
都道府県 販売店名
北海道 TCGスナックてぶくろ
北海道 TSUTAYA函館港町店
北海道 デュエルスペースちくたくハウス
北海道 アニメニクス
北海道 カードショップ宝島 末広店
北海道 コレホビショップ
北海道 イエローサブマリン札幌GAME SHOP
北海道 カードショップ サード
北海道 カードラボ札幌店
⻘森県 トミー下⻑店
⻘森県 (有)工藤模型
⻘森県 カルチャー城東店（トレカ）
⻘森県 トレカ・オモチャのどーらく
⻘森県 レッドハウス
岩手県 ブックあっとマーケット花巻店
岩手県 トレカショップジョニー
宮城県 万代古川店
宮城県 有限会社タンヨ
宮城県 カードラボ仙台店
宮城県 おもしろ市場 鹿島台店
宮城県 ホビーステーション仙台駅前店
秋田県 カードショップ アビス
秋田県 カードショップデッキビルダー秋田保⼾野店
秋田県 いわや書店 港北店
山形県 TENDO八文字屋
山形県 ゲームスペース 鶴岡
山形県 本田商店
福島県 ブックエース上荒川店
福島県 TSUTAYA須賀川店
福島県 トレカトレイン福島南店
福島県 WonderGOOいわき鹿島店
福島県 トイスかんの
福島県 CARD SHOP GACHI
福島県 カードＴＶゲームショップりらい
茨城県 TSUTAYA龍ヶ崎店
茨城県 ブックエースTSUTAYA勝田東石川店
茨城県 WonderGOO石岡店
茨城県 WonderGOOひたち野うしく店



茨城県 ブックエースツタヤ坂東店 
茨城県 カードショップ裁龍
茨城県 再楽リプラス筑⻄本店
茨城県 カードショップさくら
茨城県 わくわくらんど土浦店
茨城県 カンテラ
栃木県 バトロコ小山駅前
栃木県 WonderGOO大田原店
栃木県 トイ＆ホビー イリエ
栃木県 イエローサブマリン宇都宮GAMESHOP
栃木県 ソフトプラザ遊基フェスタ店
群馬県 ワンナップ!伊勢崎モール店
群馬県 コミかる渋川店
群馬県 コミかる 太田店
群馬県 ヤマダアウトレット太田店
群馬県 カードキングダム伊勢崎店
群馬県 コミかる高崎店
群馬県 Books ながしま
群馬県 コミかる堂 前橋店
群馬県 カードラボ高崎店
埼玉県 越後屋酒店
埼玉県 カードショップ⻯星のPAO大宮店
埼玉県 トレカショップKCC
埼玉県 トレジャー×トレジャー カスカベの店
埼玉県 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 古本市場 深谷店
埼玉県 イエローサブマリン プレイソフト宮原店
埼玉県 FIVECARD坂⼾店
埼玉県 Card Forest
埼玉県 ホビーステーション所沢店
埼玉県 イエローサブマリン川越カードショップ
千葉県 千葉鑑定団酒々井店
千葉県 ファミコンショップ ガン☆ダム
千葉県 カードショップ にけ
千葉県 プレイスペース ぷらっつさくら
千葉県 トクジロー浦安店
千葉県 ホビーステーション津田沼店
千葉県 ドキドキ冒険島君津店
千葉県 イエローサブマリン千葉ゲームショップ



