
地域 店舗名 郵便番号 住所

ＧａｍｅＦｉｅｌｄ旭川駅前店 070-0030 北海道旭川市宮下通7丁目2番5号 ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前4F

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

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

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

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

アミューズパーク仙台港店 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字田中106

ゲームフィールド仙台長町店 982-0011 宮城県仙台市太白区長町7丁目20番3号 ｻﾞ･ﾓｰﾙ仙台長町店3F

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

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              

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天童 994-0082 山形県天童市芳賀ﾀｳﾝ北四丁目1番1号 ｲｵﾝﾓｰﾙ天童2階

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

セガ　秋田 010-0065 秋田県秋田市茨島1-1-16

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

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

ラ・セラ　キッズ 030-0912 青森県青森市八重田4-2-1ﾗｾﾗ東ﾊﾞｲﾊﾟｽSC内

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

セガ　日和田 963-0534 福島県郡山市日和田町字西中島7-1

セガ　水戸 310-0015 茨城県水戸市宮町1-7-44ｺﾑﾎﾞｯｸｽ310

セガ　石岡 315-0031 茨城県石岡市東大橋中峯1976-1

セガ　与野 338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9ｲｵﾝ与野ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F

セガ　所沢 359-1123 埼玉県所沢市日吉町8-1

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    

セガ　ワールド　入間 358-0012 埼玉県入間市東藤沢2-18

ウエアハウス草加店　 340-0831 埼玉県八潮市南後谷507

セガ　ららぽーと　富士見 354-8560 埼玉県富士見市山室1-13133階35200

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

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

ドラマ港北インターＡＭ 224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町321-6

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

アミューズメントパーク　ベネクス川崎店 210-0852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通4-8-3                            

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

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

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

セガイオンモール銚子 288-0815 千葉県銚子市三崎町2-2660-1ｲｵﾝﾓｰﾙ銚子2F

タイトーＦステーション　柏中央店 277-0872 千葉県柏市十余二249-5

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

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

セガ　神楽坂 162-0825 東京都新宿区神楽坂2-11第二ｶｸﾞﾗﾋﾙｽﾞ 1F

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

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

ドラマ八王子高倉店 192-0033 東京都八王子市高倉町55-4

セガ　イオンモールむさし村山 208-0022 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3-2059

セガ　東京ドームシティ 112-0004 東京都文京区後楽1-3-61株式会社東京ﾄﾞｰﾑ ｱﾄﾗｸｼｮﾝｽﾞ内ｶｰﾆﾊﾞﾙ

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

クラブ　セガ　立川 190-0023 東京都立川市柴崎町3-2-1ｻｻﾞﾝﾋﾞﾙ 1F

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

セガ　ワールド　小山 323-0825 栃木県小山市東城南1-1-18

セガ　イオンモール　木曽川 493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田南字八ﾂヶ池25-1ｲｵﾝﾓｰﾙ木曽川3階

セガ　岡崎 444-0823 愛知県岡崎市上地3-50-4

クラブ　セガ　春日井 486-0805 愛知県春日井市岩野町菅廻間4180

セガ　飯村 440-0833 愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121

セガマーゴ関 501-3936 岐阜県関市倉知516番地ﾏｰｺﾞｼﾈﾏ館2F

セガ　ワールド　多治見 507-0015 岐阜県多治見市住吉町1-1-1

タイトーＦステーション　ラザウォーク甲斐双葉店 400-0107 山梨県甲斐市志田字柿木616-1

アピナ長岡店 940-2026 新潟県長岡市堺東町22

セガ掛川 436-0048 静岡県掛川市細田248

セガ　ワールド　サントムーン 411-0902 静岡県駿東郡清水町玉川61-2ｻﾝﾄﾑｰﾝ柿田川2F

エーツー南瀬名店 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町2-5

ＳＵＰＥＲ　ＷＡＶＥ静岡店 422-8001 静岡県静岡市駿河区中吉田15-8ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾟｱ2F

