
TVアニメ『東京リベンジャーズ』オリジナルプライズ商品取り扱い店舗 

 

■『東京リベンジャーズ』ぱすきゃら グラス（全 6種） 

オンラインクレーン リフトる 

https://www.liftle.net/ 

 

あみぱらんど店 

広島県福山市三吉町南 2-8-24 

 

アミパラ岡山店 

岡山県岡山市北区青江 1-13-8 

 

アミパラ下関店 

山口県下関市長府才川 1丁目 42-48 

 

アミパラ垂水店 

兵庫県神戸市垂水区名谷町字室山 1400-18 

 

アミパラ加古川店 

兵庫県加古川市尾上町今福 71-2 

 

アミパラ橿原店 

奈良県橿原市十市町 1222-1ツインゲート橿原１F 

 

アミパラ草津店 

滋賀県草津市木川町 311-1 JJ タウン木川２F 

 

アミパラ大東店 

大阪府大東市南新田 2丁目 3-5 

 

アミパラ久御山店 

京都府久世郡久御山町森大内 337イオンタウン久御山店 

 

楽市楽座 210 トリアス久山店 

福岡県糟屋郡久山町大字山田 990 

 

https://www.liftle.net/


楽市楽座イオンモール川口前川店 

埼玉県川口市前川 1-1-11イオンモール川口前川店 

 

楽座楽座イオンモール福岡店 

福岡県粕屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木 192-1イオンモール福岡２F 

 

楽市街道 箱崎店２F 

福岡県福岡市東区箱崎 5-1-8楽市街道箱崎店 2階 

 

楽市街道 くるめ店 

福岡県久留米市新合川 2-7-10久留米アミューズメントビル内 

 

楽市街道 名古屋店 

愛知県名古屋市中之郷神明 45-1 

 

楽市楽座イオンモール八幡東店 

福岡県北九州市八幡東東田 3-2-102イオンモール八幡東３F 

 

楽市楽座イオンモール筑紫野店 

福岡県筑紫野市立明寺 434-1イオンモール筑紫野店３F 

 

楽市楽座イオンモール土浦店 

茨城県土浦市上高津 367番地イオンモール土浦３F 

 

楽市楽座イオンモール宮崎店 

宮崎県宮崎市新別府町江口 862-1イオンモール宮崎店２F 

 

楽市楽座イオンモール神戸北店 

兵庫県神戸市北区上津台 8-1-1イオンモール神戸北店 

 

楽市楽座イオンモール大和郡山店 

奈良県大和郡山市下三橋町 741番イオンモール大和郡山３F 

 

楽市楽座イオンモール大牟田店 

福岡県大牟田市岬町 3-4イオンモール大牟田店２F 

 



楽市楽座イオンモール甲府店 

山梨県中巨摩郡昭和町飯喰 1505-1イオンモール甲府昭和店２F 

 

楽市楽座イオンモール福津店 

福岡県福津市日蒔野 6-16-1 イオンモール福津店３F 

 

楽市楽座イオンモール名古屋茶屋店 

愛知県名古屋市港区西茶屋 2-1-1イオンモール名古屋茶屋店３F 

 

楽市楽座イオンモール京都桂川店 

京都府京都市南区久世高田町 376-1イオンモール京都桂川店３F 

 

楽市楽座イオンモール沖縄ライカム店 

沖縄県中頭郡北中城村字沖縄ライカム 1番地イオンモール沖縄ライカム４F 

 

楽市楽座イオンモール四条畷店 

大阪府大阪市四條畷市砂 4-3-2イオンモール四條畷店３F 

 

楽市楽座イオンモール新小松店 

石川県小松市清六町 315イオンモール新小松店２F 

 

楽市楽座イオンタウン姶良店 

鹿児島県姶良市東餅田 336 イオンタウン姶良店２F 

 

楽市楽座イオンモール松本店 

長野県松本市中央 4-9-51イオンモール松本店風庭２F 

 

楽市楽座イオンモール熊本店 

熊本県上益城郡嘉島町大字上島長池 2232イオンモール熊本店２F 

 

楽市楽座させぼ五番街店 

長崎県佐世保市新港町 2-7 させぼ五番街３F 

 

楽市楽座ビバモール美原南店 

大阪府堺市美原区黒山 1008番ビバモール美原南インター店２F 

 



楽市楽座 210久留米店２F 

福岡県久留米市東合川 2-2-1楽市楽座 210久留米店２F 

 

楽市楽座 行橋店 

福岡県行橋市西泉 6-1-1 

 

千葉レジャーランド成東店  

千葉県山武市姫島 111-1 

 

千葉レジャーランド野田店 

千葉県野田市吉春 776-1 

 

