店舗名
カードラボ札幌店
カードショップ宝島 末広店
カードショップ宝島 神居店
アメニティードリーム札幌店
TSUTAYA室蘭店
ブックオフ札幌南2条店
北海道ホビーズ2号店
カードショップMana
レッドハウス
ホビースクエアにしな みたけ店
駄菓子のたまや
ファミコンショップジョニーアルコ店
ホビーステーション仙台駅前店
シーガル大河原店
カードラボ仙台店
おもしろ市場 鹿島台店
有限会社 タンヨ
カードショップ アビス
ゲームスペース鶴岡
カードゲームのシーガル郡山店
トレカトレイン福島南店
カード・ＴＶゲームショップりらい
Wonder GOO ひたちなか店
わくわくらんど土浦店
カードショップさくら
カンテラ龍ヶ崎店
カードショップ裁龍
カードラボ宇都宮店
イエローサブマリン宇都宮GAME SHOP
きんこん館
ねばらん☆
コミかる 伊勢崎店
コミかる堂 前橋店
コミかる堂 高崎店
コミかる 渋川店
コミかる太田店
カードキングダム伊勢崎店
ブックオフスーパーバザー17号前橋リリカ店トレカ
おもちゃのキジマ
トレカショップ ストレージ
BOOKs ながしま
カードキングダム川口駅前店
アメニティードリーム大宮店
TSUTAYA秩父店
TSUTAYA嵐山店
アストラ
カベの店 春日部店
トレカショップKCC
トレカショップ カードナイト
精文堂
トレカフェ一刻館
トーナメントセンターバトロコ柏駅前
カードキングダム千葉店
イエローサブマリン千葉ゲームSHOP
ホビーステーション秋葉原本店
ドラゴンスター秋葉原駅前店
カードラボAKIHABARAゲーマーズB1店
カードキングダム渋谷店
カードキングダム 秋葉原駅前店
イエローサブマリン立川店
イエローサブマリンマジッカーズ☆ハイパーアリーナ
イエローサブマリン秋葉原本店☆ミント
イエローサブマリン新宿店
アメニティードリーム町田店
アメニティードリーム池袋パワー9店
アメニティードリーム秋葉原
TSUTAYA西友町田店
TCG shop193 秋葉原店
トレカの洞窟 CARD WORLD TOWER AKIBA
eco book 千歳船橋店
Japan TCG Center吉祥寺駅北口店
マスターズスクウェア

住所
北海道札幌市中央区南二条西1-5 丸大ビル4Ｆ
北海道旭川市末広東1条7丁目1-2
北海道旭川市神居2条11丁目4番9号
北海道札幌市中央区南三条西3丁目11番地 N・MESSEﾋﾞﾙB1Ｆ
北海道室蘭市中島本町１丁目１ - ６
北海道札幌市中央区南２条西１ - ３
北海道札幌市西区発寒五条3-12-3 石川ビル1-Ｂ
北海道北見市美芳町5-5-15
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
岩手県盛岡市みたけ3-18-29
岩手県岩手郡雫石町長山猿子11-30 グリーンガレージ2F
岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第7地割425-3
宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 仙台駅前イービンズ4F
宮城県柴田郡大河原町字新東21-18
宮城県仙台市青葉区中央3-8-5 新仙台駅前ビル2Ｆ
宮城県大崎市鹿島台木間塚小谷地374-1 イオンタウン内
宮城県塩釜市本町6-9
秋田県大館市常盤木町12-24
山形県鶴岡市末広町6-17 えきまえビル102
福島県郡山市駅前１丁目１６ - ７
福島県福島市黒岩浜井場10-2 ブックオフ福島南店内
福島県福島市太田町14-42 尾形ビル1Ｆ
茨城県ひたちなか市中根3325-10
茨城県土浦市大和町7-20
茨城県土浦市川口１丁目３ - １１０ モール505 B101
