
店舗名 都道府県 店舗住所

TCGスナックてぶくろ 北海道 札幌市西区琴似1条4丁目4-27　NYビル　2-C 

デュエルスペースちくたくハウス 北海道 室蘭市中島町3-17-7 大井テナント2F

アニメニクス 北海道 小樽市稲穂2丁目12番15号 

カードショップ宝島　神居店 北海道 旭川市神居2条11丁目4番9号 

カードショップ宝島　末広店 北海道 旭川市末広東1条7丁目1番2号 

コレホビショップ 北海道 帯広市西16条南6丁目7-3 ファーイースト1F

カードショップ　さんれっど 北海道 旭川市豊岡4条1丁目1-17 農協テナントビル1F

イエローサブマリン札幌GAME SHOP 北海道 札幌市中央区南3条西4丁目12 アルシュビル4階

カードショップ　サード 北海道 砂川市東1条北2丁目1-1-27 中央市場内

カードラボ札幌店 北海道 札幌市中央区南2条西1-5 丸大ビル4F

トミー下長店 青森県 八戸市下長3-4-17 

(有)工藤模型 青森県 青森市橋本3-4-1 

カルチャー城東店（トレカ） 青森県 弘前市城東北1-9-12 

レッドハウス 青森県 八戸市小中野4-1-47 小中野ショッピングプラザ1F

トレカショップジョニー 岩手県 盛岡市青山3丁目3-50 

シーガル大河原店 宮城県 柴田郡大河原町字新東21-18 

シーガル名取店 宮城県 名取市増田5-16-49 

有限会社タンヨ 宮城県 塩竈市本町6-9 

おもしろ市場　鹿島台店 宮城県 大崎市鹿島台木間塚小谷地374-1 おもしろ市場鹿島台店

ホビーステーション仙台駅前店 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 仙台駅前イービーンズ4階

カードショップ　アビス 秋田県 大館市常盤木町12-24 

カードショップデッキビルダー秋田保戸野店 秋田県 秋田市泉南3丁目22-1　 サイエービル1F　3号室

いわや書店　港北店 秋田県 秋田市土崎港北4丁目10-25 

TENDO八文字屋 山形県 天童市鍬ノ町2-3-43 

ゲームスペース　鶴岡 山形県 鶴岡市末広町6-17 えきまえビル102

本田商店 山形県 酒田市錦町5丁目32番437  

ブックエース上荒川店 福島県 いわき市平上荒川島田5 

TSUTAYA須賀川店 福島県 須賀川市陣場町147 

トレカトレイン福島南店 福島県 福島市黒岩字浜井場10-2 

WonderGOOいわき鹿島店 福島県 いわき市鹿島町走熊字西反町2 

トイスかんの 福島県 郡山市駅前2-7-17 

CARD SHOP GACHI 福島県 白河市道場小路80-3 YMOビルディング2F

カードＴＶゲームショップりらい 福島県 福島市太田町14-42　 尾形ビル　1F

TSUTAYA龍ヶ崎店 茨城県 龍ヶ崎市中根台3-7-1 

ブックエースTSUTAYA勝田東石川店 茨城県 ひたちなか市東石川3614-1　ヨークタウンひたちなか内 

トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 茨城県 水戸市宮町2-2-31 三友ビルディング4F

