
地域 店舗名 郵便番号 住所

ディノスパーク　旭川 070-0010 北海道旭川市大雪通5-496-5  第8山本ﾋﾞﾙ

ディノスパーク伊達店 052-0021 北海道伊達市末永町66-1

ディノスパーク音更店 080-0101 北海道河東郡音更町木野大通西15丁目2番地12 ﾋﾞｯｸﾏｰﾄB棟

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4-18-1ｲｵﾝﾓｰﾙ釧路昭和2F

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

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

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

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

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ仙台店 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡37281

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

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

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

青森メトロポリス 038-0006 青森県青森市石江三好1-15-8

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

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

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  常磐線赤塚駅南口駅前    

アピナ下館店 308-0847 茨城県筑西市玉戸1012-3

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

リバティ戸田店 335-0034 埼玉県戸田市笹目2-6-6

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

龍宮ガーデンアリオ上尾店 362-0046 埼玉県上尾市壱丁目字上原367ｱﾘｵ上尾店2F

ＡＭモナコ川越１号店 350-0043 埼玉県川越市新富町2-4-1関口池田ﾋﾞﾙ1F

スーパーハンマー草加店 340-0011 埼玉県草加市栄町2-8-33ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ草加店内ﾃﾅﾝﾄ1Fｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　フレスポ八潮店 340-0822 埼玉県八潮市大瀬一丁目1-3ﾌﾚｽﾎﾟ八潮3F

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

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

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

ＮＩＣＯＰＡ　マーケットスクエア川崎店 210-0011 神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目5-1

アピナ橋本店 252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-1-1ﾗ･ﾌﾛｰﾙ駐車場棟1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                              

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

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

イスカンダル木更津店 292-0834 千葉県木更津市潮見4-1-2

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

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

アミュージアム昭島店 196-0014 東京都昭島市田中町573-1-2

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

ゲームプラザＧＡＯ歌舞伎町店　　 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-6-8ｱﾐｭｰｽﾞ歌舞伎町ﾋﾞﾙ1F           

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

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

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

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

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

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

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

ドラマ　足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町244-1

ドリームワン新安城店 446-0007 愛知県安城市東栄町3-1-12 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ内

安城メトロポリス 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

小牧メトロポリス 485-0015 愛知県小牧市間々片山181-1

ゲームファンタジアン長久手店 480-1121 愛知県長久手市武蔵塚705

半田メトロポリス 475-0838 愛知県半田市旭町3-11-1

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   

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

中川メトロポリス 454-0954 愛知県名古屋市中川区江松3-110

大垣メトロポリス 503-0808 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1

お宝中古市場　上越店 943-0834 新潟県上越市西城町2-6-11

メジャーロード白根店 950-1214 新潟県新潟市南区上下諏訪木948−2

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

シートピアＹＡＺ大須賀店 437-1304 静岡県掛川市西大渕3359

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　金沢店 920-0981 石川県金沢市片町2-1-7宇都宮片町ﾋﾞﾙ 1F

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

アピナ伊那店 396-0021 長野県伊那市西町5093

アピナ佐久インター店 385-0023 長野県佐久市岩村田北1-13-1

アピナ松本店 390-0833 長野県松本市双葉19-10

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

フクイレジャーランドワイプラザ店 910-0832 福井県福井市新保町7-9-1ﾔｽｻｷﾜｲﾌﾟﾗｻﾞB棟2F

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

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

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

ソユーゲームフィールド　堺鉄砲町店 590-0905 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 ｲｵﾝﾓｰﾙ堺鉄砲町3F

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

ＷＡＶＥアメリカ村 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-16-12ﾆｭｰｱﾒﾘｱﾝﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F

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

難波ヒルズ 542-0076 大阪府大阪市中央区難波3-2-34

ベターラック 556-0002 大阪府大阪市浪速区恵美須東2-4-10                      

アテナ日本橋 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中37278

ＳＯＹＵミクロガーデン橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町7-20-1ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F

テクモピアフォーレ伊丹店 664-0000 兵庫県伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹3F

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

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

ゲームランドＢＡＬＬＹ 641-0014 和歌山県和歌山市毛見1527和歌山ﾏﾘｰﾅｼﾃｨ内ﾎﾟﾙﾄﾖｰﾛｯﾊﾟ

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

アミパラ松山店 790-0051 愛媛県松山市生石町655-1

アミパラ岡山店 700-0941 岡山県岡山市北区青江1-13-8

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

お宝買取団　東広島店 739-0013 広島県東広島市西条御条町6-20-4F  店内ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ         

スペース　Ｖ１廿日市店 738-0015 広島県廿日市市本町4−23

福山メトロポリス 721-0953 広島県福山市一文字町24-1

ピノッキースパティオ宇部店 759-0213 山口県宇部市黒石北三丁目4番1号 ゆめﾀｳﾝ宇部2F

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

ピノッキースパティオ南岩国店 740-0034 山口県岩国市南岩国1-20-30 ゆめﾀｳﾝ南岩国店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

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

ピノッキースパティオ益田店 698-0041 島根県益田市高津7丁目21-12 ゆめﾀｳﾝ益田2階

ピノッキースパティオ浜田店 697-0052 島根県浜田市港町227-1 ゆめﾀｳﾝ浜田店3F

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

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

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

ソニックワールド大村 856-0817 長崎県大村市古賀島町383-1

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

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　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

小倉メトロポリス 803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町41421

クラブセガ　北谷 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

ジョイジャングル美浜店 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜15番68  ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾊﾟﾚｽ2F

楽市楽座　イオンモール沖縄ライカム店 901-2300 沖縄県中頭郡北中城村ｱﾜｾ土地区画整理事業区域内4街区

近畿

中四国

九州

沖縄

『ted２　ハートぬいぐるみXL』 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


