
北海道 カードラボ札幌店
北海道 アメニティードリーム札幌店
北海道 イエローサブマリン札幌店 GAME SHOP

秋⽥県 カードショップデッキビルダー秋⽥保⼾野店
宮城県 カードラボ仙台店
宮城県 ホビーステーション仙台駅前店

⼭梨県 カードラボ甲府店
⻑野県 カードラボ⻑野店
⻑野県 タッチ松本店
新潟県 カードラボ新潟店
新潟県 カードショップデュエルガルドDeKKY401店
新潟県 カードショップデュエルガルド
⽯川県 ホビーステーション⾦沢店

東京都 カードラボ ラジオ会館本店
東京都 ホビーステーション 池袋本店
東京都 ホビーステーション町⽥店
東京都 ホビーステーション秋葉原本店
東京都 トレカの洞窟 CARD WORLD TOWER AKIBA
東京都 TCG shop193 秋葉原店
東京都 フルコンプ新宿南⼝店
東京都 フルコンプ⽴川南⼝店
東京都 フルコンプ渋⾕東⼝店
東京都 アメニティードリーム蒲⽥店
東京都 アメニティードリーム町⽥店
東京都 アメニティードリーム吉祥寺
東京都 アメニティードリーム池袋パワー9店
東京都 アメニティードリーム 新宿店
東京都 アメニティードリーム秋葉原
東京都 カードキングダム 秋葉原駅前店
東京都 イエローサブマリン⽴川店
東京都 イエローサブマリン秋葉原本店☆ミント
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

北海道

東北

甲信越
北陸

関東



東京都 イエローサブマリン町⽥店
東京都 イエローサブマリン池袋ゲームショップ
神奈川県 カードラボ マルイ海⽼名店
神奈川県 ホビーステーション溝⼝店
神奈川県 ホビーステーション本厚⽊店
神奈川県 ホビーステーション藤沢OPA店
神奈川県 ホビーステーション川崎店
神奈川県 フルコンプ 横浜店
神奈川県 アメニティードリーム横浜店
神奈川県 カードキングダム溝の⼝店
神奈川県 イエローサブマリン 横浜ムービル店
神奈川県 カードボックス横浜⻄⼝店
千葉県 カードラボ千葉中央店
千葉県 ホビーステーション千葉店
千葉県 ホビーステーション 津⽥沼
千葉県 ホビーステーション松⼾
千葉県 ホビーステーションGLOBO蘇我店
千葉県 カードキングダム千葉店
千葉県 イエローサブマリン丸井柏店
千葉県 イエローサブマリン千葉ゲームSHOP
埼⽟県 ホビーステーション南越⾕店
埼⽟県 ホビーステーション⼤宮店
埼⽟県 ホビーステーション所沢店
埼⽟県 アメニティードリーム⼤宮店
埼⽟県 カードキングダム川⼝駅前店
埼⽟県 イエローサブマリン 川越カードショップ
埼⽟県 イエローサブマリンプレイソフト宮原店
茨城県 カードラボ⽔⼾店
栃⽊県 カードラボ宇都宮店
栃⽊県 イエローサブマリン宇都宮GAME SHOP
群⾺県 カードラボ⾼崎店
群⾺県 カードキングダム伊勢崎店

愛知県 カードラボ名古屋⼤須店
愛知県 カードラボ豊橋店
愛知県 カードラボ名駅9F店

関東

東海



愛知県 ホビーステーション⼤須万松寺通店
愛知県 ホビーステーション名古屋⼤須本店
愛知県 ホビーステーション名駅2号店
愛知県 ホビーステーション名駅店
愛知県 カード・ブランチ⾦⼭店
愛知県 トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店
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 アメニティードリーム⼤須店
愛知県 カードキングダム名古屋野並店
愛知県 イエローサブマリン名古屋GAME SHOP
愛知県 フルコンプ名古屋⼤須店
静岡県 カードラボ浜松店
静岡県 マスターズギルド
静岡県 トレーディングカードショップ193 ザザシティ浜松店
三重県 カードボックス松阪川井町店

⼤阪府 カードラボ オタロード本店
⼤阪府 カードラボなんば2号店
⼤阪府 カードラボなんば店
⼤阪府 カードラボ⼤阪⽇本橋店
⼤阪府 カードラボ天王寺店
⼤阪府 ホビーステーション⽇本橋 2ʼs店
⼤阪府 ハリケーンなんば店
⼤阪府 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 ドラゴンスター⽇本橋2号店
⼤阪府 ドラゴンスター岸和⽥春⽊店
⼤阪府 ドラゴンスター泉佐野店
⼤阪府 フルコンプ⼤阪⽇本橋店
⼤阪府 アメニティードリームなんば2号店
⼤阪府 カードキングダムなんば店
⼤阪府 カードキングダム布施店
⼤阪府 イエローサブマリンなんば本店
⼤阪府 カードボックス江坂店
⼤阪府 カードボックス ⽇本橋店
⼤阪府 カードボックス⾼槻店
兵庫県 カードラボ姫路店

東海

関⻄



兵庫県 ドラゴンスター神⼾三宮店
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
京都府 カードラボ アバンティ京都店
京都府 ホビーステーション イオンモールKYOTO店
京都府 ドラゴンスター京都店
京都府 アメニティードリーム京都店
京都府 イエローサブマリン京都
奈良県 カードボックス天理店
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

岡⼭県 カードラボ岡⼭⻄⼝店
岡⼭県 カードゲームショップオレタン
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 カードボックス⽟島店
岡⼭県 カードボックス藤⽥店
広島県 カードラボ広島店
広島県 ホビーステーション広島2号店
広島県 イエローサブマリン広島GAME SHOP
広島県 カードボックス福⼭店
広島県 カードボックス広島店
⿃取県 カードキングダム⿃取駅前店
島根県 カードボックス アリオン浜乃⽊店
⼭⼝県 カードキングダム イオンタウン周南店
⼭⼝県 カードボックス防府店
⼭⼝県 カードボックス周南店

愛媛県 CARD BOX 宇和島店
愛媛県 CARD BOX ⼤洲店
徳島県 カードキングダム徳島店

福岡県 カードラボ福岡天神店
福岡県 カードラボ⼩倉店
福岡県 カードキングダム博多住吉店

中国

四国

九州
沖縄

関⻄



福岡県 カードキングダム福岡藤崎店
福岡県 イエローサブマリン マジッカーズ福岡店
⿅児島県 カードショップ 彩々
沖縄県 カードキングダム那覇店
沖縄県 CARD BOX 北⾕店

九州
沖縄


