
店舗名 都道府県 住所
公認店 TSUTAYA室蘭店 北海道 室蘭市中島本町１丁目１ - ６
公認店 TSUTAYA上江別店 北海道 江別市上江別427-1
公認店 イエローサブマリン札幌店 GAME SHOP 北海道 札幌市中央区南３条西４丁目 - １２ - １　アルシュビル4F
公認店 カードショップ サード 北海道 砂川市東一条北2-1-1-27　中央市場内
公認店 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
公認店 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
公認店 カードラボ札幌店 北海道 札幌市中央区南二条西1-5　丸大ビル4Ｆ
公認店 トーナメントセンターバトロコ旭川駅前 北海道 旭川市１条通8丁目108　フィール旭川4F
公認店 バトロコミニ苫小牧バイパス店 北海道 苫小牧市ときわ町6-23-30
公認店 one game 栄町店 北海道 札幌市 東区北42条東15-1-21 松屋ビル2階
公認店 かーどげーむ夢翔屋 北海道 札幌市 南区澄川１条4-6-24　プライムハウス澄川壱番館102
公認店 カードショップMana 北海道 北見市 美芳町5-5-15
公認店 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1-2
公認店 カードショップ宝島千歳店 北海道 千歳市 花園5-6-7
公認店 帯広TSUTAYA WOW店 北海道 帯広市 西四条南29丁目1-8　マルチショップWOW-B棟
公認店 函館　蔦屋書店 北海道 函館市 石川町85-1
公認店 BOOKOFF 札幌南2条店 北海道 札幌市中央区南２条西１ - ３
非公認店 BOOKOFF 公立大学前店 北海道 釧路市芦野 4-1
非公認店 BOOKOFF 函館昭和店 北海道 函館市昭和 1-28-1
非公認店 ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT 清田店 北海道 札幌市清田区清田一条1-1-1
非公認店 ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT 札幌本店 北海道 札幌市中央区北一条西8丁目1-2
公認店 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
公認店 カルチャー城東店 青森県 弘前市 城東北1-9-12
非公認店 BOOKOFF 青森石江店 青森県 青森市大字石江字三好 102-1
公認店 アメリカンパラダイス　北上店 岩手県 北上市北鬼柳32地割44
公認店 ファミコンショップジョニーアルコ店 岩手県 紫波郡矢巾町大字南矢幅第7地割425-3
公認店 松坂屋とれぱに店 岩手県 釜石市大渡町2-6-1
公認店 キッズウォーカー宮古店 岩手県 宮古市 長町1-8-32
公認店 サンホビーアンクル 岩手県 遠野市 中央通り5-5
公認店 トレカショップ ジョニー 岩手県 盛岡市 青山3-3-50
公認店 ホビーショップ　パワーナイン 岩手県 一関市 山目寺前34-2
非公認店 BOOKOFF 盛岡茶畑店 岩手県 盛岡市茶畑 2-11-16
公認店 カードラボ仙台店 宮城県 仙台市青葉区中央3-8-5　新仙台駅前ビル2Ｆ
公認店 有限会社 タンヨ 宮城県 塩釜市本町6-9
公認店 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　イオンタウン内
公認店 シーガル泉中央店 宮城県 仙台市泉区 泉中央1-2-7
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR イオン仙台店 宮城県 仙台市青葉区中央 2-3-6
非公認店 BOOKOFF 仙台六丁の目店 宮城県 仙台市若林区六丁の目南町 2-2
非公認店 ヤマダデンキ LABI仙台 宮城県 仙台市青葉区中央3丁目6-1
公認店 カード大魔王inおもしろ市場 鷹ノ巣店 秋田県 北秋田市栄中綱31-1
公認店 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3-22-1　サイエービル1F-3号室
非公認店 BOOKOFF PLUS ドン・キホーテ秋田 秋田県 秋田市旭北錦町4-58
公認店 TENDO八文字屋 山形県 天童市鍬ノ町2-3-43
公認店 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
非公認店 BOOKOFF 寒河江市役所前通り店 山形県 寒河江市西根字石川西 255-12
非公認店 BOOKOFF 米沢中央店 山形県 米沢市中央 7-4-102
公認店 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
公認店 トレカトレイン福島南店 福島県 福島市黒岩浜井場10-2　ブックオフ福島南店内
公認店 ブックエース上荒川店 福島県 いわき市 平上荒川島田5
公認店 Wonder GOO ひたち野うしく店 茨城県 牛久市ひたち野東5-5-1
公認店 カードショップさくら 茨城県 土浦市川口１丁目３ - １１０ モール505 B101
公認店 カードラボ水戸店 茨城県 水戸市宮町1-2-4　マイムビル1F
公認店 トーナメントセンターバトロコ水戸駅前店 茨城県 水戸市宮町2-2-31　三友ビルディング4Ｆ
公認店 カードショップ裁龍 茨城県 古河市 雷電町1-18
公認店 カンテラ龍ヶ崎店 茨城県 龍ケ崎市 川原代町5581-12　イイジマビル2F
公認店 ズンドコ商店 ひたちなか 茨城県 ひたちなか市 田中後40-2
公認店 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
公認店 ブックエース下妻店 茨城県 下妻市 下妻戊115-1
公認店 ブックセンター江戸屋 茨城県 八千代町 結城郡八千代町菅谷283-3
公認店 ヤマダアウトレット筑西店 茨城県 筑西市 布川1249-21