WonderGOOひたち野うしく店 茨城県 牛久市ひたち野東5-5-1 

ブックエースツタヤ坂東店　 茨城県 坂東市辺田1104-1ヨークタウン坂東内 

カードショップ裁龍 茨城県 古河市雷電町1-18 あかやまJOY ショッピングセンター内

再楽リプラス筑西本店 茨城県 筑西市布川1249-21 

カードショップさくら 茨城県 土浦市大和町2-1 パティオビル2F

わくわくらんど土浦店 茨城県 土浦市大和町7-20 

ファンキー駄菓子屋ズンドコ商店デイズタウンつくば 茨城県 つくば市竹園1-9-2 デイズタウンB1F

カンテラ 茨城県 龍ケ崎市川原代町5581-12 イイジマビル2F

イベント＆TCGカフェTINY FRONTIER 栃木県 宇都宮市下岡本町4033 

バトロコ小山駅前 栃木県 小山市中央町3-7-1　 ロブレ2F　TSUTAYA店内

トイ＆ホビー　イリエ 栃木県 真岡市台町2352-1 

きんこん館 栃木県 足利市通1-2710」 

ソフトプラザ遊基フェスタ店 栃木県 宇都宮市曲師町2-8 オリオン通りフェスタビル2階

カードラボ宇都宮店 栃木県 宇都宮市曲師町2-8 フェスタビル3F

コミかる伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市宮子町3420-8 

おもちゃのキジマ 群馬県 沼田市下之町871 

ネギシモケイ 群馬県 みどり市笠懸町鹿4658 

コミかる渋川店 群馬県 渋川市渋川1814-30 



コミかる　太田店 群馬県 太田市新井町532-5 

ヤマダアウトレット太田店 群馬県 太田市西本町57-4 

カードキングダム伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市宮前町1513-10 カードキングダム

コミかる高崎店 群馬県 高崎市江木町333-1 

Books ながしま 群馬県 高崎市箕郷町生原589-4 

コミかる堂 前橋店 群馬県 前橋市荒牧町1丁目10-15 

フタバ図書TSUTAYA GIGA武蔵浦和店 埼玉県 さいたま市南区沼影3-5-15 

TSUTAYA秩父店 埼玉県 秩父市下宮地町18-9 

越後屋酒店 埼玉県 八潮市南後谷28-21 

トレカショップKCC 埼玉県 春日部市中央1丁目9番地4号 高元ビル3階

トレーディングカードショップ ワールド 熊谷石原店 埼玉県 熊谷市石原3-244 

TCGショップ ディスク 埼玉県 狭山市大字水野862-4 

イエローサブマリン　プレイソフト宮原店 埼玉県 さいたま市北区宮原町3-561 

FIVECARD坂戸店 埼玉県 坂戸市日の出町11-9 キャッスルマンション1F

Card Forest 埼玉県 さいたま市浦和区領家7-17-10 領家コーポ101号

トレカショップ　カードナイト 埼玉県 上尾市浅間台4-12-8 

ホビーステーション大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区宮町1-60 大宮ラクーン5F

ホビーステーション所沢店 埼玉県 所沢市日吉町8-5 K'sビル5階

アメニティードリーム大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区大門町1-69　 武蔵屋ビル5階