茨城県龍ケ崎市川原代町5581-12イイジマビル2F
茨城県古河市雷電町1-18
栃木県宇都宮市曲師町2-8 フェスタビル3Ｆ
栃木県宇都宮市曲師町2-8 宇都宮フェスタ2F
栃木県足利市通1-2710
栃木県矢板市末広町42-9 緑新末広町ビル101
群馬県伊勢崎市宮子町３４２０ - ８
群馬県前橋市荒牧町1-10-15
群馬県高崎市江木町333-1 EXビル1F
群馬県渋川市渋川1814-30
群馬県太田市新井町532-5
群馬県伊勢崎市宮前町1513-10
群馬県前橋市国領町２丁目１４ - １ 前橋リリカ3F
群馬県沼田市下之町871
群馬県前橋市小相木町543 - １ 第二ひいらぎマンション106号
群馬県高崎市箕郷町生原589-4
埼玉県川口市栄町3丁目5番1号 川口ミツワビル2Ｆ
埼玉県さいたま市大宮区大門町1-69 武蔵屋ビル5F
埼玉県秩父市下宮地町１８ - ９
埼玉県比企郡嵐山町平沢土地区画整理内31街区10
埼玉県久喜市青葉5-1-1
埼玉県春日部市中央1-16-12 土屋ビル1Ｆ
埼玉県春日部市中央1-9-4 高元ビル3FA
埼玉県上尾市浅間台4-12-8
埼玉県川越市脇田本町6-3
埼玉県三郷市采女1-20-2
千葉県柏市柏1-2-31 新星堂カルチェ４Ｆ
千葉県千葉市中央区中央3-4-10 呂久呂ビル2F
千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本ビル3F
東京都千代田区外神田1-10-11 森ビル2F
東京都千代田区外神田１丁目１８ - １８Bito Akiba Plaza 6F
東京都千代田区外神田１丁目１４ - ７ AKIHABARAゲーマーズ本店B1F
東京都渋谷区渋谷２丁目２２ - ７ 共栄ビル 4F
東京都千代田区外神田1-14-7 秋葉原野村ビル3F・4F
東京都立川市柴崎町3-7-17 N2ビル3F
東京都千代田区外神田1-11-5 秋葉原スーパービル7F
東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館6F
東京都新宿区西新宿１丁目１６ - １１ AIビル2階
東京都町田市原町田6-20-10中野屋ビル3F
東京都豊島区東池袋1-31-1 バロックコート池袋3F
東京都千代田区外神田1-11-6 小暮ビル5F･6F
東京都町田市森野１丁目１４ - １７ 西友町田３F
東京都千代田区外神田3-2-14 今井ビル2F
東京都千代田区外神田1-15-15
東京都世田谷区船橋1-13-19
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
東京都八王子市中町3-12 三田ビル3F-A

遊ＶＩＣ中野店
秋葉原チェルモ
カードキングダム溝の口店
イエローサブマリン川崎店
アメニティードリーム横浜店
TSUTAYA茅ヶ崎駅前店
TSUTAYA BOOKSTORE 川崎駅前店
CARDBOX青馬堂書店 矢向店
カードショップデュエルガルド中央町店
カードショップデュエルガルド イオン長岡店
おもちゃのファミリア原信吉田店
トップボーイ新大駅前店
Cards of Paradise桜木店
ゲーム館ビート
ブックマーケット砺波店
文苑堂書店 清水町店
ブックマーケット高岡店
文苑堂TSUTAYA金沢店
キューピット
柳正堂書店 オギノバリオ店
プラネッツ
笠原書店 岡谷本店
タッチ松本店
平安堂あづみ野店
Magic Box
ビデオ イン アメリカ 各務原店コミックレンタル館
おもちゃ人形のひだや
カードショップ ヴェルデ
こども楽園
マスターズギルドなゆた
マスターズギルド
トレーディングカードショップ193 ザザシティ浜松店
ゲームショップ コロッサス
トレカショップねくすと
ホビーステーション名駅2号店