公認店 わくわくらんど土浦店 茨城県 土浦市 大和町7-20
公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 荒川沖 茨城県 稲敷郡阿見町住吉 2-8-7
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 水戸姫子 茨城県 水戸市姫子2-769-4
公認店 （有）サカモト玩具（おもちゃのさかもと） 栃木県 那須塩原市住吉町1-9
公認店 Duel Stade Ganryu 足利店 栃木県 足利市朝倉町355-1
公認店 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
公認店 きんこん館 栃木県 足利市 通1-2710
公認店 トイ＆ホビーイリエ 栃木県 真岡市 台町2352-1
公認店 ねばらん☆ 栃木県 矢板市 末広町42-9　緑新末広町ビル101
公認店 ハーマン高根沢鑑定団 栃木県 塩谷郡高根沢町 宝石台3-1-15
公認店 Wonder GOO 下野店 栃木県 下野市下古山2888-4
公認店 BOOKs ながしま 群馬県 高崎市箕郷町生原589-4
公認店 カードラボ高崎店 群馬県 高崎市旭町34-5　旭町ビル2F
公認店 コミかる　伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市宮子町３４２０ - ８
公認店 コミかる　渋川店 群馬県 渋川市渋川1814-30
公認店 コミかる太田店 群馬県 太田市新井町532-5
公認店 コミかる堂　高崎店 群馬県 高崎市江木町333-1　EXビル1F
公認店 コミかる堂　前橋店 群馬県 前橋市荒牧町1-10-15
公認店 ヤマダアウトレット 太田店 群馬県 太田市西本町57-4
公認店 トレカショップ　ストレージ 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
公認店 WonderGOO 高崎店 群馬県 高崎市貝沢町463
非公認店 BOOKOFF PLUS 前橋広瀬店 群馬県 前橋市天川大島町 29-1
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 407号太田飯塚 群馬県 太田市飯塚町 1961-1
非公認店 ヤマダデンキ LABI 1 LIFE SELECT高崎 群馬県 高崎市栄町1番1号
公認店 BOOKOFF 埼玉毛呂山店 埼玉県 入間郡毛呂山町岩井西２丁目１４ - ６
公認店 TSUTAYA秩父店 埼玉県 秩父市下宮地町１８ - ９
公認店 カードキングダム川口駅前店 埼玉県 川口市栄町3丁目5番1号　川口ミツワビル2Ｆ
公認店 カードラボ所沢店 埼玉県 所沢市東町５ - ２２　TOCOTOCO SQUARE 4F



公認店 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
公認店 レジェンドショップ 埼玉県 狭山市 水野570-63
公認店 FIVE CARD 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坂戸1F
公認店 TCGショップ ディスク 埼玉県 狭山市 水野862-4
公認店 アストラ 埼玉県 久喜市 青葉5-1-1
公認店 カードショップ・バトラー 埼玉県 さいたま市 岩槻区本町3-17-20 高野ビル2F
公認店 カードショップTIGER 埼玉県 南埼玉郡宮代町 中央3-10-34
公認店 カードショップ桃太郎川越店 埼玉県 川越市 新富町2-7-1　新富町伊勢原第3ビル2F
公認店 カードショップ竜星のPAO大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区 宮町2-28-29
公認店 カベの店　春日部店 埼玉県 春日部市 中央1-16-12　土屋ビル1Ｆ
公認店 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
公認店 トレカショップKCC 埼玉県 春日部市 中央1-9-4　高元ビル3FA
公認店 トレカフェ一刻館 埼玉県 三郷市 采女1-20-2
公認店 フタバ図書TSUTAYAGIGA武蔵浦和店 埼玉県 さいたま市南区 沼影3-5-15
公認店 ロータス小手指店 埼玉県 所沢市 小手指町1-26-10　太田ビル3F
公認店 越後屋酒店 埼玉県 八潮市 南後谷28番地21号
公認店 精文堂 埼玉県 川越市 脇田本町6-3
公認店 BOOKOFF PLUS ホームズタウン川越小仙波 埼玉県 川越市小仙波 689-1
公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 大宮ステラタウン 埼玉県 さいたま市北区宮原町 1-853-1
非公認店 BOOKOFF PLUS 大宮ラクーン 埼玉県 さいたま市大宮区宮町1-60
非公認店 BOOKOFF PLUS 東所沢 埼玉県 所沢市牛沼 330
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 鴻巣吹上 埼玉県 鴻巣市新宿2-193
非公認店 BOOKOFF 川口飯塚店 埼玉県 川口市飯塚 2-13-9
公認店 イエローサブマリン千葉ゲームSHOP 千葉県 千葉市中央区富士見2-3-1　塚本ビル3F
公認店 蔦屋書店　茂原店 千葉県 茂原市六ツ野八貫野2785-1　ライフガーデン茂原SC
公認店 カードショップHERO 千葉県 習志野市 大久保3-13-11-2F
公認店 ブックスエーツー　中山店 千葉県 船橋市 本中山4-3-5
公認店 カードキングダム千葉店 千葉県 千葉市 中央区中央3-4-10　呂久呂ビル2F
公認店 カードショップ　にけ 千葉県 市川市 香取2-12-13-1F
公認店 カードショップ竜星のPAO千葉中央店 千葉県 千葉市中央区 富士見2ｰ23ｰ8　山野井ビル2F
公認店 ドキドキ冒険島 君津店 千葉県 君津市 東坂田２－７－２
