『ぴよ盛り マスコットキーチェーン』 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。
地域

北海道

東北

関東

東海
北陸

関西

中国
四国

九州
沖縄

店舗名

郵便番号

住所

ディノスパーク 帯広

080-0051

北海道帯広市白樺16条西2-2-5

にこにこらんど 新川店

001-0922

北海道札幌市北区新川二条７－３-20イトーヨーカドー新川店

GALAXY GATE 函館

041-0812

北海道函館市昭和3-31-12

らんらんらんど 上磯店

049-0111

北海道北斗市七重浜４－４４－１ダイエー上磯店１Ｆ

マンハッタンストリート苫小牧店

053-0033

北海道苫小牧市木場町１－６－１長崎屋新苫小牧店内

ディノスパーク 苫小牧

053-0053

北海道苫小牧市柳町3-1-20イオン苫小牧ＳＣ２Ｆ

パロ 苫小牧店

053-0814

北海道苫小牧市糸井１３５－１カウボーイＧ棟

らんらんらんど 旭川店

070-0000

北海道旭川市豊岡３条２－２－１９ 旭友ストア ア・モール２Ｆ

パロ 滝川店

073-0024

北海道滝川市東町２－２９－１ダイエー滝川店１Ｆ

らんらんらんど 中標津店

086-1100

北海道標津郡中標津町南町３－１０ 東武サウスヒルズ１Ｆ

パロ 網走店

093-0033

北海道網走市駒場北５－８３駒場ショッピングタウン

セガワールド八戸Ｒ４５

031-0072

青森県八戸市城下4-25-14

らんらんらんど 三沢店

033-0037

青森県三沢市松園町３－１０－１とうてつ三沢店１Ｆ

パロ 久慈店

028-0041

岩手県久慈市長内町第３０地割３２－３久慈ショッピングセンター

アクアランド 岩沼店

989-2472

宮城県岩沼市梶橋２－３０ みやぎ生協セラビ岩沼店内１Ｆ

スーパーノバ 会津インター店

965-0053

福島県会津若松市北町大字上荒久田字宮下142

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

秋葉原 ＧＩＧＯ

101-0021

東京都千代田区外神田1-15-1

ＣＬＵＢＳＥＧＡ 秋葉原 新館

101-0021

東京都千代田区外神田1-11-11 外神田１丁目ビルディング

ＣＬＵＢＳＥＧＡ 秋葉原

101-0021

東京都千代田区外神田1-10-9

セガ 秋葉原

101-0021

東京都千代田区外神田 1-15-9

友栄 アリオ西新井店

123-0843

東京都足立区西新井栄町1-20-1アリオ西新井店 3Ｆあそんじゃ王国

セガワールド アルカキット

130-0013

東京都墨田区錦糸2-2-1 ｱﾙｶｷｯﾄ8F

ゲームUFO 曳舟店

131-0032

東京都墨田区東向島２－３０－１

シルクドゥガリバー お台場店

135-0064

東京都江東区青海1-3-15 ウエストモールヴィーナスフォート1F

ＡＭ ＰＩＡ 大森

143-0023

東京都大田区山王2-2-15

SILK HAT 蒲田Ｍ２

144-0052

東京都大田区蒲田7-6-3 プリンス会館

らんらんらんど 碑文谷店

152-0003

東京都目黒区碑文谷４－１－１ダイエー碑文谷店３Ｆ

ゲームインファンファン玉川店

158-0094

東京都世田谷区玉川３－６－３

新宿スポーツランド本館

160-0022

東京都新宿区新宿3-22-12

ＣＬＵＢＳＥＧＡ 新宿西口

160-0023

東京都新宿区西新宿1-12-5

ちびっこタウン 荻窪店