千葉県 イエローサブマリン丸井柏店
千葉県 ホビーステーション松⼾店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ武蔵小金井店
東京都 TCGshop193秋葉原店
東京都 トレカのバンコク
東京都 カードラボ秋葉原ラジオ会館本店
東京都 PAO⻘梅店
東京都 リバティ鑑定倶楽部王子店
東京都 おもちゃのぶんぶく
東京都 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 イエローサブマリン秋葉原本店★ミント
東京都 ファミコンくん２号店
東京都 BIGMAGIC秋葉原店
東京都 マックスゲーム麻布店
東京都 ecoBOOK千歳船橋店
東京都 おもちゃのふるや
東京都 マスターズスクウェア
東京都 CARD&HOBBY Spring
東京都 秋葉原チェルモ
東京都 フルコンプ立川南口店
東京都 イエローサブマリン 町田GAME SHOP
東京都 モトナワールド船堀店
東京都 カードキングダム秋葉原駅前店
神奈川県 トーナメントセンター バトロコ本厚木駅前
神奈川県 ホビーステーション溝口店
神奈川県 トレカスピリッツトイダック大和店
神奈川県 トレカパーク横浜⻄口店
神奈川県 札市
神奈川県 マルチメディアステーションゼロワン
神奈川県 CARDBOX⻘馬堂書店⽮向店
神奈川県 フレンズ書店横須賀佐原インター店
神奈川県 ホビーステーション川崎店
新潟県 TSUTAYA新発田店
新潟県 カードショップデュエルガルドDeKKY401店
新潟県 トップボーイ新大駅前店
新潟県 Cards of Paradise 桜木店
富山県 ブックマーケット高岡店
石川県 浪漫遊金沢本店
石川県 カメレオンクラブ福久店



石川県 文苑堂TSUTAYA金沢店
石川県 北国書林 辰口店
石川県 ホビーステーション金沢店
福井県 superKaBoSプラスGEO wasse店
山梨県 キューピット
山梨県 はま屋里吉店
⻑野県 Dカードストア
⻑野県 MagicBox
⻑野県 カードラボ⻑野店
⻑野県 CARDBOX 平安堂 あづみ野店
⻑野県 再楽リプラス佐久本店
⻑野県 カードショップはま屋松本店
⻑野県 平安堂更埴店
⻑野県 プラネッツ
岐阜県 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 カードショップ・ヴェルデ
岐阜県 大展
岐阜県 おもちゃ人形のひだや
岐阜県 こみかるはうす可児店
岐阜県 フジサンパーク
岐阜県 おもちゃのタグチ
岐阜県 あさひや
岐阜県 こども楽園
静岡県 トレカショップねくすと
静岡県 駿河屋静岡本店
静岡県 トレカ＆玩具SHOP エクシリア
静岡県 ゲームショップコロッサス
静岡県 BambooPaddy
静岡県 マスターズギルドなゆた
静岡県 マスターズギルド
愛知県 すまいるキング 岡崎店
愛知県 193名駅太閤店
愛知県 トレカチャンピオン江南店
愛知県 トレーディングカードゲームショップ193大須店
愛知県 ホビーステーション大須万松寺通店
愛知県 お宝創庫イオンタウン刈谷店
愛知県 ファミコンプラザ里町店
愛知県 後藤商店
愛知県 ビデオインアメリカ一宮本店



愛知県 トレカチャンピオン豊橋牛川店
愛知県 こみかるはうすベルコート店
愛知県 もみの木
愛知県 ぱるく名古屋店
愛知県 カードコレクション
愛知県 プラスアルファ
愛知県 カードラボ豊橋店
愛知県 ピッコロ本店
愛知県 カードラボ名駅6F店
愛知県 カードラボ名古屋大須店
愛知県 ホビーステーション名古屋大須本店
愛知県 ファミトレ
愛知県 アメニティードリーム大須店
愛知県 SoftStationチャンプ
愛知県 イエローサブマリン名古屋ＧＡＭＥＳＨＯＰ
愛知県 ホビーステーション⻄尾シャオ店
三重県 カードボックス松阪川井町店
三重県 おもちゃのナカヤ
三重県 アライブ四日市ときわ
三重県 ゲームショップフリーダム
三重県 カードボックス 津店
三重県 サムライパンチ鈴鹿店
三重県 サムライパンチ津⻄店
滋賀県 CREATIVE STYLE
滋賀県 わんぱくドラゴン☆
滋賀県 ホビーショップ・サムサム
滋賀県 ゲームプラザ元気302
京都府 ビデオインアメリカ大徳寺
京都府 ビデオ・イン・アメリカ福知山店
京都府 フシミ書房
京都府 大垣書店 ⻲岡店
京都府 ビデオインアメリカ 京都⻄七条店
京都府 イエローサブマリン京都店
京都府 株式会社 あさだ
大阪府 ⻯星の嵐 ⼗三店
大阪府 TSUTAYA BOOK GARAGE 枚方ベルパルレ
大阪府 バンバン高槻南店
大阪府 トレカチャンス日本橋店
大阪府 カードラボ オタロード本店