ホビーステーション南越谷店 埼玉県 越谷市南越谷1-15-1 楽園タウン2F

千葉鑑定団酒々井店 千葉県 印旛郡酒々井町上本佐倉130-1 

ファミコンショップ　ガン☆ダム 千葉県 松戸市常盤平2-24-2 

カードショップ にけ 千葉県 市川市香取2-12-13-1階 

プレイスペース　ぷらっつさくら 千葉県 佐倉市上志津1669-44 HYUGA?　101

トクジロー浦安店 千葉県 浦安市猫実4-6-26 ミナモトビル1F

ホビーステーション津田沼店 千葉県 習志野市津田沼 1-2-22 小倉ビル 3F

ドキドキ冒険島君津店 千葉県 君津市東坂田2-7-2 

イエローサブマリン千葉ゲームショップ 千葉県 千葉市中央区富士見2-3-1 塚本ビル3F

イエローサブマリン丸井柏店 千葉県 柏市柏1-1-11 丸井柏店VAT　B1F

CARDBOXすばる書店六高台店 千葉県 松戸市六実1-14-1 

ホビーステーション松戸店 千葉県 松戸市根本4-2 ダイエー松戸西口店4階

Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目13-2 白樺ビル地下1階

TSUTAYA福生店 東京都 福生市本町36番地 

ＴＳＵＴＡＹＡ武蔵小金井店 東京都 小金井市貫井北町2-11-3 

TCGshop193秋葉原店 東京都 東京都千代田区外神田3-2-14 今井ビル 2F

トレカのバンコク 東京都 千代田区外神田4-5-1 リバティー5号館　6階

アメニティードリーム蒲田店 東京都 大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田B1F

リバティ鑑定倶楽部王子店 東京都 北区王子1-14-4 

おもちゃのぶんぶく 東京都 豊島区南長崎5-26-14 

イエローサブマリン　マジッカーズ★ハイパーアリーナ 東京都 千代田区外神田1-11-5 スーパービルディング7F

イエローサブマリン秋葉原本店★ミント 東京都 千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館6階

ファミコンくん２号店 東京都 立川市柴崎町3-5-9 イトウビル301

カード＆カフェ　ドリム 東京都 調布市仙川町1-4-29 

トレカパークＡＫＩＢＡラジ館7店 東京都 千代田区外神田1町目15番16号 秋葉原ラジオ会館7階

BIGMAGIC秋葉原店 東京都 千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ館9F

カード＆CARD東陽店 東京都 江東区東陽5-20-3 ジュネスコート102

マックスゲーム麻布店 東京都 港区元麻布3-12-1 

イエローサブマリン池袋ゲームショップ 東京都 豊島区東池袋1-15-1 真下ビル2F

ホビーステーション秋葉原本店 東京都 千代田区外神田1-10-11 森ビル2F

ecoBOOK千歳船橋店 東京都 世田谷区船橋1-13-19 千歳ハイツ1階

おもちゃのふるや 東京都 福生市福生767-1 フルヤビル3階

マスターズスクウェア 東京都 八王子市中町3-12 三田ビル3F-A

ホビーステーション町田店 東京都 町田市原町田6-13-21 町田アミックスビル3F

CARD&HOBBY　Spring 東京都 文京区向丘1-9-23 

秋葉原チェルモ 東京都 千代田区外神田6-14-1 日興ビル　4F

アメニティードリーム町田店 東京都 町田市原町田6-20-10 中野屋ビル3F



イエローサブマリン　町田GAME SHOP 東京都 町田市原町田6-18-13 サニーサイドビル2F

モトナワールド船堀店 東京都 江戸川区船堀3-1-1　 豊珠ビル101

カードキングダム秋葉原駅前店 東京都 千代田区外神田1-14-7 秋葉原野村ビル3F

トーナメントセンターバトロコ川崎駅前 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町7-4  井門川崎ビル9階 