ホビーステーション大須万松寺通店
ホビーステーション名古屋大須本店
カードゲームショップ プレイズ西尾シャオ店
プレイズ イオンタウン刈谷店
プレイズ安城店
プレイズ堀田店
ビデオ イン アメリカ 一宮本店
すまいるキング岡崎店
カードラボ名駅6F店
カード・ブランチ金山店
イエローサブマリン名古屋GAME SHOP
トレーディングカードゲームショップ193 大須店
トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店
(有）ピッコロ本店
トレカチャンピオン豊橋牛川店
後藤商店
softstationチャンプ
カードボックス松阪川井町店
フェイズ四日市店
おもちゃのドリームハウス
おもちゃのナカヤ
かまくらや
CREATIVE STYLE
ビデオ イン アメリカ 大徳寺店
ビデオ イン アメリカ 京都西七条店
ビデオ イン アメリカ 福知山店
ドラゴンスター京都河原町店
イエローサブマリン京都
トレカタウン西院店
ビデオ イン アメリカ 東住吉店
ドラゴンスター日本橋2号店
カードラボ オタロード本店
カードキングダム布施店
TSUTAYA BOOK GARAGE 枚方ベルパルレ
BOOKOFF SUPER BAZAAR 307号枚方池之宮店
Book oFF お宝大陸和泉中央店
トレーディングカードゲームショップ193日本橋店
トレカパーク日本橋店

東京都中野区中野5-66-4 中野SHKビル6F
東京都千代田区外神田6-14-1 日興ビル4F
神奈川県川崎市高津区溝口1-9-5プラパックⅡビル4Ｆ
神奈川県川崎市川崎区小川町2-7 アイヴィ・タワー地下1階
神奈川県横浜市西区南幸2-16-20 オーチュー横浜ビル8F
神奈川県茅ヶ崎市元町2-3 G.C.CHIGASAKI3F
神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 ダイスビル5F
神奈川県横浜市鶴見区矢向5-8-42
新潟県新発田市中央町2-1-14
新潟県長岡市古正寺1-249-1イオン長岡店3F
新潟県燕市吉田東栄町13-15
新潟県新潟市西区坂井867 リバティープラザ新大駅前102
新潟県新潟市中央区女池2-3-18 六角木１FB室
新潟県五泉市吉沢1-5-26
富山県砺波市太郎丸584
富山県高岡市泉町685-7
富山県高岡市野村1658-1
石川県金沢市西念4-25-8
山梨県南都留郡富士河口湖町船津4095-1
山梨県甲府市朝気3-1-12 オギノイーストモールSCバリオ1F
長野県諏訪市諏訪1-2-3
長野県岡谷市塚間町2-1-15
長野県松本市巾上12-7
長野県安曇野市豊科南穂高1115
長野県上田市五加1356-2
岐阜県各務原市那加前野町4-110
岐阜県瑞浪市土岐町26-1
岐阜県安八郡神戸町川西45-1
岐阜県多治見市本町4-60
静岡県浜松市浜北区貴布祢3000番 なゆた浜北110区画
静岡県浜松市中区常盤町143-18 ECOビル2F
静岡県浜松市中区鍛冶町15 ザザシティ浜松西館B1
静岡県袋井市永楽町181 土屋ビル2F西側
静岡県浜松市南区東若林町11-1 メガドンキホーテ1Ｆ
愛知県名古屋市中村区椿町19-7 チサンマンション椿町1F
愛知県名古屋市中区大須3-31-2 マルフジビル1F・2F
愛知県名古屋市中区大須3-32-23 Zeque大須6階
愛知県西尾市下町神明下57番地
愛知県刈谷市東境町京和1番地
愛知県安城市新田町小山西60-1
愛知県名古屋市瑞穂区新開町5-16 お宝創庫堀田店内
愛知県一宮市妙興寺1-2-8
愛知県岡崎市岡崎駅南土地区画整理52街区1番本の王国 岡崎店内
愛知県名古屋市中村区椿町14-12 セントラルWEST名駅ビル9F
愛知県名古屋市中区平和1-23-17 廣栄ビル1F
