリームプラネット松山店 790-0056 愛媛県松山市土居田町133-1ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ松山店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

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

スペース　Ｖ１廿日市店 738-0015 広島県廿日市市本町4−23

お宝買取団　高松店 761-0101 香川県高松市春日町16-1

アミパラ　　がいな店 683-0803 鳥取県米子市日ﾉ出町1丁目8-13

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

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

マンガ倉庫日向店 883-0062 宮崎県日向市 日知屋14798-1

ＧＲＥＥＮ　ＭＯＮＳＴＥＲ 863-0047 熊本県天草市八幡町2番12号  

ドリームワン大分光吉店 870-1133 大分県大分市宮崎258番地

さくらボウル 871-0011 大分県中津市大字下池永71-1

マンガ倉庫　　大川店 831-0005 福岡県大川市大字向島1373-1

マンガ倉庫　　八女店 834-0006 福岡県八女市大字吉田字原尾123番地

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

近畿

中四国

九州

『ted2 ぬいぐるみスリッパ』 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