ホビーステーション溝口店 神奈川県 川崎市高津区溝口1-4-1 マルイファミリー溝口8F

トレカスピリッツトイダック大和店 神奈川県 大和市大和南1-12-11 水谷ビル1F

トレカパーク横浜西口店 神奈川県 横浜市西区岡野1-12-14 石川ビル3階

マルチメディアステーションゼロワン 神奈川県 横浜市港北区綱島西1-11-5 マルエスビル2階

フレンズ書店横須賀佐原インター店 神奈川県 横須賀市佐原3-21-20 

カードキングダム溝の口店 神奈川県 川崎市高津区溝口1-9-5 ブラパック2ビル4F

ホビーステーション川崎店 神奈川県 川崎市川崎区小川町2-7 アイビータワー6F

ホビーステーション本厚木店 神奈川県 厚木市中町4丁目14-6 パティオビル2F

古本市場トップブックス新津店 新潟県 新潟市秋葉区程島1865-1 

メディア館 新潟県 上越市土橋1905-1 

COMG！見附店 新潟県 見附市今町 5丁目3374-1ひらせい遊内

トップボーイ新大駅前店 新潟県 新潟市西区坂井867 リバティープラザ新大駅前 1F

Cards of Paradise 桜木店 新潟県 新潟市中央区女池2-3-18　 六角木ビル　1FB室

おもちゃのファミリア原信吉田店 新潟県 燕市吉田東栄町13-15 

ブックマーケット高岡店 富山県 高岡市野村1658-1 

浪漫遊金沢本店 石川県 野々市市御経塚4-1 

カメレオンクラブ福久店 石川県 金沢市福久東1-88 

TSUTAYA金沢店 石川県 金沢市西念4-25-8 

北国書林　辰口店 石川県 能美市辰口町辰口520-1 

superKaBoSプラスGEO　wasse店 福井県 福井市久喜津町第52号22番地 

Super KaBoS 新二の宮店 福井県 福井市二の宮5丁目18-8 

キューピット 山梨県 南都留郡富士河口湖町船津4095-1 キューピット

はま屋里吉店 山梨県 甲府市里吉4丁目5-14 ミナミCityA-2

柳正堂書店オギノバリオ店 山梨県 甲府市朝気3-1-12 バリオ1F

Dカードストア 長野県 松本市高宮中1-41 

MagicBox 長野県 上田市五加1356-2 

カードラボ長野店 長野県 長野市北石堂町1429-1 ショッピングプラザagain 5階

再楽リプラス佐久本店 長野県 佐久市猿久保896-1 

タッチ松本店 長野県 松本市巾上12-7 

カードショップはま屋松本店 長野県 松本市双葉12-56 

プラネッツ 長野県 諏訪市諏訪1-2-3 

ビデオインアメリカ各務原店コミックレンタル館 岐阜県 各務原市那加前野町4丁目110 

カードショップ・ヴェルデ 岐阜県 安八郡神戸町川西45-1 ヴェルデ

大展 岐阜県 岐阜市安良田町3-24 

おもちゃ人形のひだや 岐阜県 瑞浪市土岐町26-1  scメイト内

こみかるはうす可児店 岐阜県 可児市下恵土5750 ヨシズヤ可児店3F

フジサンパーク 岐阜県 大垣市上面4-6 

おもちゃのマーチ岐阜店 岐阜県 岐阜市鏡島南1-11-1 

あさひや 岐阜県 美濃市千畝町2826-2 

こども楽園 岐阜県 多治見市本町4-60 

トレカショップねくすと 静岡県 浜松市南区東若林町11-1 MEGAドン・キホーテ浜松可美店

駿河屋静岡本店 静岡県 静岡市葵区紺屋町8-1 JADE紺屋町ビル

トレカ＆玩具SHOP　エクシリア 静岡県 静岡市葵区瀬名中央3丁目5-35 

おもちゃのピノキオ 静岡県 島田市本通7-8455 

ゲームショップコロッサス 静岡県 袋井市永楽町181番地　 土屋ビル2階西側

BambooPaddy 静岡県 焼津市小川2789　3階 

ファミーズ　Book　One 静岡県 富士宮市宮北町67-1 

トレーディングカードＳＨＯＰマスティー 静岡県 静岡市葵区羽鳥6丁目3-15 

マスターズギルドなゆた 静岡県 浜松市浜北区貴布祢3000 

マスターズギルド 静岡県 浜松市中区常盤町143-18 ECOビル2F

おもちゃのミッキー 愛知県 名古屋市昭和区阿由知通2丁目6番地 おもちゃのミッキー曙店

すまいるキング　岡崎店 愛知県 岡崎駅南土地区画整理52街区1番 



193名駅太閤店 愛知県 名古屋市中村区太閤4丁目1番18号 

