『ぴよ盛り ぬいぐるみパスケース』 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

中四国

九州
沖縄

店舗名

郵便番号

住所

プラボ 小樽店

047-0008

北海道小樽市築港１１番５号ウィングベイ小樽５番街３階

プラボ 札幌店

060-0005

北海道札幌市中央区北五条西2丁目1番地1 エスタ９階

セガワールド 八戸Ｒ４５

031-0072

青森県八戸市城下4-25-14

セガワールド 水沢

023-0003

岩手県奥州市水沢区佐倉河字鐙田4-1

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ ベース７６５

981-1224

宮城県名取市杜せきのした５－３－１ イオンモール名取２Ｆ

セガワールド 石巻

986-0853

宮城県石巻市大街道4丁目1番45号2階

スーパーノバ 天童店

994-0049

山形県天童市南町1-5-26

セガワールド バレン

971-8122

福島県いわき市小名浜林城字塚前18-1

セガワールド 勿来

979-0145

福島県いわき市勿来町四沢字鍵田13

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

ＡＧスクエア 赤羽店

115-0045

東京都北区赤羽1-7-9

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

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

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

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

セガワールド アルカス

183-0022

東京都府中市宮西町2-5-1 さくら三番館

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

館が和犬川崎市川崎区駅前本町７番地 岡田屋モアーズ内１・２階

ハイテクランドセガ ＢＲＥＥＺＥ

220-0005

神奈川県横浜市西区南幸2-13-22 第4宮本ﾋﾞﾙ

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ ららぽーと横浜店

224-0053

神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５－１－２階 ２３０５０

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

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

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

SEGAARENA 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

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ ドンドコフェスタ店

270-0121

千葉県流山市西初石六丁目１８５番２号おおたかの森S･C 3F

ＡＧスクエア 松戸店

270-2253

千葉県松戸市日暮1-1-1八柱駅第2ビル2階

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

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ ｉｉａｓつくば

305-0817

茨城県つくば市研究学園Ｃ－５０街区１ ｉｉａｓつくば店２Ｆ ２１９０

ＡＧスクエア 水戸店

310-0015

茨城県水戸市宮町1-7-44コムボックス310

ＡＧスクエア 石岡店

315-0031

茨城県石岡市東大橋中峯1976-1

セガ 西那須野

329-2705

栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27

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

ｎａｍｃｏ イオンモール北戸田店

335-0032

埼玉県戸田市美女木東１－３－１イオン北戸田ショッピングセンター

ｎａｍｃｏ イオンレイクタウン店

343-0826

埼玉県越谷市東町２－８イオンレイクタウンＢ街区３Ｆ３１３３区画

セガワールド 入間

358-0012

埼玉県入間市東藤沢2-18

セガ 所沢

359-1123

埼玉県所沢市日吉町8-1

ＡＧスクエア 埼玉花園店

369-1245

埼玉県深谷市荒川359

ｎａｍｃｏ けやきウォーク前橋店

371-0801

群馬県前橋市文京町２－１－１

ｎａｍｃｏ イオンモール佐久平店

385-0029

長野県佐久市佐久平駅南１１－１０イオンモール佐久平２Ｆ

ＡＧスクエア 松本店

390-0841

長野県松本市渚1-7-1

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

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

エーツー 藤枝店

426-0027

静岡県藤枝市緑町１－６－５

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ ららぽーと磐田店

438-0801

静岡県磐田市高見丘１２００番地ららぽーと磐田店２Ｆ店番２１２１０

ＡＧスクエア 刈谷店

448-0007

愛知県刈谷市東境町京和1

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

ＣＬＵＢＳＥＧＡ 金山

456-0001

愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

プラボ 熱田店

456-0023

愛知県名古屋市熱田区六野１－２－１２ イオンモール熱田４Ｆ

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ イオンモール大高店

459-8001

愛知県名古屋市緑区大高町字奥平子１－１イオンモール大高３Ｆ