埼玉レジャーランド春日部店 

埼玉県春日部市増富 163-1 

 

埼玉レジャーランド川越 2号店 

埼玉県川越市脇田町 3-6長谷川ビル 1F～2F 

 

タイトーF ステーションクレアモール川越店 

埼玉県川越市新富町 2-1-1 カシーラ本川越 1F-4F 

 

SPORTSWAVE鉄腕 24浜野店 

千葉県千葉市中央区浜野町 1025-59 

 

SPORTSWAVE鉄腕 24稲毛長沼店 

千葉県千葉市稲毛区長沼原町 697番地 

 

群馬レジャーランド高崎駅東口店   

群馬県高崎市江木町 333番地 1高崎 EX ﾋﾞﾙ 2階 

 

群馬レジャーランド藤岡店   

群馬県藤岡市中 2002-1 

 

群馬レジャーランド伊勢崎店    

群馬県伊勢崎市連取町 3066-1  

 



群馬レジャーランド太田店 

群馬県太田市西矢島町 162番地 2 

 

群馬レジャーランド渋川店  

群馬県渋川市八木原 1364 

 

東京レジャーランドお台場店 

東京都港区台場 1丁目 7番 1号ｱｸｱｼﾃｨお台場 4F 

 

東京レジャーランド亀有店 

東京都葛飾区亀有 3-21-2 

 

東京レジャーランド秋葉原店 

東京都千代田区外神田 1丁目 9番 5号 

 

東京レジャーランド秋葉原 2号店 

東京都千代田区外神田 4丁目 3-3 ミナミビル 6F･7F 

 

神奈川レジャーランド厚木店 

神奈川県厚木市戸室 5丁目 31−1 

 

東京レジャーランド池袋店  

東京都豊島区東池袋 1-29-1サントロペ池袋ビル 2F3F 

 

タイトーF ステーション川崎ルフロン店 

 神奈川県川崎市川崎区日進町 1-11川崎ルフロン１０Ｆ 

 

福井レジャーランド板垣店 

福井県福井市下馬 3-101 

 

フクイレジャーランドワイプラザ店 

福井県福井市新保北 1-303ヤスサキワイプラザ B棟 2F 

 

バイパスレジャーランド加賀店 

石川県加賀市箱宮町ヲ 1-1 

 



バイパスレジャーランド藤江新館 

石川県金沢市藤江南 2-105バイパスレジャーランド藤江新館 1F 

 

トヤマレジャーランド呉羽店 

富山県富山市高木字貝塚 2054 

 

上越レジャーランボウル 

新潟県上越市下門前薬島 827-2 

 

富山レジャーランド射水店  

富山県射水市小島 3724-1アプリオ２階 

 

セガ南町田グランベリーパークキッズディスカバリー 

東京都町田市鶴間 3丁目 4-1キッズディスカバリー2階 E201区画 

 

セガイオンモール木曽川 

愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池 25-1 イオンモール木曽川 3F 

 

セガあべのキューズモール 

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-6-1 あべのマーケットパーク キューズモール 3F 

 

セガサントムーン柿田川 

静岡県駿東郡清水町玉川 61-2 サントムーン柿田川 2F 

 

セガ神戸 umieサウスモール 

兵庫県神戸市中央区東川崎町 1-7-2 

 

セガイオンモール高岡 

富山県高岡市下伏間江 383 イオンモール高岡西館 2F 

 

セガワールド葛西 

東京都江戸川区東葛西 9-3-3 イトーヨーカドー3F 

 

セガイオンモールむさし村山 

東京都武蔵村山市榎 1-1-3 イオンモールむさし村山 2F 

 



セガららぽーと富士見 

埼玉県富士見市山室 1-1313 ららぽーと富士見 3F 3520区画 

 

セガイオンモール岡山 

岡山県岡山市北区下石井 1-2-1 イオンモール岡山内 6F 6024-1区画 

 

セガスマーク伊勢崎 

群馬県伊勢崎市西小保方町 368 スマーク伊勢崎 3F 302区画 

 

セガららぽーと TOKYO-BAY 

千葉県船橋市浜町 2-1-1 北館 1F E122区画 

 

セガ東京ドームシティ 

東京都文京区後楽 1-3-61 

 

セガイオンモール銚子 

千葉県銚子市三崎町 2-2660-1 イオンモール銚子 2F 

 

セガ南町田グランベリーパークワンダーシアター 

東京都町田市鶴間 3丁目 4-1ワンダーシアター1階 H103区画 

 

セガみらい長崎ココウォーク 

長崎県長崎市茂里町 1-55 みらい長崎ココウォーク 5F 

 

