
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

北海道 函館 蔦屋書店

北海道 帯広TSUTAYA WOW店

北海道 バトロコミニ苫小牧バイパス店

北海道 TSUTAYA札幌菊水店

北海道 TSUTAYA室蘭店

北海道 TSUTAYA上江別店

北海道 TSUTAYA札幌琴似店

北海道 TSUTAYA苫小牧店

北海道 トーナメントセンターバトロコ札幌狸小路

青森県 TSUTAYAむつ店

青森県 TSUTAYA弘前店

岩手県 Wonder GOO 奥州水沢店

岩手県 TSUTAYA一関中央店

秋田県 カードショップデッキビルダー秋田保戸野店

宮城県 シーガル名取店

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

宮城県 シーガル長町店

宮城県 シーガル大河原店

宮城県 シーガル泉バイパス店

宮城県 シーガル仙台駅前店

宮城県 TSUTAYA大崎古川店

宮城県 TSUTAYA佐沼店

山形県 シーガル米沢店

山形県 シーガル十日町店

福島県 TSUTAYA須賀川店

山梨県 カードラボ甲府店

長野県 カードラボ長野店

長野県 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

北海道

東北

甲信越

北陸



新潟県 カードショップデュエルガルド

新潟県 TSUTAYA新発田店

富山県 ブックマーケット砺波店

富山県 ブックマーケット上飯野店

富山県 ブックマーケット高岡店

石川県 ホビーステーション金沢店

石川県 文苑堂TSUTAYA金沢店

福井県 Super KaBoS 新二の宮店

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

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

東京都 竜星のPAO町田店

東京都 トレカパークAKIBAラジ館店

東京都 カードショップ竜星のPAO立川店

東京都 カードショップ竜星のPAO八王子店

東京都 カードショップ竜星のPAO中野店

東京都 TSUTAYA武蔵小金井店

東京都 TSUTAYA福生店

関東

甲信越

北陸



東京都 TSUTAYA BOOKSTORE ビーンズ赤羽店

東京都 BIG MAGIC 池袋店

東京都 BIG MAGIC 秋葉原店

東京都 AKIHABARAゲーマーズ本店

東京都 トーナメントセンターバトロコ高田馬場

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西口店

神奈川県 トレカパーク横浜西口店

神奈川県 TSUTAYA茅ヶ崎駅前店

神奈川県 TSUTAYA川崎駅前店

神奈川県 TSUTAYA湘南台店

神奈川県 トーナメントセンターバトロコ川崎駅前

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 トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町

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戸

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

千葉県 蔦屋書店 茂原店

千葉県 すばる書店 TSUTAYA富津店

千葉県 ゲーマーズ津田沼店

千葉県 WonderGOO鎌ヶ谷店

千葉県 Wonder GOO 茂原店

千葉県 Wonder GOO 富里店

千葉県 Wonder GOO 千葉ニュータウン店

関東



千葉県 Wonder GOO 成東店

千葉県 TSUTAYA行徳店

千葉県 TSUTAYA土気店

千葉県 トーナメントセンターバトロコ柏駅前

千葉県 ホビーステーション天神店

千葉県 トイコンプ大阪駅前第3ビル店

千葉県 トイコンプ住道店

千葉県 トイコンプ堺店

千葉県 TOY COMP茨木店

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

埼玉県 カードショップ竜星のPAO大宮店

埼玉県 Wonder GOO 越谷店

埼玉県 TSUTAYA大宮指扇店

埼玉県 TSUTAYA伊奈店

埼玉県 TSUTAYA嵐山店

埼玉県 TSUTAYA東浦和店

埼玉県 TSUTAYA高麗川店

埼玉県 TSUTAYA杉戸店

茨城県 カードラボ水戸店

茨城県 ブックエースTSUTAYA勝田東石川店

茨城県 WonderGOOつくば店

茨城県 Wonder GOO 日立中央店

茨城県 Wonder GOO 千代田店

茨城県 Wonder GOO 水戸笠原店

茨城県 Wonder GOO 守谷店

茨城県 Wonder GOO ひたち野うしく店

茨城県 Wonder GOO ひたちなか店

茨城県 TSUTAYA OUTLET 神栖店

茨城県 トーナメントセンターバトロコ水戸駅前店

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

関東



栃木県 ビックワンTSUTAYAさくら店

栃木県 Wonder GOO 大田原店

栃木県 Wonder GOO 鹿沼店

栃木県 Wonder GOO 下野店

栃木県 TSUTAYA佐野店

栃木県 TSUTAYA宇都宮東簗瀬店

栃木県 トーナメントセンターバトロコ小山駅前

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

群馬県 ヤマダアウトレット 太田店

群馬県 トーナメントセンターバトロコ高崎駅前

群馬県 WonderGOO高崎店

群馬県 コミかる 渋川店

群馬県 コミかる太田店

群馬県 コミかる堂 高崎店

群馬県 コミかる堂 前橋店

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

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

愛知県 竜星の嵐 名古屋店

愛知県 フェイズ新瑞橋店

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 トレカチャンピオン大須店

愛知県 トレカチャンピオン江南店

関東

東海



愛知県 TSUTAYA岡崎牧御堂店

愛知県 TSUTAYA新津島店

愛知県 TSUTAYAウィングタウン岡崎店

愛知県 BIG MAGIC ZERO

愛知県 ホビーステーション豊橋店

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

静岡県 TSUTAYA柳町店

岐阜県 フェイズ 岐阜店

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

三重県 カードボックス松阪川井町店

三重県 フェイズ四日市店

三重県 TSUTAYA鈴鹿店

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 2’s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

大阪府 竜星の嵐 十三店

大阪府 ビデオ イン アメリカ 東住吉店

大阪府 トレカパーク日本橋店

関西

東海



大阪府 トレカチャンス日本橋店

大阪府 TSUTAYA和泉26号線店

大阪府 TSUTAYA BOOK GARAGE 枚方ベルパルレ

大阪府 BIG MAGIC なんば店

大阪府 トレカショップ竜のしっぽ大阪梅田店

兵庫県 カードラボ姫路店

兵庫県 ドラゴンスター神戸三宮店

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

兵庫県 トレカパーク三宮店

兵庫県 TSUTAYAフレスポ赤穂店

兵庫県 TSUTAYA ＪＲ尼崎駅前店

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

京都府 ビデオ イン アメリカ 福知山店

京都府 ビデオ イン アメリカ 大徳寺店

京都府 ビデオ イン アメリカ 京都西七条店

滋賀県 TSUTAYA BOOK STORE 水口

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

和歌山県 マナソース

岡山県 カードラボ岡山西口店

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

岡山県 TSUTAYA岡山西大寺店

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

中国

関西



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

島根県 今井書店 出雲店TSUTAYA

島根県 アリオン塩冶店

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

香川県 竜星の嵐 高松店

香川県 TSUTAYA宇多津店

高知県 カードショップ フリークス本店

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

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

福岡県 竜星の嵐 小倉駅前店

福岡県 TSUTAYAコスタ行橋店

福岡県 ドラグーン博多

佐賀県 BRAVE HEARTS(ﾌﾞﾚｲﾌﾞﾊｰﾂ)

長崎県 遊ing城山店

長崎県 TSUTAYA遊ing浜町店

熊本県 遊ING熊本上通り店

熊本県 カードショップ＠ほ～む。熊本店

大分県 カードプレイス鶴崎店

大分県 カードプレイス大分店

宮崎県 カードショップ＠ほ～む。宮崎店

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

沖縄県 TSUTAYA具志川店

沖縄県 TSUTAYA泡瀬店

四国

中国

九州

沖縄