公認店 ブックエース成田赤坂店 千葉県 成田市 赤坂3-4-1
公認店 桃太郎王国　習志野店 千葉県 船橋市 習志野台5-21-3
公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR ビビット南船橋 千葉県 船橋市浜町 2-2-7
公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 東千葉祐光 千葉県 千葉市中央区祐光 3-2
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR イトーヨーカドー流山店 千葉県 流山市流山 9-800-2
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR ショップス市川店 千葉県 市川市鬼高 3-28-16
非公認店 BOOKOFF 松戸駅東口店 千葉県 松戸市松戸 1230-1
非公認店 BOOKOFF 成田イオンモール店 千葉県 成田市ウイング土屋 24
非公認店 ヤマダデンキ LABI津田沼 千葉県 習志野市谷津1-16-1
公認店 AKIHABARAゲーマーズ本店 東京都 千代田区外神田1-14-7 宝田ビル
公認店 BIG MAGIC 秋葉原店 東京都 千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館9F
公認店 CARDGYM石神井公園駅前店 東京都 練馬区石神井町3-21-6 中村ビル3F
公認店 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
公認店 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6F
公認店 イエローサブマリン立川店 東京都 立川市柴崎町3-7-17　N2ビル3F
公認店 おもちゃのふるや 東京都 福生市福生767-1　フルヤビル3F
公認店 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
公認店 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・4F
公認店 カードショップ シャカシャカ 東京都 千代田区外神田4-7-2 小林ビル5F
公認店 カードラボAKIHABARAゲーマーズB1店 東京都 千代田区外神田１丁目１４ - ７　AKIHABARAゲーマーズ本店B1F
公認店 トーナメントセンターバトロコ吉祥寺駅前 東京都 武蔵野市吉祥寺本町１丁目１０ - １　5F
公認店 フジヤ 東京都 板橋区常盤台2-27-9
公認店 ブックオフサミットストア砧店 東京都 世田谷区砧１丁目１ - ２
公認店 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
公認店 CARD＆HOBBY Spring 東京都 文京区 向丘1-9-23
公認店 eco book 千歳船橋店 東京都 世田谷区 船橋1-13-19
公認店 PAO堀之内店 東京都 八王子市 別所1-1-10
公認店 TCG shop193　秋葉原店 東京都 千代田区 外神田3-2-14　今井ビル2F
公認店 カードショップ スピリッツ 東京都 西東京市 下保谷4-15-23 T.Tエステート102
公認店 カードショップ竜星のPAO中野店 東京都 中野区 新井1-9-4　フィルパーク5・6F
公認店 カードショップ竜星のPAO立川店 東京都 立川市 曙町2-11-2 フロム中武5F
公認店 カードランド秋葉原店 東京都 千代田区 外神田1-6-1　外神田ビル3F
公認店 トレカの洞窟 CARD WORLD TOWER AKIBA 東京都 千代田区 外神田1-15-15
公認店 トレカパークAKIBAラジ館店 東京都 千代田区 外神田1-15-16　秋葉原ラジオ会館7F
公認店 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
公認店 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
公認店 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
公認店 遊ＶＩＣ中野店 東京都 中野区 中野5-66-4　中野ＳＨＫビル6Ｆ
公認店 竜星のPAO町田店 東京都 町田市 原町田6-6-14　町田ジョルナ地下2F
公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 八王子みなみ野 東京都 八王子市みなみ野 1-8-1
公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 立川駅北口 東京都 立川市曙町 2-7-170
非公認店 BOOKOFF PLUS ザ ビッグ昭島 東京都 昭島市宮沢町 500-1
非公認店 BOOKOFF PLUS 聖蹟桜ヶ丘オーパ 東京都 多摩市関戸 4-72
非公認店 BOOKOFF PLUS 西五反田 東京都 品川区西五反田 2-29-5
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 西友大森店 東京都 品川区南大井 6-27-25
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 多摩永山 東京都 多摩市永山 6-29
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 町田中央通り 東京都 町田市原町田 4-4-8
非公認店 BOOKOFF 新宿駅西口店 東京都 新宿区西新宿1-10-2
非公認店 BOOKOFF 調布駅南口店 東京都 調布市布田 4-20-2
非公認店 BOOKOFF 練馬高野台駅北口店 東京都 練馬区高野台 1-5-3
非公認店 ヤマダデンキ LABI 1 LIFE SELECT 池袋 東京都 豊島区東池袋1-5-7