トレーディングカードゲームショップ193大須店 愛知県 名古屋市中区大須3-26-21 

ホビーステーション大須万松寺通店 愛知県 名古屋市中区大須3丁目31番2号 マルフジビル1・2F

お宝創庫イオンタウン刈谷店 愛知県 刈谷市東境町京和1番地 

ＴＳＵＴＡＹＡウイングタウン岡崎店 愛知県 岡崎市羽根町小豆坂3番地ウイングタウン内 

ファミコンプラザ里町店 愛知県 安城市里町東山ノ田138 

後藤商店 愛知県 津島市橋詰町1-35 

こみかるはうす大口店 愛知県 丹羽郡大口町上小口1-754   バローショッピングセンター1F

トレカチャンピオン豊橋牛川店 愛知県 豊橋市牛川通2-1-2 

こみかるはうすベルコート店 愛知県 尾張旭市狩宿町4丁目73-74 こみかるはうすベルコート店

もみの木 愛知県 岡崎市大平町字西上野107 プラザヒラク

ぱるく名古屋店 愛知県 名古屋市中村区則武2-15-5 

カードコレクション 愛知県 春日井市上条町2丁目39番地1  第6栄林ビル1A

プラスアルファ 愛知県 名古屋市名東区新宿1-25 

トレカプラザ55西尾店 愛知県 西尾市矢曽根長配8番地 フィールいつも1階

ピッコロ本店 愛知県 豊川市開運通1-27 

カードラボ名駅6F店 愛知県 名古屋市中村区椿町14-12 セントラルWEST名駅ビル6F

カードラボ名古屋大須店 愛知県 名古屋市中区大須3-30-40 万松寺ビル1F

ホビーステーション名古屋大須本店 愛知県 名古屋市中区大須3-32-23 Zeque大須6階

ファミトレ 愛知県 蒲郡市西浦町龍田42 

SoftStationチャンプ 愛知県 名古屋市西区新道2-6-9 

イエローサブマリン名古屋ＧＡＭＥＳＨＯＰ 愛知県 名古屋市中区大須3-11-19　 OAシステムプラザ大須ビル6階

プレイズ半田店 愛知県 半田市山代町1-106-7 三栄ビル1F

カードボックス松阪川井町店 三重県 松阪市川井町上大坪718 パワーセンター内

おもちゃのナカヤ 三重県 亀山市東町2-1-11 

トレカライフ 三重県 鈴鹿市庄野共進3丁目5-53 

カードボックス　津店 三重県 津市一身田上津部田115-1 

サムライパンチ鈴鹿店 三重県 鈴鹿市算所5-2-9 

サムライパンチ津西店 三重県 津市神納48-3 

CREATIVE STYLE 滋賀県 近江八幡市鷹飼町179 AQUA21 内 1F

わんぱくドラゴン☆ 滋賀県 草津市東矢倉2-5-36 189ビル 5階

ＣＡＲＤＢＯＸ　大垣書店フォレオ大津一里山店 滋賀県 大津市一里山7-1-1 フォレオ大津一里山1階

ホビーショップ・サムサム 滋賀県 甲賀市水口町本丸2-60 

ビデオインアメリカ大徳寺 京都府 京都市北区紫野上築山町41番地 

ビデオ・イン・アメリカ福知山店 京都府 福知山市前田新町1-1　1-2 

フシミ書房 京都府 京都市伏見区深草一ノ坪町36 

大垣書店伏見店 京都府 京都市伏見区羽束師菱川町334-1 

大垣書店　亀岡店 京都府 亀岡市篠町野条上又11-1 アルプラザ亀岡3階

ビデオインアメリカ 京都西七条店 京都府 京都市下京区西七条北東野町18-1 

イエローサブマリン京都店 京都府 京都市中京区裏寺町598 河原町OKIビル4階

ホビーステーションイオンモールkyoto店 京都府 京都市南区西九条鳥居口町1番地-14020 1番地-14020

株式会社　あさだ 京都府 京都市下京区西七条南東野町3番地 

カードショップフロンティア天六店 大阪府 大阪市北区長柄中3-6-11 臼山宅

トレーディングカードゲームショップ193日本橋店 大阪府 大阪市浪速区日本橋4-15-25 BRIGHTビル2F、3F

トイコンプ堺店 大阪府 堺市堺区 大仙西町6丁184-1

ＴＣＧ専門店　コスモキング　滝井駅前店 大阪府 梅園町8-9 滝井ネオコーポ1F

TSUTAYA BOOK GARAGE 枚方ベルパルレ 大阪府 枚方市宮之阪4-28-12 

トレカチャンス日本橋店 大阪府 大阪市浪速区日本橋店3丁目6-20 西政ビル2階

カードラボ　オタロード本店 大阪府 大阪市浪速区日本橋4丁目16-1 

トイコンプ大阪駅前第3ビル店 大阪府 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル　2F-21