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6F
愛知県名古屋市中区大須3-26-21
愛知県名古屋市中村区太閤4-1-18 フタバビル1F
愛知県豊川市開運通1-27
愛知県豊橋市牛川通2-1-2
愛知県津島市橋詰町1-35
愛知県名古屋市西区新道2-6-9
三重県松阪市川井町上大坪718
三重県四日市市富田2-13-2
三重県伊勢市御薗町長屋2136 御薗ショッピングセンター内
三重県亀山市東町2-1-11
滋賀県草津市東矢倉2-1-1 磯村荘3号
滋賀県近江八幡市鷹飼町179 AQUA21内1F
京都府京都市北区紫野上築山町41
京都府京都市下京区西七条北東野町18-1
京都府福知山市前田新町1-1
京都府京都市中京区東側町５０３ - １６
京都府京都市中京区蛸薬師通り新京極東入裏寺町598興ビル4F
京都府京都市右京区西院巽町9番 アーバンハイツ4条1F
大阪府大阪市東住吉区今川1-7-8
大阪府大阪市浪速区難波中2-1-17 コスモビル6F
大阪府大阪市浪速区日本橋4-16-1
大阪府東大阪市足代1-17-7
大阪府枚方市宮之阪4-28-12
大阪府枚方市池之宮1-2-50
大阪府和泉市いぶき野５丁目６ - １７
大阪府大阪市浪速区日本橋4-15-25 BRIGHTビル2F
大阪府大阪市浪速区難波中2-4-9

すみの玩具
TOY COMP茨木店
カードフェスティバル
トレカチャンス日本橋店
ＴＣＧスタジアム ジャック∞ポット
ハリケーンなんば店
古本市場 加古川別府店
ドラゴンスター神戸三宮店
イエローサブマリン姫路店
イエローサブマリン三宮
エディオン姫路店
トレカパーク三宮店
ファミザウルス伊丹店
ハリケーン川西店
カードボックス姫路店
マナソース和歌山駅前店
ブックオフ プラス和歌山国体道路店
ＧＥＮＫＩぶらくり丁
わんぱく新庄店
CARD SHOP えうれか
今井書店 倉吉パープルタウン店
エアペイジス トレカタウン三刀屋店
カードキングダム倉敷児島店
カードボックス岡山駅前店
ブックオフ250号東岡山店
カードゲームショップ オレタン 岡山本店
スーパーフリークス岡山店
イエローサブマリン広島GAME SHOP
カードボックス広島店
カードボックス福山店
ブックオフ広島八木店
プラネット 西条中央店
レプトン カード館 五日市店
チャレンジャー
カードショップショーケース
HOBBYSHOP ACP
カードキングダム イオンタウン周南店
おもちゃのあおき ゆめシティ店
遊戯喫茶コレボ(ゲームカフェコレボ)
カードキングダム徳島店
カードショップ宴
ホビーショップネオ国府店
リブック徳島駅前店
竜星の嵐 高松店
ゲームアーク 丸亀店
スミレヤ
ジョリーハダ
トレカイダー松山中央店
トレカショップ ファンクス
カードショップ フリークス本店
リサイクルトイ＆ホビー スーパーフリークス
88ラウンド
フリークスプラス
ホビーステーション天神店
イエローサブマリン マジッカーズ福岡店
TSUTAYAコスタ行橋店
ゲームショップ ヴィータ
カードショップSASAYA
カードサイクル
G-PROJECT本店
カードキングダム福岡藤崎店
おもちゃのあおき 西友道の尾店
おもちゃのあおき夢彩都店
TSUTAYA 遊ING 城山店
ホビーショップワールドキング長崎
カードショップ＠ほ～む。熊本店
カードプレイス鶴崎店
カードプレイス大分店
トレカショップNISHIKI
カードショップ彩々 国分店
カードショップ彩々 鹿児島店
BOOK☆LIFE鹿屋店
ホビーショップぼっけもん

大阪府池田市栄町3-11
大阪府茨木市双葉町6-1 2Ｆ
大阪府守口市京阪本通2-1-5 守口PKIビル3F
大阪府大阪市浪速区日本橋3-6-20 西政ビル2F