非公認店 ヤマダデンキ LABI 1 LIFE SELECT品川大井町 東京都 品川区東大井5丁目20-1
非公認店 ヤマダデンキ LABI LIFE SELECT 自由が丘 東京都 目黒区緑が丘2-17-9
非公認店 ヤマダデンキ LABI LIFE SELECT立川 東京都 立川市曙町二丁目2番25号
非公認店 ヤマダデンキ LABI渋谷 東京都 渋谷区道玄坂二丁目29-20
非公認店 ヤマダデンキ LABI新宿西口館 東京都 新宿区西新宿一丁目18-8
公認店 CARDBOX青馬堂書店　矢向店 神奈川県 横浜市鶴見区矢向5-8-42
公認店 イエローサブマリン横浜店 神奈川県 横浜市西区南幸１丁目１１ - ２　浜西ビルディング 4F



公認店 トーナメントセンターバトロコ藤沢駅北口 神奈川県 藤沢市藤沢971 - 3　パール湘南3F
公認店 ティム中山店 神奈川県 横浜市 緑区台村町352番地 杉崎ビル2F
公認店 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3F
公認店 GAME MATE リンク 横須賀中央店 神奈川県 横須賀市 若松町1-5　横須賀プライム3F
公認店 GAMEMATEリンク トレカ館 金沢八景店 神奈川県 横浜市 金沢区泥亀1-27-1-3F
公認店 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プラパックⅡビル4Ｆ
公認店 パラダイスシティ 神奈川県 横浜市 旭区二俣川1-43-28　ドンキホーテ二俣川店5Ｆ
公認店 マルチメディアステーションゼロワン綱島 神奈川県 横浜市 港北区綱島西1-11-5　マルエスビル2F
公認店 ミントJAC小田原店 神奈川県 小田原市 栄町2-9-39　EPO３階
非公認店 BOOKOFF PLUS 古淵駅前 神奈川県 相模原市南区古淵 2-19-14
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 409号川崎港町 神奈川県 川崎市川崎区港町 12-1
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR ノースポート・モール店 神奈川県 横浜市都筑区中川中央 1-25-1
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 鎌倉大船 神奈川県 鎌倉市大船 6-1-1
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 綱島樽町 神奈川県 横浜市港北区樽町 3-12-25
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 川崎モアーズ 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町 7
非公認店 BOOKOFF アクロスプラザ東神奈川店 神奈川県 横浜市神奈川区西寺尾 1-16-15
非公認店 BOOKOFF 横浜ビブレ店 神奈川県 横浜市西区南幸 2-15-13
非公認店 BOOKOFF 相模大野店 神奈川県 相模原市南区相模大野 5-30-7
非公認店 ヤマダデンキ LABI LIFE SELECT 茅ヶ崎 神奈川県 茅ヶ崎市新栄町12-3
非公認店 ヤマダデンキ LABI上大岡 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1-18-5
非公認店 ヤマダデンキ LABI大船 神奈川県 横浜市栄区笠間二丁目2番1号　GRAND SHIP3F
公認店 Cards of Paradise桜木店 新潟県 新潟市中央区女池2-3-18　六角木１FB室
公認店 カードショップデュエルガルド　イオン長岡店 新潟県 長岡市古正寺1-249-1イオン長岡店3F
公認店 カードショップデュエルガルドDeKKY401店 新潟県 新潟市中央区上近江4-12-20　DeKKY401内1F
公認店 カードショップデュエルガルド中央町店 新潟県 新発田市中央町2-1-14
公認店 ゲーム館ビート 新潟県 五泉市吉沢1-5-26
公認店 COMG！小出店 新潟県 魚沼市 井口新田710
公認店 おもちゃのﾌｧﾐﾘｱ ﾊﾟﾙﾑ三条店 新潟県 三条市 神明町2-1　パルムビル2-1階
公認店 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
公認店 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102
公認店 ブックマーケット高岡店 富山県 高岡市野村1658-1
公認店 おもちゃのバンビ本郷店 富山県 富山市 本郷新16－8
公認店 ブックマーケット上飯野店 富山県 富山市 上飯野30-2
公認店 ファミコンランド小松 石川県 小松市園町ハ127番地1
公認店 ポニーファミィ店 石川県 輪島市宅田町7-37
公認店 文苑堂TSUTAYA金沢店 石川県 金沢市西念4-25-8
公認店 北国書林　辰口店 石川県 能美市 辰口町520-1
公認店 Super KaBoS武生店 福井県 越前市新町4-7-1
公認店 Super KaBoS 新二の宮店 福井県 福井市 二の宮5-18-8
公認店 Super KaBoS+GEO敦賀店 福井県 敦賀市 木崎13-28
公認店 柳正堂書店 オギノバリオ店 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
非公認店 BOOKOFF PLUS 田富昭和通り 山梨県 中央市山之神 3356-1
非公認店 BOOKOFF 富士吉田店 山梨県 富士吉田市新西原 5-1-8
公認店 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again5F
公認店 タッチ松本店 長野県 松本市巾上12-7
公認店 Magic Box 長野県 上田市 五加1356-2