セガ mozoワンダーシティ上小田井 

愛知県名古屋市西区二方町 40 mozo ワンダーシティ 4F 

 

セガ神戸 umieモザイク 

兵庫県神戸市中央区東川崎町 1-6-1 

 

GOTON！ 

https://segacatcher.com/ja 

 

セガ与野 

埼玉県さいたま市中央区本町西 5-2-9 イオン与野ショッピングセンター3F 

 

https://segacatcher.com/ja


セガあまがさきキューズモール 

兵庫県尼崎市潮江 1-3-1ココエあまがさき内 4F 

 

オンラインクレーン トレバ 

https://www.toreba.net/service 

 

 

■『東京リベンジャーズ』ぱすきゃら ハンドタオル（全 6種） 

LIFTる 

https://www.liftle.net/ 

 

アミパラ鳥栖店 

鳥取県鳥取市晩稲 100-1イオン鳥取北ショッピングセンター内２F 

 

あみぱらんど店 

広島県福山市三吉町南 2-8-24 

 

アミパラ岡山店 

岡山県岡山市北区青江 1-13-8 

 

アミパラ垂水店 

兵庫県神戸市垂水区名谷町字室山 1400-18 

 

アミパラ日吉津店 

鳥取県西伯郡日吉津村日吉津 1160-1イオンモール日吉津西館 

 

アミパラ加古川店 

兵庫県加古川市尾上町今福 71-2 

 

アミパラ草津店 

滋賀県草津市木川町 311-1 JJ タウン木川２F 

 

アミパラフォレオ広島東店 

広島県広島市東区温品 1丁目 3-2フォレオ広島東 1階 

 

楽市楽座 210 トリアス久山店 

https://www.toreba.net/service
https://www.liftle.net/


福岡県糟屋郡久山町大字山田 990 

 

楽市楽座イオンモール川口前川店 

埼玉県川口市前川 1-1-11イオンモール川口前川店 3F 

 

楽座楽座イオンモール福岡店 

福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木 192-1イオンモール福岡２F 

 

楽市街道 箱崎店２F 

福岡県福岡市東区箱崎 5-1-8楽市街道箱崎店 2階 

 

楽市街道 くるめ店 

福岡県久留米市新合川 2-7-10久留米アミューズメントビル内 

 

楽市街道 名古屋店 

愛知県名古屋市中之郷神明 45-1 

 

楽市楽座イオンモール八幡東店 

福岡県北九州市八幡東東田 3-2-102イオンモール八幡東３F 

 

楽市楽座イオンモール筑紫野店 

福岡県筑紫野市立明寺 434-1イオンモール筑紫野店３F 

 

楽市楽座イオンモール土浦店 

茨城県土浦市上高津 367番地イオンモール土浦３F 

 

楽市楽座イオンモール宮崎店 

宮崎県宮崎市新別府町江口 862-1イオンモール宮崎店２F 

 

楽市楽座イオンモール神戸北店 

兵庫県神戸市北区上津台 8-1-1イオンモール神戸北店 3F 

 

楽市楽座イオンモール大和郡山店 

奈良県大和郡山市下三橋町 741番イオンモール大和郡山３F 

 

楽市楽座イオンモール大牟田店 



福岡県大牟田市岬町 3-4イオンモール大牟田店２F 

 

楽市楽座イオンモール甲府店 

山梨県中巨摩郡昭和町飯喰 1505-1イオンモール甲府昭和店２F 

 

楽市楽座イオンモール福津店 

福岡県福津市日蒔野 6-16-1 イオンモール福津店３F 

 

楽市楽座イオンモール名古屋茶屋店 

愛知県名古屋市港区西茶屋 2-1-1イオンモール名古屋茶屋店３F 

 

楽市楽座イオンモール京都桂川店 

京都府京都市南区久世高田町 376-1イオンモール京都桂川店３F 

 

楽市楽座イオンモール沖縄ライカム店 

沖縄県中頭郡北中城村字沖縄ライカム 1番地イオンモール沖縄ライカム４F 

 

楽市楽座イオンモール四条畷店 

大阪府大阪市四條畷市砂 4-3-2イオンモール四條畷店３F 

 

楽市楽座イオンモール新小松店 

石川県小松市清六町 315番地イオンモール新小松店２F 

 

楽市楽座イオンタウン姶良店 

鹿児島県姶良市東餅田 336 イオンタウン姶良店２F 

 

楽市楽座イオンモール松本店 

長野県松本市中央 4-9-51イオンモール松本店風庭２F 

 

楽市楽座イオンモール熊本店 

熊本県上益城郡嘉島町大字上島長池 2232イオンモール熊本店２F 

 