167-0043

東京都杉並区上荻1-9-1荻窪タウンセブン屋上

池袋 ＧＩＧＯ

170-0013

東京都豊島区東池袋1-21-1

ＡＭ St.Tropez 池袋

170-0013

東京都豊島区東池袋1-29 サントロペビル2階

ＡＭ ＰＩＡ 伊勢崎町

170-0013

東京都豊島区東池袋1-29 サントロペビル2階

らんらんらんど 成増店

175-0094

東京都板橋区成増２－２１－２ダイエー成増店４Ｆ

ＣＬＵＢＳＥＧＡ 立川

190-0023

東京都立川市紫崎町3-2-1 ｻｻﾞﾝﾋﾞﾙ1F

セガワールド ドリームファクトリー

208-0022

東京都武蔵村山市榎1-1-3-2059

SILK HAT 川崎ダイス

210-0007

神奈川県川崎市川崎区駅前本町８番地

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 岡田屋モアーズ内１・２階

わんぱくキッズランド FUJI上野川店

216-0001

神奈川県川崎市宮前区野川16-1FUJI上野川店内

ＴＨＥ ３ＲＤ ＰＬＡＮＥＴ 港北ニュータウン店

224-0003

神奈川県横浜市都筑区中川中央 １－２５－１ ノースポートモール６Ｆ

アミューズメント レイブファクトリー マーズ

231-0033

神奈川県横浜市中区長者町６丁目１０６

らんらんらんど 港南台店

234-0054

神奈川県横浜市港南区港南台３－１－２ダイエー港南台店４Ｆ

らんらんらんど 金沢八景店

236-0021

神奈川県横浜市金沢区泥亀１－２７－１ ダイエー金沢八景店２Ｆ

SILK HAT 横須賀中央

238-0007

神奈川県横須賀市若松町1-5 プライムビル 地下1階

パロ 横須賀店

238-0041

神奈川県横須賀市本町２－１－１２ ショッパーズ横須賀店４Ｆ

SILK HAT 本厚木

243-0018

神奈川県厚木市中町2-4-13 本厚木駅前ビル

らんらんらんど サクラス戸塚店

244-0003

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4253-1 サクラス戸塚店2F

らんらんらんど 東戸塚店

244-0801

神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３５－１ダイエー東戸塚店３Ｆ

らんらんらんど 三ツ境店

246-0022

神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境７－１ ダイエー三ツ境店２Ｆ

ＡＭ ＰＩＡ 大船

247-0056

神奈川県鎌倉市大船1-24 大船駅前ビル1～3階

ゲームインファンファン 藤沢店新館

251-0025

神奈川県藤沢市鵠沼石上１－３－

お宝あっとマーケット 相模原店

252-0239

神奈川県相模原市中央区中央 ４－１－２アイワールドセンタープラザ２Ｆ

キッズトレイン 相模原店

252-0313

神奈川県相模原市南区松が枝町１７－１イトーヨーカドー相模原店３Ｆ

らんらんらんど 綾瀬店

252-1104

神奈川県綾瀬市大上２－１－１ダイエー綾瀬店３Ｆ

SEGA ARENA SOGA

260-0835

千葉県千葉市中央区川崎町51-1 ﾊｰﾊﾞｰｼﾃｨ蘇我ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｳｫｰｸｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ棟1F