ｎａｍｃｏ イオンモールナゴヤドーム前店

461-0048

愛知県名古屋市東区矢田南四丁目１０２番３イオンナゴヤドーム前３Ｆ

NAMCOLAND ﾋｰﾛｰｽﾞｷｬﾝﾌﾟ名古屋店

480-0200

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先１番地８ エアポートウォーク名古屋3F

セガ 東名ボール

489-0972

愛知県瀬戸市西原町2丁目114

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

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ イオンモール各務原店

504-0943

岐阜県各務原市那加萱場町３－８ イオンモール各務原２Ｆ

ｎａｍｃｏ イオン桑名ショッピングセンター

511-0863

三重県桑名市新西方 １－４３ マイカル桑名店Ａ棟２Ｆ

ナムコランド イオンモール鈴鹿店

513-0834

三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２イオンモール鈴鹿２Ｆ

ｎａｍｃｏ イオンモールかほく店

929-1126

石川県かほく市内日角タ２５ イオンモールかほく２Ｆ

ｎａｍｃｏ アピタ富山東店

930-0835

富山県富山市上冨居 ３－８－３８ アピタ富山東店２Ｆ

ｎａｍｃｏ ビバシティ彦根店

522-0044

滋賀県彦根市竹ヶ鼻町 ４３－１ ビバシティ彦根２Ｆ

セガワールド 草津

525-0025

滋賀県草津市西渋川1-23-23 A-SQUARE SARA新棟2F

ｎａｍｃｏ イオンモール鶴見緑地店

538-0053

大阪府大阪市鶴見区鶴見４－１７－１－４２１ イオンモール鶴見緑地４Ｆ

心斎橋 ＧＩＧＯ

542-0085

大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-2-19

セガワールド アポロ

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 ｱﾎﾟﾛﾋﾞﾙ3F

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

ｎａｍｃｏ イオンモール大日店

570-0016

大阪府守口市大日東町１－１８ イオンモール大日４Ｆ

セガ ビバモール寝屋川

572-0801

大阪府寝屋川市寝屋南2丁目22-2 ビバモール寝屋川 モール棟2F

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 布施

577-0056

大阪府東大阪市長堂1-1-1 ﾛﾝﾓｰﾙ布施内

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ 鳳店

593-8325

大阪府堺市西区鳳南町３丁１９９番12号アリオ鳳３Ｆ

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ イオンモール京都店

601-8417

京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地イオンモール ＫＹＯＴＯ１４０６０

セガワールド 六地蔵

612-8002

京都府京都市伏見区桃山町山ﾉ下32 京都ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾋﾞﾙAM棟2F

パームシティ和歌山 ナムコランドﾞ

640-8535

和歌山県和歌山市中野 ３１－１ パームシティ和歌山店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

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

プリッズ 姫路店

672-8064

兵庫県姫路市飾磨区細江５２０ イオンモール姫路リバーシティ２Ｆ

セガワールド ながさわ

674-0074

兵庫県明石市魚住町清水2464-1 長沢ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ内

岡山ジョイポリス

700-0907

岡山県岡山市北区下石井2-10-1

ナムコランド ゆめタウン広島

734-0007

広島県広島市南区皆実町２丁目８番１７号ゆめタウン広島店３４２

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ 広島店

735-0021

広島県安芸郡府中町大須２－１－１イオンモール広島府中３Ｆ

ナムコランドﾞ 東広島店

739-0024

広島県東広島市西条町御薗宇４４０５ フジグラン２Ｆ

ゲオパーク 丸亀VASALA

763-0072

香川県丸亀市山北町50-1

ゆめタウン 高松店ゆめランド

761-8072

香川県高松市三条町字中所 ６０８－１ ゆめタウン高松店内

ｎａｍｃｏ ゆめタウン徳島店

730-0046

徳島県板野郡藍住町奥野字東中須８８番地の１ ゆめタウン徳島２階

ナムコランド 石井店

779-3223

徳島県名西郡石井町高川原字天神５４４番地１フジグラン石井店内２Ｆ

ＳＥＧＡＡＲＥＮＡ 中間

809-0013

福岡県中間市上蓮花寺3-11-1

ＡＧスクエア 佐賀武雄店

843-0024

佐賀県武雄市武雄町大字富岡12517-1

ＮＡＭＣＯＬＡＮＤ 佐賀店

849-0915

佐賀県佐賀市兵庫町兵庫北土地区画整理地内２２街区 ゆめタウン佐賀店２Ｆ

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

ｎａｍｃｏ ゆめタウン光の森店

869-1108

熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目３９番１ゆめタウン光の森 南館３Ｆ

ナムコランド わさだ店

870-1155

大分県大分市大字玉沢字楠本 ７５５－１ トキハわさだタウン内２Ｆ

セガワールド中津

871-0021

大分県中津市沖代町1-2-16

セガワールド出水

899-0126

鹿児島県出水市六月田町347

ｎａｍｃｏ 那覇メインプレイス店

900-0006

沖縄県那覇市おもろまち４丁目４番地サンエー那覇メインプレイス内２Ｆ

ダイスビル 地下２階