楽市楽座させぼ五番街店 

長崎県佐世保市新港町 2-7 させぼ五番街３F 

 

楽市楽座ビバモール美原南店 



大阪府堺市美原区黒山 1008番ビバモール美原南インター店２F 

 

千葉レジャーランド成東店  

千葉県山武市姫島 111-1 

 

千葉レジャーランド野田店 

千葉県野田市吉春 776-1 

 

埼玉レジャーランド春日部店 

埼玉県春日部市増富 163-1 

 

埼玉レジャーランド川越 2号店 

埼玉県川越市脇田町 3-6長谷川ビル 1F～2F 

 

タイトーF ステーションクレアモール川越店 

埼玉県川越市新富町 2-1-1 カシーラ本川越 1F-4F 

 

SPORTSWAVE鉄腕 24浜野店 

千葉県千葉市中央区浜野町 1025-59 

 

SPORTSWAVE鉄腕 24稲毛長沼店 

千葉県千葉市稲毛区長沼原町 697番地 

 

群馬レジャーランド高崎駅東口店   

群馬県高崎市江木町 333番地 1高崎 EX ﾋﾞﾙ 2階 

 

群馬レジャーランド藤岡店   

群馬県藤岡市中 2002-1 

 

群馬レジャーランド伊勢崎店 

群馬県伊勢崎市連取町 3066-1  

 

群馬レジャーランド太田店 

群馬県太田市西矢島町 162番地 2 

 

群馬レジャーランド渋川店  



群馬県渋川市八木原 1364 

 

東京レジャーランドお台場店 

東京都港区台場 1丁目 7番 1号ｱｸｱｼﾃｨお台場 4F 

 

東京レジャーランド亀有店 

東京都葛飾区亀有 3-21-2 

 

東京レジャーランド秋葉原店 

東京都千代田区外神田 1丁目 9番 5号 

 

東京レジャーランド秋葉原 2号 

東京都千代田区外神田 4丁目 3-3 ミナミビル 6F･7F 

 

神奈川レジャーランド厚木店 

神奈川県厚木市戸室 5丁目 31−1 

 

東京レジャーランド池袋店  

東京都豊島区東池袋 1-29-1サントロペ池袋ビル 2F3F 

 

タイトーF ステーション川崎ルフロン店 

 神奈川県川崎市川崎区日進町 1-11川崎ルフロン１０Ｆ 

 

福井レジャーランド板垣店 

福井県福井市下馬 3-101 

 

フクイレジャーランドワイプラザ店 

福井県福井市新保北 1-303ヤスサキワイプラザ B棟 2F 

 

バイパスレジャーランド加賀店 

石川県加賀市箱宮町ヲ 1-1 

 

バイパスレジャーランド藤江新館 

石川県金沢市藤江南 2-105バイパスレジャーランド藤江新館 1F 

 

トヤマレジャーランド呉羽店 



富山県富山市高木字貝塚 2054 

 

上越レジャーランボウル 

新潟県上越市下門前薬島 827-2 

 

富山レジャーランド射水店  

富山県射水市小島 3724-1アプリオ２階 

 

プレビヨークベニマル大和吉岡店 

宮城県黒川郡大和町吉岡東 1-2-1 ヨークベニマル大和吉岡店内プレビジャンボリー 

 

プレビプレイランド北海道 

北海道札幌市手稲区星置 1条 2-1-1ラッキー星置駅前店 1Fプレビプレイランド 

 

プレビ ピサーロ常陸大宮店（シングル茨城東店） 

茨城県常陸大宮市下村田 2387プレビ ピサーロ常陸大宮店 

 

プレビプレイランド シングル埼玉北店 

埼玉県久喜市桜田 3-2-1イオン東鷲宮店 2Fプレビプレイランド 

 

プレビプレイランドコーナ茨城店（シングル茨城南店） 

茨城県土浦市大畑 1611番地 新治 SC さん・あびお内プレビプレイランドコーナー 

 

アミューズメント プレビシングル福島店 

福島県いわき市鹿島町米田字日渡 5鹿島エブリアショッピングセンター内２Fアミューズメントプレ

ビ 

 

プレビ プレイランド シングル埼玉南店 

埼玉県越谷市越ケ谷 1-16-6ALCo越谷ショッピングスクエア内 B1 

 

プレビ パロー清水高橋店 

静岡県静岡市清水区高橋 5-1-1パロー清水高橋店 B1 

 

プレビ シングル茨城東店 

茨城県常陸大宮市下村田 2387イオン常陸大宮店内 ファミリー遊園地茨城中央 

 



オンラインクレーン トレバ 

https://www.toreba.net/service 

 

https://www.toreba.net/service