公認店 TCGショップMAG 長野県 飯田市 鼎名古熊2104-7　ローズアネックス1　2F203号室
公認店 プラネッツ 長野県 諏訪市 諏訪1-2-3
公認店 笠原書店　岡谷本店 長野県 岡谷市 塚間町2-1-15
公認店 再楽リプラス 佐久本店 長野県 佐久市 猿久保896-1
公認店 再起堂書店 長野県 須坂市 須坂南横町1612
公認店 平安堂　若槻店 長野県 長野市 稲田1-14-21
公認店 平安堂　川中島店 長野県 長野市 川中島町御厨堂野946-3
公認店 平安堂あづみ野店 長野県 安曇野市 豊科南穂高1115
公認店 フェイズ 岐阜店 岐阜県 岐阜市吉野町5-14　深尾ビル
公認店 あさひや 岐阜県 美濃市 千畝町2826-2
公認店 こみかるはうす鵜沼店 岐阜県 各務原市 鵜沼西町3-309　イオンタウン各務原鵜沼店
公認店 おもちゃ人形のひだや 岐阜県 瑞浪市 土岐町26-1
公認店 カードショップ ヴェルデ 岐阜県 安八郡 神戸町川西45-1
公認店 こみかるはうす可児店 岐阜県 可児市 下恵土5750　ヨシヅヤ可児店３Ｆ
公認店 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4-110
公認店 花火屋 岐阜県 岐阜市 万代町１－１
公認店 こども楽園 岐阜県 多治見市 本町4-60
公認店 サンエイト沼津 静岡県 沼津市五月町4-20
公認店 ふるいちイオンモール浜松市野店 静岡県 浜松市東区天王町諏訪1981-3　イオンモール浜松市野店2F
公認店 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
公認店 マスターズギルドなゆた 静岡県 浜松市浜北区貴布祢3000番　なゆた浜北110区画
公認店 メディアポリス御殿場店 静岡県 御殿場市東田中2-2-1
公認店 ファミーズ　ブックワン 静岡県 富士宮市 宮北町67-1
公認店 Bamboo Paddy 静岡県 焼津市 小川2789-2F
公認店 アサヒ堂　東田中店　JOY3 静岡県 御殿場市 東田中2‐2-10 1F
公認店 ゲーム＆トレカコミュニケーションスペースふぃ～るど 静岡県 磐田市 見付416-12
公認店 ゲームショップ　コロッサス 静岡県 袋井市 永楽町181 土屋ビル2F西側
公認店 トレカ＆玩具SHOP エクシリア 静岡県 静岡市葵区 瀬名中央3-5-35
公認店 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　メガドンキホーテ1Ｆ
公認店 ミシマトイス 静岡県 三島市 本町3-35
公認店 新清水鑑定団 静岡県 静岡市 清水区永楽町7-8
公認店 BOOKOFF 浜北店 静岡県 浜松市浜北区本沢合 805
公認店 アドバンテージ大須2号店 愛知県 名古屋市中区大須3-12-43 安田ビル5F
公認店 カード・ブランチ金山店 愛知県 名古屋市中区平和1-23-17　廣栄ビル1F
公認店 カードキングダム名古屋野並店 愛知県 名古屋市天白区野並3-197　スライプ野並1F
公認店 カードラボ豊橋店 愛知県 豊橋市広小路1-18　ウェルプラザユメックス3F
公認店 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9F
公認店 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
公認店 こみかるはうす藤が丘店 愛知県 名古屋市名東区藤が丘138－１タイケンビル１F
公認店 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
公認店 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 名古屋市中村区太閤4-1-18 フタバビル1F
公認店 トレカステーション豊橋店 愛知県 豊橋市広小路1-43　大木屋ビルB1F
公認店 トレカチャンピオン大須店 愛知県 名古屋市中区大須3-11-27



公認店 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
公認店 プレイズ　イオンタウン刈谷店 愛知県 刈谷市東境町京和1番地
公認店 (有)ピュア　アニメリア 愛知県 名古屋市 北区成願寺1-1-6
公認店 softstationチャンプ 愛知県 名古屋市 西区新道2-6-9
公認店 TVゲーム＆ホビーセンキ 愛知県 一宮市 本町3-3-21
公認店 (有）ピッコロ本店 愛知県 豊川市 開運通1-27
公認店 お宝創庫　豊田店 愛知県 豊田市 下市場町4-17-1
公認店 カードコレクション 愛知県 春日井市 上条町2-39-1　第6栄林ビル1-A
公認店 こみかるはうす ベルコート店 愛知県 尾張旭市 狩宿町4‐73-74
公認店 こみかるはうす江南店 愛知県 江南市 上奈良町栄61-3　平和堂江南店2Ｆ
公認店 こみかるはうす大口店 愛知県 大口町 丹羽郡大口町上小口1-754　バロ大口ショッピングセンター1階
公認店 こみかるはうす池下店 愛知県 名古屋市千種区 覚王山通8-70-1　サンクレア池下 東棟1F
公認店 すまいるキング安城店 愛知県 安城市 住吉町5-13-40　2Fゲーム売り場
公認店 すまいるキング岡崎店 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
公認店 すまいるキング刈谷店 愛知県 刈谷市 若松町2-101　みなくる刈谷2F
公認店 パピー弥富店 愛知県 弥富市 鯏浦町南前新田7-1
公認店 ファミコンプラザ里町店 愛知県 安城市 里町東山ノ田138
公認店 後藤商店 愛知県 津島市 橋詰町1-35
公認店 カードゲームショップ プレイズ西尾シャオ店 愛知県 西尾市 下町神明下57番地
公認店 トレカチャンピオン江南店 愛知県 江南市 江森町中210　江洋ビル1F 103
公認店 ビデオ イン アメリカ　一宮本店 愛知県 一宮市 妙興寺1-2-8
公認店 フルコンプ名古屋大須店 愛知県 名古屋市中区 大須3-11-29　 ハユネ山田1F