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　島田店 427-0043 静岡県島田市中溝2531 2階 

バイパスレジャーランド加賀店 922-0303 石川県加賀市箱宮町ｦ1-1

セガ　イオンタウン金沢示野 920-0058 石川県金沢市戸板西2丁目1番地

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

ゲームパラダイス 920-0849 石川県金沢市堀川新町5−1

セガ　ワールド　豊科 399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高1115

アピナ伊那店 396-0021 長野県伊那市西町5093

セガ　松本 390-0841 長野県松本市渚1-7-5-3

アピナ富山新庄店 930-0982 富山県富山市荒川3-2-12

タイトーステーション　ファボーレ婦中店 939-2716 富山県富山市婦中町下轡田165-1ﾌｭｰﾁｬｰｼﾃｨ ﾌｧﾎﾞｰﾚ2F

セガ　福井 910-0835 福井県福井市丸山1-410

プラザアピア　峰山店　　　　　　　　　　　 627-0041 京都府京丹後市峰山町菅376  

アミパラ京都南 617-0003 京都府向日市 森本町佃15-7

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

イオンタウン湖南ゲームコーナー 520-3252 滋賀県湖南市岩根4580 ｲｵﾝﾀｳﾝ湖南

ゲームフィールド　守山店 524-0101 滋賀県守山市今浜町2620-5 ﾋﾟｴﾘ守山店1F

セガ　ワールド　草津 525-0025 滋賀県草津市西渋川1-23-23SARA新棟2F

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  3319      

セガ　ビバモール　寝屋川 572-0855 大阪府寝屋川市寝屋南2-22-2ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ寝屋川 ﾓｰﾙ棟2F

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

セガ　あべの　キューズモール 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1あべのﾏｰｹｯﾄﾊﾟｰｸ ｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ 3階

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

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

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

ＡＧスクエア東大阪店 577-0004 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64

セガ　ワールド　枚方 573-1164 大阪府枚方市須山町83-1ｻﾝｼｬｲﾝﾌﾟﾗｻﾞ枚方内

セガニトリモール枚方 573-0171 大阪府枚方市北山1-2-1ﾆﾄﾘﾓｰﾙ枚方2F

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

セガ　神戸ｕｍｉｅサウスモール 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎1-7-2 A-408

セガ　ららぽーと甲子園 663-8178 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100ららぽｰと甲子園2F

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

セガ　あまがさきキューズモール 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-3-1ｺｺｴあまがさき内4F

セガ　つかしん 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1つかしん内

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

セガ　イオンモール　岡山 700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ岡山内6階

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

スペース　Ｖ１廿日市店 738-0015 広島県廿日市市本町4−23

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

セガ　徳島　スエヒロボウル 770-0865 徳島県徳島市南末広4-18

サンアミューズ鹿屋店 893-0013 鹿児島県鹿屋市札元2-3798-1

セガ　ワールド　出水 899-0126 鹿児島県出水市六月田町347

タイトーＦステーション　セントポルタ大分店 870-0035 大分県大分市中央町2-1-1

セガ　ワールド　サンスパおおむら 856-0815 長崎県大村市森園町663-3

楽市楽座　クリエイト宗像店 811-3400 福岡県宗像市くりえいと1-4-4

ＡｓｏｕｂｉＤｏｕｒａｋｕ　筑後店 833-0055 福岡県筑後市熊野257−1

タイトーステーション　マリノア店 819-0001 福岡県福岡市西区小戸2-12-30ﾏﾘﾉｱｼﾃｨ福岡 ﾏﾘﾅｻｲﾄﾞ棟 2F

Ｇ－ｐａｌａ博多店 812-0896 福岡県福岡市博多区東光寺町2-6-40ｺﾏｰｼｬﾙﾓｰﾙ博多2F

沖縄 クラブ　セガ　北谷 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-8

近畿

中四国

九州

『ted２　エプロンぬいぐるみ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。
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関東

北陸東海


