
地域 店舗名 郵便番号 住所

オンライン セガ キャッチャーオンライン東京 「セガ キャッチャーオンライン」で検索！

セガ八戸 031-0072 青森県八戸市城下4-25-14

セガ 弘前 036-8085 青森県弘前市大字末広1-3-3

セガ 水沢 023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字鎧田4-1

セガ 仙台 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-5-5三経60ビル

セガ 名取セッツウイングス 981-1225 宮城県名取市飯野坂字土城堀57-1

セガ 仙台コロナワールド 983-0005 宮城県仙台市宮城野区福室字田中前1-53-1

セガワールド 石巻 986-0853 宮城県石巻市大街道東4-1-45

セガ 米沢 992-0021 山形県米沢市大字花沢字タナコ原177

セガ庄内 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字大堰端326-6

セガワールド 白河 961-0853 福島県白河市新高山1-1メガステージ白河内

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コムボックス310

セガ 水戸南 310-0851 茨城県水戸市千波町2017-1フェドラP&D水戸１F

セガ 石岡 315-0031 茨城県石岡市東大橋中峯1976-1

セガワールド 宇都宮 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-7

セガ小山 323-0825 栃木県小山市東城南1-1-18

セガ 西那須野 329-2705 栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27

セガワールド 太田 373-0823 群馬県太田市西矢島575-1

セガスマーク伊勢崎 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方町368　スマーク伊勢崎　セガスマーク伊勢崎3F 302区画

セガ 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

セガ 花園 369-1245 埼玉県深谷市荒川359

セガ 千葉 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-4-1富士ビル

セガアリーナ 蘇我 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町51-1蘇我ハーバーシティ フェスティバルウォーク アミューズメント棟　1F

セガ 幕張 261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-8メッセアミューズモール 1F

セガ 松戸 270-2253 千葉県松戸市日暮1-1-1八柱駅第2ビル2階

セガ ららぽーと TOKYO-BAY 273-8530 千葉県船橋市浜町2-1-1北館1階　E122区画

セガ 秋葉原1号館 101-0021 東京都千代田区外神田1-10-9

セガ 赤羽 115-0045 東京都北区赤羽1-7-9

セガ 赤羽駅前 115-0045 東京都北区赤羽1-2-4

セガ 竹の塚 121-0813 東京都足立区竹の塚6-8

セガワールド 大森 143-0023 東京都大田区山王2-1-5大森駅ララビル2F

ハイテクランドセガ 渋谷 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-14-14東口会館 1F

クラブセガ 自由ヶ丘 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-10-9

クラブセガ 新宿西口 160-0023 東京都新宿区西新宿1-12-5

セガ 神楽坂 162-0825 東京都新宿区神楽坂2-11第二カグラヒルズ 1F

クラブセガ 立川 190-0023 東京都立川市柴崎町3-2-1サザンビル 1F

セガ限定！『PLAYERUNKNOWN’S　BATTLEGROUNDS　２連キーホルダー』 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。

東北

関東



セガ 町田 194-0013 東京都町田市原町田6-13-17アーバンミサワビル

セガ イオンモール むさし村山 208-0022 東京都武蔵村山市榎1-1-3イオンモールむさし村山2F

クラブセガ 綱島 223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西2-6-29城田ビル1・2・3F

クラブセガ 新杉田 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田1丁目1-1　らびすた新杉田2F

パームトップス 243-0018 神奈川県厚木市中町4-15-9

セガ 海老名 243-0432 神奈川県海老名市中央1-4-31海老名プラザビル

セガイオンモール高岡 933-0813 富山県高岡市下伏間383イオンモール高岡西館2F(2001A区画)