公認店 プレイズ安城店 愛知県 安城市 新田町小山西60-1
公認店 プレイズ半田店 愛知県 半田市 山代町1-106-7　三栄ビル1F
公認店 プレイズ堀田店 愛知県 名古屋市瑞穂区 新開町5-16
公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 248号西友岡崎 愛知県 岡崎市戸崎町越舞 2-1
非公認店 BOOKOFF PLUS 熱田国道1号 愛知県 名古屋市熱田区神宮 4-8-50
非公認店 BOOKOFF PLUS 名古屋新中島フランテ 愛知県 名古屋市中川区中島新町2-202
非公認店 BOOKOFF PLUS 名古屋平針 愛知県 名古屋市天白区平針 2-1515
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR カインズモール名古屋みなと 愛知県 名古屋市港区一州町 1-3
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 西友鳴海店 愛知県 名古屋市緑区黒沢台 4-801
非公認店 ヤマダデンキ LABI名古屋 愛知県 名古屋市中村区名駅一丁目2-5
公認店 光のハコ舟 三重県 鈴鹿市末広東1-30　DIAMOND-1A
公認店 零式書店　鈴鹿店 三重県 鈴鹿市白子3-17-1
公認店 おもちゃのドリームハウス 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
公認店 おもちゃのナカヤ 三重県 亀山市 東町2-1-11
公認店 カードショップ札屋 三重県 四日市市 九の城町1-10　メゾンスイリュウ1F
公認店 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
公認店 カードボックス津店 三重県 津市 一身田上津部田口の坪115-1
公認店 サムライパンチ津西店 三重県 津市 神納48-3
公認店 サムライパンチ鈴鹿店 三重県 鈴鹿市 算所5-2-9
公認店 トレカライフ 三重県 鈴鹿市 庄野共進3-5-53
公認店 ネクスト･ワン名張本店 三重県 名張市 夏見3303
公認店 フェイズ四日市店 三重県 四日市市 富田2丁目13-2
公認店 王の洞窟Jr.近鉄四日市駅前店 三重県 四日市市 安島1-2-19 ウエストエンドビルディング3Ｆ
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 1号四日市日永 三重県 四日市市日永3-1-4
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 258号イオン桑名 三重県 桑名市新西方 1-35
公認店 CREATIVE STYLE 滋賀県 近江八幡市鷹飼町179　AQUA21内1F
公認店 かまくらや 滋賀県 草津市 東矢倉2-1-1　磯村荘3号
公認店 ゲームプラザ元気３０２ 滋賀県 大津市 今堅田2丁目40-25
公認店 ホビーショップ･サムサム(山本書店) 滋賀県 甲賀市 水口町本丸2-60
公認店 大垣書店フォレオ大津一里山店 滋賀県 大津市 一里山7丁目1-1フォレオ大津一里山1Ｆ
公認店 トレカタウン西院店 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
公認店 株式会社エディオン京都四条河原町店6F　トレカ・キャピタル 京都府 京都市下京区四条通河原町東入真町 - ６８
公認店 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
公認店 ビデオ イン アメリカ　大徳寺店 京都府 京都市北区 紫野上築山町41
公認店 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
公認店 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3Ｆ
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 1号京都伏見店 京都府 京都市伏見区横大路芝生 1
公認店 カードキングダム布施店 大阪府 東大阪市足代1-17-7
公認店 カードラボ　オタロード本店 大阪府 大阪市浪速区日本橋4-16-1
公認店 カードラボ大阪日本橋店 大阪府 大阪市浪速区日本橋西1-1-3　ユニットコム本社ビル5F
公認店 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
公認店 トレカチャンス日本橋店 大阪府 大阪市浪速区日本橋3-6-20 西政ビル2F
公認店 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1,2F
公認店 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
公認店 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
公認店 TOY COMP茨木店 大阪府 茨木市 双葉町6-1　2Ｆ
公認店 あっぷる　今福店 大阪府 大阪市 城東区今福東1-11-27
公認店 カードショップ　コロコロ 大阪府 八尾市 南太子堂2-2-6-1A
公認店 カードショップガンヘッド 大阪府 大阪市 平野区平野本町2-13-10
公認店 カードフェスティバル 大阪府 守口市 京阪本通2-1-5　守口PKIビル3F
公認店 カードボックス江坂店 大阪府 吹田市 豊津町14-10　丸萬ビル303号
公認店 カードボックス高槻店 大阪府 高槻市 北園町19-12　切目ビル4F
公認店 カードマックス羽曳野店 大阪府 羽曳野市 尺度17-2　ゲオ羽曳野店内
公認店 カード王 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
公認店 スキップ 大阪府 大阪市住之江区 粉浜西1-4-3　エバーグリーン住吉2F