ＣＬＵＢＳＥＧＡ 幕張

261-0021

千葉県千葉市美浜区ひび野1-8 ﾒｯｾｱﾐｭｰｽﾞﾓｰﾙ1階

らんらんらんど 千葉長沼店

263-0005

千葉県千葉市稲毛区長沼町３３０－５０ ダイエー千葉長沼店１Ｆ

らんらんらんど 新松戸店

270-0034

千葉県松戸市新松戸３－２－２ダイエー新松戸店４Ｆ

ジョイプラザ 印西店

270-1335

千葉県印西市原1-2ビッグホップガーデンモール印西２Ｆ

パロ 市川店

272-0015

千葉県市川市鬼高１－１－１ニッケコルトンプラザ２Ｆ

らんらんらんど ファンキッズ

272-0015

千葉県市川市鬼高１－１－１ダイエーいちかわコルトンプラザ４Ｆ

らんらんらんど 南行徳店

272-0138

千葉県市川市南行徳２－２０－２５ ダイエー南行徳店２Ｆ

ＡＭ ＰＩＡ 津田沼

275-0016

千葉県習志野市津田沼1-2-1 十三ビル地下1階

ハイテクセガ 柏

277-0005

千葉県柏市柏1-1-11 丸井ﾃﾞﾊﾟｰﾄ内B1F

プラサカプコン ちはら台店

290-0143

千葉県市原市ちはら台西3-4 ショッピングモールｕｎｉｍｏちはら台2F

らんらんらんど 行方店

311-3832

茨城県行方市麻生3288-50セイミヤモール麻生店1F

ＡＧスクエア 石岡店

315-0031

茨城県石岡市東大橋中峯1976-1

らんらんらんど 宇都宮店

320-0865

栃木県宇都宮市睦町５－５スーパーセンタートライアル宇都宮店１Ｆ

ゲームモアイ 小山店

323-0014

栃木県小山市喜沢1475 ﾊｰヴｪｽﾄｳｫｰｸ内ｽﾎﾟｰﾂｼﾈﾏ棟

らんらんらんど 大田原店

324-0051

栃木県大田原市山の手２－１５－１ トライアル大田原店１Ｆ

パロ 石橋店

329-0502

栃木県下野市下古山３３６２－１ヨークタウン

らんらんらんど 川口店

332-0012

埼玉県川口市本町２－７－２５ミエルかわぐち３Ｆ

ＡＭ ＰＩＡ 川口

332-0017

埼玉県川口市栄町3-1-16 イート川口ビル４階

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

ＧＡＭＥココナッツパラダイス 鶴ケ島ポポラ店

350-2204

埼玉県鶴ケ島市鶴ケ丘２７６－１ ＰＯＰＯＬＡ３Ｆゲームコーナー

らんらんらんど 志木店

353-0004

埼玉県志木市本町５－１７－１ダイエー志木店３Ｆ

パロ 埼玉大井

356-0044

埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡１－３－１５ ビバモール埼玉大井ショッピングセンター２Ｆ

ガロパ 北上尾店

362-0015

埼玉県神尾市緑丘3丁目3－11－2号 上尾ショッピングアベニューP・A・P・A・PRINCESS(B棟)内

らんらんらんど 本庄店

367-0051

埼玉県本庄市本庄２－３－６バナーズビル２Ｆ

ファンタジープラザ 長野店

381-0034

長野県長野市高田１７５８ ＭＥＧＡドンキ・ホーテ２Ｆ

パロ 諏訪店

392-0013

長野県諏訪市沖田町５－１８ステーションパーク諏訪店

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

らんらんらんど 御殿場店

412-0042

静岡県御殿場市萩原６３６ダイエー御殿場店３Ｆ

セガワールド 静岡

420-0035

静岡県静岡市葵区七間町4番地の2 静活ボウリングビル1,2階

SUPER WAVE 静岡店

422-8001

静岡市駿河区中吉田15-8 ２Ｆ

ジョイスクエア 藤枝店

426-0031

静岡県藤枝市築地533-1

らんらんらんど コムタウン

444-0859

愛知県岡崎市上六名町字宮前１ＳＣコムタウン１Ｆ

ムー大陸 シャオ店

445-0891

愛知県西尾市下町御城下23-1西尾シャオ店内

セガワールド 上小田井mozoワンダーシティ

452-0817

愛知県名古屋市西区二方町40番地

コスタ・デル・ソル

460-0003

愛知県名古屋市中区錦３－１７－２６

らんらんらんど 上飯田店

462-0864

愛知県名古屋市北区織部町１ダイエー上飯田店３Ｆ

らんらんらんど 名古屋東店

465-0008

愛知県名古屋市名東区猪子石原２－１７０１ダイエー名古屋東店２Ｆ

らんらんらんど 鳴子店

468-0034

愛知県名古屋市天白区久方３－２５ ダイエー鳴子店１Ｆ

らんらんらんど ピアゴ大和店

491-0932

愛知県一宮市大和町毛受字一本松１９ ピアゴ大和店２Ｆ

セガワールド セガおもしろ遊戯御殿木曽川

493-0001

愛知県一宮市木曽川町黒田南字八ﾂヶ池25番1 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ･ｷﾘｵ3階

セガワールド ソニックタウン関

501-3936

岐阜県関市倉知516番地

セガワールド アクアウォーク大垣

503-0015

岐阜県大垣市林町6-80-21

セガワールド 富山

939-8231

富山県富山市下熊野字柳原割222-1

ＳＥＧＡ ＡＲＥＮＡ 浜大津

520-0041

滋賀県大津市浜町2-1 浜大津ｱｰｶｽ内

らんらんらんど ユーストア

523-0891

滋賀県近江八幡市鷹飼町字一本木２２３－３ ピアゴ近江八幡２Ｆ

ゲームランド 草津

525-0067

滋賀県草津市新浜町300番地 イオンモール草津3F

ハイテクランドセガ 西中島

532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島3-16-8 深井ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1･2F