大阪府大阪市東淀川区豊新5-11-10
大阪府大阪市浪速区日本橋3-6-3 日本橋NFビル1,2F
兵庫県加古川市別府町緑町1
兵庫県神戸市中央区三宮町1-8-1 さんプラザ3F502C号室
兵庫県姫路市亀井町52 外川ビル３F
兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1センタープラザ西館2Ｆ
兵庫県姫路市飾磨区今在家1416-1
兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1 センタープラザ西館3階 310-2号室
兵庫県伊丹市伊丹3-1-48-101号
兵庫県川西市小戸1丁目3-12-201司ビル
兵庫県姫路市広畑区夢前町１丁目１
和歌山県和歌山市太田１丁目１４ - １１ オオトヨビル6F
和歌山県和歌山市小雑賀725
和歌山県和歌山市雑賀町59
和歌山県田辺市新庄町1977-4
鳥取県倉吉市下田中町８３３ 北側
鳥取県倉吉市山根557-1 パープルタウン2F
島根県雲南市三刀屋町三刀屋45-2
岡山県倉敷市児島駅前2-27 パティオ1Ｆゆめらんど2内
岡山県岡山市北区駅前町1-8-18 イコットニコットB1F
岡山県岡山市中区神下136-2
岡山県岡山市北区大元上町12-23
岡山県岡山市北区上中野2‐12‐14
広島県広島市中区大手町1-5-14 吉岡ビル
広島県広島市中区宝町2-1 フジグラン広島3F
広島県福山市南本庄1-10-23
広島県広島市安佐南区八木2-16-5
広島県東広島市西条中央4-1-1
広島県広島市佐伯区五日市中央1-3-36
広島県福山市宝町3-19 下江ビル1F
広島県福山市南蔵王町5丁目15－20
広島県東広島市西条町御薗宇6456-2
山口県周南市古市1-4-1
山口県下関市伊倉新町3-1-1 ゆめシティ3F
山口県周南市横浜町１４ - ５
徳島県徳島市住吉6-1-10-1
徳島県徳島市八万町大坪91-1
徳島県徳島市国府町和田字居内150
徳島県徳島市寺島本町西1－58 大岸ビル3F
香川県高松市上天神町562-1
香川県丸亀市土器町東2丁目10番
香川県丸亀市通町24
愛媛県新居浜市西喜光地町11-41
愛媛県松山市湊町4丁目8番2
愛媛県新居浜市繁本町5-31 第三越智ビル1F
高知県高知市北本町1-5-15 第二文教ビル1F
高知県高知市桟橋通4-1-28
高知県高知市はりまや町2丁目３－３ イチヤはりまやビル３階
高知県高知市朝倉甲507-7 ハイツ竹田1F
福岡県福岡市中央区天神2-8-215 積文館書店新天町本店3Ｆ
福岡県福岡市中央区天神2-7-14 天神シティビル３F
福岡県行橋市西泉6-1-1
福岡県久留米市諏訪野町2722
福岡県筑紫野市針摺中央２丁目１７ - １大熊ビル1F
福岡県福岡市南区大橋4-23-1 武井ビル1F
福岡県北九州市八幡西区藤田4-2-18 横尾ビル3F
福岡県福岡市早良区高取2-2-14 藤崎駅前ビル１Ｆ
長崎県長崎市葉山1-6-10 西友道の尾店2F
長崎県長崎市元船町10-1 夢彩都2F
長崎県長崎市城山町5-23
長崎県佐世保市指方町1864番地２Ｆ
熊本県熊本市中央区水前寺5-24-16
大分県大分市南鶴崎3-1-6
大分県大分市府内町2-5-40 盛文堂ビル4F
宮崎県宮崎市橘通西3‐10‐32 宮崎ナナイロ西館3F
鹿児島県霧島市国分向花町10-2 末元ビル1階
鹿児島県鹿児島市下荒田2-7-14 久木留ビル2F
鹿児島県肝属郡東串良町池之原 - ２６７０ - １
鹿児島県出水市平和町２３１ (有)出水ペットショップ内

カードキングダム那覇店
BOOK OFF 那覇小禄店

沖縄県那覇市古島２丁目２９ - ５ まるみつ末吉ビル2-A
沖縄県那覇市赤嶺2-1-7