公認店 すみの玩具 大阪府 池田市 栄町3-11
公認店 ディスカウント BAN BAN 大阪府 高槻市 西真上1丁目31-2-1Ｆ
公認店 デューク書店 大阪府 箕面市 半町4-2-33
公認店 トイコンプ岸和田店 大阪府 岸和田市 春木若松町21‐1　ラパーク岸和田2F
公認店 トイコンプ住道店 大阪府 大東市 住道2-3-1
公認店 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
公認店 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5-3-55　カーサ東三国103
公認店 トレカショップ竜のしっぽ大阪梅田店 大阪府 大阪市北区 芝田2-3-23　メイプルビル芝田2F
公認店 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
公認店 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1-7-8
公認店 フルコンプ大阪日本橋店 大阪府 大阪市 浪速区日本橋3-8-18　平田ビル4階A
公認店 プレイズ大阪日本橋本店 大阪府 大阪市浪速区 日本橋3-7-6　1F・2F



公認店 岡部玩具店 大阪府 豊中市 服部豊町1-1-4
公認店 竜星の嵐　十三店 大阪府 大阪市淀川区 十三本町1-5-11　アクシア十三本町3F
公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 307号枚方池之宮 大阪府 枚方市池之宮 1-2-50
非公認店 BOOKOFF PLUS なんば戎橋 大阪府 大阪市中央区難波1-5-16
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 25号八尾永畑店 大阪府 八尾市永畑町 2-2-18
非公認店 ヤマダデンキ LABI 1 LIFE SELECTなんば 大阪府 大阪市浪速区難波中二丁目11番35号
非公認店 ヤマダデンキ LABI LIFE SELECT千里 大阪府 豊中市新千里東町1丁目2-20
公認店 カードラボ姫路店 兵庫県 姫路市東駅前町54番　ハリマセンタービル3F
公認店 ドラゴンスター神戸三宮店 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-8-1　さんプラザ3F502C号室
公認店 ハリケーン川西店 兵庫県 川西市小戸1丁目3-12-201司ビル
公認店 サンクス　バラ公園店 兵庫県 伊丹市 荒牧7-11-7
公認店 トレカスポットなごみ 兵庫県 明石市 大明石町1-13-35
公認店 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
公認店 ファミザウルス伊丹店 兵庫県 伊丹市 伊丹3-1-48-101号
公認店 プレイズ三宮店 兵庫県 神戸市 中央区三宮町2-11-1-315　センタープラザ西館
公認店 カードボックス姫路店 兵庫県 姫路市 広畑区夢前町1-1-1
非公認店 ヤマダデンキ LABI三宮 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-5-8
非公認店 ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT 神戸本店 兵庫県 神戸市中央区脇浜海岸通2-3-1
公認店 ラックス奈良柏木店 奈良県 奈良市柏木町456-1 パワーシティ2F
公認店 カードボックス奈良本店 奈良県 奈良市 富雄北1-1-5
非公認店 BOOKOFF 奈良法華寺店 奈良県 奈良市法華寺町 226
公認店 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(A・B号室)
公認店 マナソース和歌山駅前店 和歌山県 和歌山市 太田1-14-11　オオトヨビル6F
公認店 ＧＥＮＫＩぶらくり丁 和歌山県 和歌山市 雑賀町59
公認店 カードショップNOAH 和歌山県 和歌山市 本町2-40 聖ーソレイユビルB1F
公認店 わんぱく新庄店 和歌山県 田辺市 新庄町1977-4
公認店 BOOKOFF PLUS 和歌山国体道路 和歌山県 和歌山市小雑賀 725
非公認店 BOOKOFF 和歌山次郎丸店 和歌山県 和歌山市次郎丸 90
公認店 CARD SHOP えうれか 鳥取県 倉吉市 下田中町833　北側
公認店 TCGS愛ぼう 鳥取県 境港市 元町1803-2
公認店 カードキングダム鳥取駅前店 鳥取県 鳥取市 栄町714　中川ビル2F
公認店 トレカショップ ポルカ 鳥取県 米子市 米原5-3-20　相野ビル1F
公認店 今井書店　倉吉パープルタウン店 鳥取県 倉吉市 山根557-1　パープルタウン2F
公認店 アリオン塩冶店 島根県 出雲市 上塩冶町2647　アリオン塩冶店2Ｆ
公認店 エアペイジス トレカタウン三刀屋店 島根県 雲南市 三刀屋町三刀屋45-2
公認店 カードボックス　アリオン浜乃木店 島根県 松江市 浜乃木6-1-31
公認店 今井書店 出雲店TSUTAYA 島根県 出雲市 高岡町1237-1
公認店 カードゲームショップ オレタン 岡山本店 岡山県 岡山市北区大元上町12-23
公認店 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
公認店 メディオ！沖新 岡山県 倉敷市東富井803-1
公認店 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ゆめらんど2内
公認店 カードゲームショップギルド 岡山県 倉敷市 中庄649-5　1F
公認店 カードボックス藤田店 岡山県 岡山市 南区藤田560-209　宮脇書店Ｐモール藤田店内
公認店 カードマイスター 岡山県 玉野市 築港1-5-13
公認店 木乃美書房 岡山県 岡山市 南区万倍15-15
公認店 カードボックス岡山駅前店 岡山県 岡山市 北区駅前町1-8-18　イコットニコットB1F