セガ 福井 910-0835 福井県福井市丸山1-410

セガ 松本 390-0841 長野県松本市渚1-7-1渚ライフサイト内

セガ マーゴ関 501-3936 岐阜県関市倉知516番地

セガ 多治見 507-0015 岐阜県多治見市住吉町1-1-1

セガワールド 静岡 420-0035 静岡県静岡市葵区七間町4-2静活プラザビル 1,2F

セガ 掛川 436-0048 静岡県掛川市細田248

セガ 飯村 440-0833 愛知県豊橋市飯村町字西山 25-121

セガ 安城 446-0044 愛知県安城市百石町2-35-13

セガ イオンタウン刈谷 448-0007 愛知県刈谷市東境町京和1

セガ mozoワンダーシティ 上小田井 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40mozoワンダーシティ4F

セガ 金山 456-0001 愛知県名古屋市熱田区金山1-19-2

セガ 豊田 471-0841 愛知県豊田市深田町1-65-1

セガ 東名ボール 489-0972 愛知県瀬戸市西原町2丁目114

セガ 伊勢 516-0053 三重県伊勢市中須町666

クラブセガ 名張 518-0773 三重県名張市希央台3-15

セガエイスクエア草津 525-0025 滋賀県草津市西渋川1-23-23ＡーＳＱＵＡＲＥ ＳＡＲＡ新棟2F

ハイテクランドセガ ミスト2 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-11-4駅前第4ビル B1F