ドラゴンスター日本橋２号店 大阪府 大阪市浪速区難波中2-1-17 コスモビル6F

カードショップ　コロコロ 大阪府 八尾市南太子堂2丁目2-6 昭陽ビル1-A

ビデオインアメリカ東住吉店 大阪府 大阪市東住吉区今川1丁目7-8 

ディスカウントバンバン 大阪府 高槻市西真上1丁目31-2 

すみの玩具 大阪府 池田市栄町3-11 

カード王　難波店 大阪府 大阪市中央区西心斎橋2-10-32 スマイルステップ3F



岡部玩具店 大阪府 豊中市服部豊町1-1-4 

お宝大陸和泉中央店 大阪府 和泉市いぶき野5-6-17 

e-forum河内長野店 大阪府 河内長野市西之山町1-2 

ハリケーンなんば店 大阪府 大阪市浪速区日本橋3-6-3 日本橋NFビル3F

ホビーステーション日本橋２’ｓ店 大阪府 大阪市浪速区日本橋3-8-12 日本橋プラザ2F

トレーディングカードショップジャスティス 大阪府 大阪市淀川区宮原5丁目3-55 カーサ東三国103

CARDBOX   高槻店 大阪府 高槻市北園町19-12 切目ビル4階

デューク書店 大阪府 箕面市半町4-2-33 

トイコンプ　住道店 大阪府 大東市住道2-3-1 

カードキングダムなんば店 大阪府 大阪市浪速区難波中2-2-20 辻村ビル3F

TCGスタジアム　ジャック∞ポット 大阪府 大阪市東淀川区豊新5-11-10 幸マンション1階

カードキングダム布施店 大阪府 東大阪市足代1-17-7 

トレカパーク日本橋店 大阪府 大阪市浪速区難波中2-4-9 

ドラゴンスター神戸三宮店 兵庫県 神戸市中央区三宮町1丁目8番1号 さんプラザ3階502C号室

古本市場加古川別府店 兵庫県 加古川市別府町緑町1番 

Like a Lightning 兵庫県 丹波篠山市西新町179 リトル丹波ビル西棟2階203号

ファミザウルス伊丹店 兵庫県 伊丹市伊丹3丁目1番48 平井マンション101号

トレカパーク三宮店 兵庫県 神戸市中央区三宮町2-11-1 プラザ西館3階310-2号室

カードショップフロンティア　神戸店 兵庫県 神戸市灘区水道筋6丁目1-16 

イエローサブマリン姫路店 兵庫県 姫路市亀井町52番地 外川ビル3階

イエローサブマリン三宮店 兵庫県 神戸市中央区三宮町2-11-1 センタープラザ西館ビル2F

トレカタウン西脇店 兵庫県 西脇市野村町1264 文林内

ハリケーン川西店 兵庫県 川西市小戸1-3-12 司ビル201

ファミコンショップベアーズ 兵庫県 神戸市西区伊川谷町有瀬650-1 プラザ大蔵2F

株式会社　サンクスバラ公園店 兵庫県 伊丹市荒牧7-11-7 

Reseau 兵庫県 姫路市飾磨区今在家960番地 

カードボックス奈良本店 奈良県 奈良市富雄北1丁目1-5 

GAMEBOXワンパク新庄店 和歌山県 田辺市新庄町1977-4 

マナソース岩出店 和歌山県 岩出市中迫177-1 ろくまい橋横町テナント2

GENKIぶらくり丁店 和歌山県 和歌山市雑賀町59番地 元気ビル1F

マナソース 和歌山県 和歌山市太田1--6-11 カミタニ第一ビル

カードショップNOAH 和歌山県 和歌山市本町2丁目40 聖ソレイユビルB1

今井書店湖山メディア館 鳥取県 鳥取市湖山町東4-82 

CARD SHOP えうれか 鳥取県 倉吉市下田中町833北側 

TCGS　愛ぼう☆フレンズ 鳥取県 境港市元町1803-2 

TSUTAYA出雲店 島根県 出雲市高岡町1237-1 

ガレージアリオン塩冶店 島根県 出雲市上塩冶町2647 

GAMESHOP WiZ 岡山県 岡山市北区野田屋町1-3-3 岡ビル1F

古本市場豊浜店 岡山県 岡山市南区豊浜町2-2 

カードラボ岡山西口店 岡山県 岡山市北区駅元町30-12 飛鳥ビル3F

コドモ館トピア店 岡山県 倉敷市児島駅前2-35 トピア児島店2F

カードキングダム倉敷児島店 岡山県 倉敷市児島駅前2-27 パティオ1F

カードボックス岡山駅前店 岡山県 岡山市北区駅前町1-8-5 ドレミの街1F

木乃美書房 岡山県 岡山市南区万倍15-15 

カードボックス玉島店 岡山県 倉敷市新倉敷駅前4-28 