パロ 京橋店

534-0025

大阪府大阪市都島区片町２－３－５１ ダイエー京橋店 ２･３Ｆ

心斎橋 ＧＩＧＯ

542-0085

大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-2-19

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 あべのマーケットパーク キューズモール Q-332

ファンタジープラザ 弁天町店

552-0007

大阪府大阪市港区弁天町３－１３－１ メガドンキホーテ弁天町店 ２Ｆ

セガ 難波アビオン

556-0011

大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15 MMOﾋﾞﾙ1F･2F

らんらんらんど 吹田店

564-0027

大阪府吹田市朝日町２－１０１ダイエー吹田店４Ｆ

らんらんらんど 摂津富田店

569-1144

大阪府高槻市大畑町１３－１ダイエー摂津富田店１Ｆ

らんらんらんど 古川橋駅前店

571-0030

大阪府門真市末広町４１－２ダイエー古川橋駅前店３Ｆ

テクモピア 寝屋川店

572-0022

大阪府寝屋川市緑町5-8 イオンモール寝屋川3F

らんらんらんど おおとり店

593-8324

大阪府堺市西区鳳東町７－７３３おおとりウイングス２Ｆ

らんらんらんど 富雄店

631-0078

奈良県奈良市富雄元町２－６－１ダイエー富雄店２Ｆ

らんらんらんど 大和高田

635-0015

奈良県大和高田市幸町３－６オークタウン大和高田店５Ｆ

タイトーＦステーション オークワロマンシティ御坊店

644-0011

和歌山県御坊市湯川町財部１８１番地

らんらんらんど 名谷店

654-0154

兵庫県神戸市須磨区中落合２－２－２ ダイエー名谷店３Ｆ

らんらんらんど 舞子店

655-0046

兵庫県神戸市垂水区舞子台６－２０－１７ ダイエー舞子店２Ｆ

セガワールド ココエあまがさき

661-976

兵庫県尼崎市潮江1-3-1 ココエあまがさき4F

らんらんらんど 甲子園店

663-8166

兵庫県西宮市甲子園高潮町３－３ダイエー甲子園店３Ｆ

セガ ららぽーと甲子園

663-8178

兵庫県西宮市甲子園８番町１－１００ ららぽーと甲子園２Ｆ

テクモピア フォーレ伊丹店

664-0847

兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1

きゃらんど スーパーシティ明石店

674-0095

兵庫県明石市二見町西二見駅前1-18 イトーヨーカドー明石店3F

らんらんらんど 竜野店

679-4100

兵庫県たつの市龍野町堂本字五反田２５０－１ ダイエー竜野店３Ｆ

らんらんらんど 浜田店

697-1321

島根県浜田市周布町イ６１－１トライアル浜田店１Ｆ

岡山ジョイポリス

700-0907

岡山県岡山市北区下石井2-10-1

キャラポート 倉敷店

710-0813

岡山県倉敷市寿町12-2 アリオ倉敷2F

セガ 丸亀

763-0062

香川県丸亀市蓬莱町56-1

セガワールド スエヒロ

770-0865

徳島県徳島市南末広4-18

パロ 小松島店

777-0001

徳島県小松島市小松島町字領田２０ 小松島ショッピングプラザルピア１Ｆ

セガワールド フジグラン

780-8076

高知県高知市朝倉東町52-15

らんらんらんど 南松山店

790-0952

愛媛県松山市朝生田町５－１－２５ ジョー・プラ２Ｆ

セガワールド 枝松

790-0962

愛媛県松山市枝松5-7-32

セガワールド 今治

799-1506

愛媛県今治市東村1丁目甲745-1 今治ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ内

らんらんらんど 水巻店

807-0012

福岡県遠賀郡水巻町樋口３－１０ダイエー水巻店１Ｆ

らんらんらんど 笹丘店

810-0034

福岡県福岡市中央区笹丘１－２８－７４ ダイエー笹丘店Ｂ１Ｆ

らんらんらんど 福岡空港店

811-2205

福岡県糟屋郡志免町別府５４６－１ スーパーセンタートライアル福岡空港店

らんらんらんど 飯塚店

820-0033

福岡県飯塚市徳前１－４ トライアル飯塚店１Ｆ

らんらんらんど 壱岐店

811-5463

長崎県壱岐市箱崎中山触字千拓２６０４－２ ダイエー壱岐店２Ｆ

らんらんらんど 長崎店

850-0842

長崎県長崎市新地町３－１７ダイエー長崎店５Ｆ

セガワールド 長崎ココウォーク

852-8104

長崎県長崎市茂里町1-55 みらい長崎ココウォーク5F

パロ 熊本下通

860-0807

熊本県熊本市中央区下通１－３－１０ダイエー熊本下通店７Ｆ

らんらんらんど あらおシティーモール店

864-0033

熊本県荒尾市緑ヶ丘1-1-1 あらおシティーモール 2F

らんらんらんど 都城駅前店

885-0023

宮崎県都城市栄町４６７２－５ダイエー都城駅前店２Ｆ

らんらんらんど 鹿児島店

890-0063

鹿児島県鹿児島市鴨池２－２６－３０ ダイエー鹿児島店２Ｆ

パロ 宜野湾店

901-2223

沖縄県宜野湾市大山７－６－１はにんす宜野湾

ドラゴンパレス

904-0115

沖縄県中頭郡北谷町美浜１５番

ダイスビル 地下２階

イオンモール伊丹3F