クラブセガ 東梅田 530-0027 大阪府大阪市北区堂山町9-28

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深井センタービル

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アポロビル 3F

セガ 難波アビオン 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15MMOビル 1F・2F

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

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1-7-2A-408

セガ フェニックスプラザ 摩耶 657-0851 兵庫県神戸市灘区味泥町6-1フェニックスプラザ１Ｆ

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 松江 690-0047 島根県松江市嫁島町12-15

セガ イオンモール 岡山 700-0907 岡山県岡山市北区下岩井1-2-1イオンモール岡山内6階6024-1区画

セガ 倉敷 710-0833 岡山県倉敷市西中新田535-2

セガ 広島本通 730-0035 広島県広島市中区本通9-30ランドマークビル

セガ 海田 736-0042 広島県安芸郡海田町南大正町 3-35

セガ 徳島 スエヒロボウル 770-0865 徳島県徳島市南末広町4-95-2

セガ 高松 761-8058 香川県高松市勅使町535

ハイテクセガ もみの木村 854-0053 長崎県諫早市小川町90-1

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

セガワールド 中津 871-0021 大分県中津市沖代町1-2-16

近畿

中四国

九州

関東

北陸東海



地域 店舗名 郵便番号 住所

ソユーゲームフィールド 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

ソユーゲームフィールド旭川西店 070-0823 北海道旭川市緑町二十三丁目2161番地3　イオンモール旭川西3F

ディノスパーク帯広稲田店 080-0831 北海道帯広市稲田町南８線西１２－１  スズランボウル内

ソユーゲームフィールド 釜石店 026-0011 岩手県釜石市港町二丁目1番1号　イオンタウン釜石店3Ｆ

90N 寒河江店 991-0047 山形県寒河江市新山１－５３－１

ソユーゲームフィールド 八戸店 031-0071 青森県八戸市沼館四丁目7番112号　八戸ピアドゥB棟2F

ソユーゲームフィールドいわき小名浜店 971-8555 福島県いわき市小名浜字辰巳町79番地　イオンモールいわき小名浜3階　

ソユーエンターテイメントスタジオ 須賀川店962-0803 福島県須賀川市古河105番地　イオンタウン須賀川B棟内

ソユートイズニューヨーク 守谷店 302-0110 茨城県守谷市百合ヶ丘三丁目249番1　イオンタウン守谷2F

JAM  JAMつくば店 305-0032 茨城県つくば市竹園1-9-2ディズタウンつくばB1F

ファンタジープラザ上水戸店 310-0041 茨城県水戸市上水戸２－９－１０ＭＥＧＡドンキホーテ上水戸店２

ユーズランド水戸内原店 319-0317 茨城県水戸市内原２丁目１番地イオンモール水戸内原２Ｆ

ユーズランド高崎店 370-3521 群馬県高崎市棟高町１４００番地イオンモール高崎２Ｆ

ソユーゲームフィールド 川口店 332-0033 埼玉県川口市並木元町1番79号　アリオ川口3F

ワンパクオウコク　アリオ鷲宮店 340-0212 埼玉県久喜市久本寺字谷田７－１アリオ鷲宮２Ｆ（区画番号２１５）

プレイランド 菖蒲店 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地1　モラージュ菖蒲3F

ソユーゲームフィールド 熊谷店 360-0032 埼玉県熊谷市銀座二丁目245番地　ショッピングセンターニットーモール4F

アミューズランドモナコ川越店 350-0043 埼玉県川越市新富町２－４－１

エブリデイとってき屋東京本店 340-0803 埼玉県八潮市上馬場４６０－１

ＹＡＺ川崎店 212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉5-19-23ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ川崎 1F

ソユーゲームフィールド 湘南店 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町四丁目1番1号　湘南モールFILL2F

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２－８－１

ソユーゲームフィールド 木更津店 292-0835 千葉県木更津市築地1番4　イオンモール木更津２Ｆ

アドアーズ渋谷店 150-0042 東京都渋谷区宇田川町13-11  KN渋谷1ビル１～４階 

ユーズランド日の出店 190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木２３７－３イオンモール日の出店３Ｆ

アドアーズ町田店 194-0013 東京都町田市原町田6-21-25  大正堂第2ﾋﾞﾙ 1～4階

アドアーズサンシャイン店 170-0013 東京都豊島区東池袋1-14-4  ｼﾈﾏｻﾝｼｬｲﾝ 1～3階

アミューズランドモナコ  立川店 190-0023 東京都立川市柴崎町３－４－１カワイヤビル

インターパークプラスワン宇都宮店 321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク６－５－１

タイトーFステーション ララスクエア宇都宮店 321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6ララスクエア宇都宮B1階

ファミリーファーム　赤池店 470-0126 愛知県日進市赤池町箕ノ手1番　PRIMETREE AKAIKE 3F

ソユーゲームフィールド 新発田店 957-0061 新潟県新発田市住吉町五丁目11番5号　イオンモール新発田2Ｆ

ＴＨＥ　３ＲＤ　ＰＬＡＮＥＴ　ＢｉＶｉ沼津店410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-5

浜北鑑定団 431-3125 静岡県浜松市東区半田山５－３６－１アロマ半田ショッピングセンター２Ｆ

バイパスレジャーランド宇ノ気店 929-1123 石川県かほく市森子８５

ソユーゲームフィールド 長野三輪店 380-0803 長野県長野市三輪九丁目43番24号　イオンタウン長野三輪2F

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

レッツワクワク  エルパ店 910-0836 福井県福井市大和田町２丁目１２１２番地  エルパ２階

北海道

東北

関東

北陸東海

『PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ボールチェーン付きぬいぐるみ』 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。



ソユーゲームフィールド 泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3番地の12　イオンモールりんくう泉南2階

ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　ＦＩＥＬＤ　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1　3Ｆ　30060

カマロ日本橋ピカソ店 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋３－７－２２  光ビル

ソユーゲームフィールド 奈良橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町七丁目20番1　イオンモール橿原3F

開放倉庫 桜井店 633-0061 奈良県桜井市上之庄２２７－１

楽市楽座 イオンモール大和郡山店 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町741-333ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山店3F

ユーズランド倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江１番地イオンモール倉敷２Ｆ

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

G-pala出雲 693-0004 島根県出雲市渡橋町784-1

マンガ倉庫鹿児島店 891-0114 鹿児島県鹿児島市小松原１－６－７

G-pala博多 812-0896 福岡県福岡市博多区東光寺町二丁目6番40号コマーシャルモール博多

楽市街道 くるめ店 839-0865 福岡県久留米市新合川2-7-10久留米ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾋﾞﾙ内

G-pala小倉 800-0255 福岡県北九州市小倉南区上葛原1丁目14番地1号

中四国

九州

近畿