お宝バンク 広島県 福山市神辺町新湯野2-30-4 アクト神辺

遊び場さんさ 広島県 福山市北吉津町二丁目5-4 

廣文館みどり書店宮浦店 広島県 三原市宮浦6-7-22 

カードショップ　ショーケース 広島県 福山市南蔵王町5丁目15-20 

カードボックス広島店 広島県 広島市中区宝町2-1 フジグラン広島3F　廣文館内

HOBBYSHOP ACP 広島県 東広島市西条町御薗宇6456-2 

おもちゃん 広島県 広島市佐伯区利松1-26-15 

プラネット西条中央店 広島県 東広島市西条中央4-1-1 

イエローサブマリン広島GAMESHOP 広島県 広島市中区大手町1-5-14 吉岡ビル

カードラボ広島店 広島県 広島市中区大手町2-3-1 アニメイトビル3F

チャレンジャー 広島県 福山市宝町3-19 下江ビル1階



マイナス・ゼロ 広島県 広島市東区二葉の里2-8-3 

遊戯喫茶コレボ 山口県 横浜町14-5 

カードボックス　周南店 山口県 周南市久米3219 

カードキングダムイオンタウン周南店 山口県 周南市古市1-4-1 

イノセント下関 山口県 下関市上条町1-1 

カードショップ宴 徳島県 徳島市八万町大坪91-1 

リブック徳大前店 徳島県 徳島市助任橋2-34-3 大井ビル1F

ホビーショップ　ネオ 徳島県 徳島市国府町和田居内150 

桃屋二軒屋店 徳島県 徳島市南二軒屋町2-3-3 

フレンズ阿南店 徳島県 阿南市日開野町中居内393-1 

カードキングダム徳島店 徳島県 徳島市住吉6丁目1-10-1 

Book'sジュピター 徳島県 板野郡藍住町奥野字西中須62-1 

リブック徳島駅前店 徳島県 徳島市寺島本町西1-58 大岸ビル3F

ショップZONE 香川県 花ノ宮町3-2-4 

スミレヤ 香川県 丸亀市通町24 

トレカイダー丸亀店 香川県 丸亀市新田町150 ゆめタウン丸亀店内3F

竜星のあらしｉｎメディオ 香川県 高松市上天神町200-3 

トレカイダー東予店 愛媛県 西条市三津屋南7-3 

ＧＡＭＥショコラ 愛媛県 松山市宮西2-6-25 

カードボックス大洲店 愛媛県 大洲市東大洲406-101号 

トレカショップ　ファンクス 愛媛県 新居浜市繁本町5番31号 第3越智ビル1階

カードショップ龍皇亭 愛媛県 松山市北土居5丁目10-17 

スーパーフリークス 高知県 高知市 桟橋通り4-1-28 

カードサイクル 福岡県 福岡市南区大橋4-23-1 武井ビル1階

トレカショップ　TSURUYA 福岡県 久留米市東町33番9 鷲崎ビル3階南号室

TSUTAYAコスタ行橋店 福岡県 行橋市西泉6-1-1 

ファミコンハウス柏の森店 福岡県 飯塚市柏の森162-3 

トレカ堂　前原店 福岡県 糸島市篠原西3-3-41 

G-PROJECT古賀店 福岡県 古賀市天神1-2-7 クオリティ21　2F

ブックイン金進堂原田店 福岡県 福岡市東区原田三丁目245-3 

カードショップわいずまん 福岡県 大野城市下大利 1-19-6　2F右手

イエローサブマリン　マジッカーズ福岡店 福岡県 福岡市中央区天神2丁目7-14 天神シティビル3階

ホビーステーション天神店 福岡県 福岡市中央区天神2丁目8-215 積文館書店 新天町本店 3F

カードショップSASAYA 福岡県 筑紫野市針摺中央2-17-1 大熊ビル1F

TSUTAYA遊ING浜町店 長崎県 長崎市浜町2-35 

アイドル佐世保早岐店 長崎県 佐世保市広田3丁目19-17 アイドル佐世保早岐店

トレカ王国 熊本県 熊本市東区3-3-3 2F

カードショップ＠ほ～む。　熊本店 熊本県 熊本市中央区水前寺5-24-12 

CL白山店 熊本県 熊本市中央区南熊本3-1-3 

ホビーショップ アグリ 熊本県 熊本市中央区新町4-7-2 

カードプレイス大分店 大分県 大分市府内町2丁目5-40　 盛文堂ビル　4F

ロケットパンチ 大分県 大分市坂ノ市中央1-4-28 

メディアクラブＮＩＳＨＩＫＩ 宮崎県 日向市上町13-2 

カードショップ彩々 鹿児島県 鹿児島市下荒田2丁目7-14 久木留ビル2階

おもちゃランドタイム 沖縄県 沖縄市大里1-11-37 ｶﾙﾁｬｰｸﾞｯﾂｽﾃｰｼｮﾝ　ｲｰｽﾄ(店内)