大阪府 トイコンプ大阪駅前第3ビル店
大阪府 本の森古川橋
大阪府 BIG MAGIC なんば店
大阪府 ビデオインアメリカ東住吉店
大阪府 ディスカウントバンバン
大阪府 すみの玩具
大阪府 岡部玩具店
大阪府 お宝大陸和泉中央店
大阪府 ホビーステーション日本橋２ʼｓ店
大阪府 トレーディングカードショップジャスティス
大阪府 CARDBOX   高槻店
大阪府 トイコンプ 住道店
大阪府 アメニティードリームなんば２号店
大阪府 TCGスタジアム ジャック∞ポット
大阪府 カードキングダム布施店
兵庫県 ドラゴンスター神⼾三宮店
兵庫県 Like a Lightning
兵庫県 ファミザウルス伊丹店
兵庫県 トレカパーク三宮店
兵庫県 カードショップフロンティア 神⼾店
兵庫県 イエローサブマリン姫路店
兵庫県 イエローサブマリン三宮店
兵庫県 ハリケーン川⻄店
兵庫県 遊楽舎 姫路花田店
兵庫県 ファミコンショップベアーズ
兵庫県 株式会社 サンクスバラ公園店
兵庫県 Reseau
奈良県 カードボックス奈良本店
奈良県 カードボックス橿原店
奈良県 ひばりや
和歌山県 GAMEBOXワンパク新庄店
和歌山県 GENKIぶらくり丁店
和歌山県 カードショップNOAH
鳥取県 TCGS 愛ぼう☆フレンズ
島根県 TSUTAYA出雲店
岡山県 GAMESHOP WiZ
岡山県 古本市場豊浜店
岡山県 カードラボ岡山⻄口店
岡山県 おもちゃのギブタ



岡山県 カード番⻑
岡山県 カードキングダム倉敷児島店
岡山県 カードボックス岡山駅前店
岡山県 木乃美書房
岡山県 カードゲームショップ オレタン
広島県 お宝バンク
広島県 カードボックス福山店
広島県 遊び場さんさ
広島県 カードショップ ショーケース
広島県 カードボックス広島店
広島県 HOBBYSHOP ACP
広島県 おもちゃん
広島県 ホビーステーション広島2号店
広島県 プラネット⻄条中央店
広島県 カードラボ広島店
広島県 マイナス・ゼロ
山口県 イノセント下関
徳島県 ビデオ１００徳島藍住店
徳島県 カードショップ宴
徳島県 リブック徳大前店
徳島県 ホビーショップ ネオ
徳島県 桃屋二軒屋店
徳島県 フレンズ阿南店
徳島県 カードキングダム徳島店
徳島県 Book'sジュピター
徳島県 リブック徳島駅前店
香川県 トレカイダー三豊店
香川県 まんが堂
香川県 スミレヤ
香川県 ⻯星のあらしｉｎメディオ
愛媛県 カードボックス大洲店
愛媛県 トレカショップ ファンクス
愛媛県 カードショップ龍皇亭
愛媛県 ファミコンショップゲームワン
高知県 スーパーフリークス
福岡県 TSUTAYAコスタ行橋店
福岡県 ファミコンハウス柏の森店
福岡県 ⻯星の嵐 小倉駅前店
福岡県 トレカ堂 前原店



福岡県 ブックイン金進堂原田店
福岡県 カードショップわいずまん
福岡県 イエローサブマリン マジッカーズ福岡店
福岡県 ホビーステーション天神店
福岡県 カードショップSASAYA
佐賀県 カードショップ ラノワール
⻑崎県 TSUTAYA遊ING浜町店
⻑崎県 アイドル佐世保早岐店
⻑崎県 カードショップ ヤシロ
熊本県 カードショップ＠ほ〜む。 熊本店
熊本県 CL白山店
熊本県 ホビーショップ アグリ
大分県 カードプレイス大分店
大分県 ロケットパンチ
大分県 カードプレイス
宮崎県 カードショップ＠ほ〜む。柳丸店
宮崎県 メディアクラブＮＩＳＨＩＫＩ
鹿児島県 マンガ倉庫鹿児島店
鹿児島県 カードショップ彩々
沖縄県 CARDBOX北谷店