公認店 カードボックス玉島店 岡山県 倉敷市 新倉敷駅前4-28
公認店 スーパーフリークス岡山店 岡山県 岡山市北区 上中野2-12-14
公認店 BOOKOFF 250号東岡山店 岡山県 岡山市中区神下 136-2
公認店 カードボックス福山店 広島県 福山市南本庄1-10-23
公認店 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
公認店 チャレンジャー 広島県 福山市宝町3-19　下江ビル1F
公認店 プラネット　西条中央店 広島県 東広島市西条中央4-1-1
公認店 レプトン出汐店 広島県 広島市南区出汐1-15-8
公認店 HOBBYSHOP ACP 広島県 東広島市 西条町御薗宇6456-2
公認店 お宝バンク 広島県 福山市 神辺町新湯野2-30-4　アクト神辺内
公認店 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
公認店 マイナス・ゼロ 広島県 広島市 東区二葉の里2-8-3
公認店 レプトン カード館　五日市店 広島県 広島市 佐伯区五日市中央1-3-36
公認店 ㈱フタバ図書アルティアルパーク北棟店 広島県 広島市 西区草津南4-7-1　アルパーク北棟2Fゲームソフトコーナー
公認店 有限会社　はとや 広島県 広島市 中区大手町5-8-30
公認店 廣文館みどり書店宮浦店 広島県 三原市 宮浦6-7-22
公認店 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
公認店 フタバ図書TSUTAYA GIGA呉駅レクレ店 広島県 呉市 宝町2-50　レクレビル1F
公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 54号広島八木 広島県 広島市安佐南区八木 2-16-5
公認店 BOOKOFF 広島段原店 広島県 広島市南区段原南 1-3-52
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR 広島大手町 広島県 広島市中区大手町 2-7-6
非公認店 ヤマダデンキ LABI広島 広島県 広島市中区胡町5-22
公認店 イノセント下関店 山口県 下関市 上条町1-1 上条改良ビル１F
公認店 おもちゃのあおき ゆめシティ店 山口県 下関市 伊倉新町3-1-1　ゆめシティ3F
公認店 カードボックス周南店 山口県 周南市 久米3219
公認店 ホビーショップ シャララト 山口県 宇部市 西宇部南2-14-23　亀屋ビル2Fテナント
公認店 遊戯喫茶コレボ(ゲームカフェコレボ) 山口県 周南市 横浜町14-5
公認店 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
公認店 幸太郎本舗TSUTAYA宇部店 山口県 宇部市 島3-3-8
公認店 カードキングダム徳島店 徳島県 徳島市住吉6-1-10-1
公認店 カードショップ宴 徳島県 徳島市八万町大坪91-1
公認店 MOON SPACE 徳島県 鳴門市 撫養町南浜東浜31‐3シティハイム鳴門パートⅡ101
公認店 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
公認店 ビデオ100徳島藍住店 徳島県 板野郡藍住町 東中富朏傍示51-5
公認店 ホビーショップネオ国府店 徳島県 徳島市 国府町和田字居内150
非公認店 BOOKOFF 徳島住吉店 徳島県 徳島市住吉 5-45-2
非公認店 ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT 徳島本店 徳島県 徳島市中吉野町四丁目1-1
公認店 スミレヤ 香川県 丸亀市通町24
公認店 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
公認店 TSUTAYA松山平井店 愛媛県 松山市平井町２２７３?１
公認店 トレカイダー松山中央店 愛媛県 松山市湊町4丁目8番2
公認店 トレカショップ　ファンクス 愛媛県 新居浜市繁本町5-31　第三越智ビル1F
公認店 CARD BOX 大洲店 愛媛県 大洲市 東大洲406番地-101号



公認店 セイワ書店 愛媛県 西条市 三津屋南9-37
公認店 トレカイダー東予店 愛媛県 西条市 三津屋南7-3
公認店 TSUTAYA野市店 高知県 香南市野市町西野2094-1
公認店 フリークスプラス 高知県 高知市朝倉甲507-7　ハイツ竹田1F
公認店 カードショップ フリークス本店 高知県 高知市 北本町1-5-15　第二文教ビル1F
公認店 Ｇ-ＰＲＯＪＥＣＴ古賀店 福岡県 古賀市天神1丁目2-7　クオリティ21　2F
公認店 G-PROJECT本店 福岡県 北九州市八幡西区藤田4-2-18　横尾ビル3F
公認店 TSUTAYAコスタ行橋店 福岡県 行橋市西泉6-1-1
公認店 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2-7-14 天神シティビル３F
公認店 カードキングダム福岡藤崎店 福岡県 福岡市早良区高取2-2-14　藤崎駅前ビル１Ｆ
公認店 カードラボ小倉店 福岡県 北九州市小倉北区浅野2-14-15　あるあるＣｉｔｙ3Ｆ
公認店 カードラボ福岡天神店 福岡県 福岡市中央区天神1-9-1　ベスト電器福岡本店8F
公認店 トレカショップTSURUYA 福岡県 久留米市東町33-9　鷲崎ビル3F南号室
公認店 竜星の嵐　小倉駅前店 福岡県 北九州市小倉北区京町3-1-1　セントシティ　11階
公認店 カードキングダム博多住吉店 福岡県 福岡市 博多区住吉1-4-21　STビル1F
公認店 カードショップ トレカ王 福岡県 福岡市 東区八田2-18-15　ふぁみーゆフジノ1号
公認店 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
公認店 ゲームショップ ヴィータ 福岡県 久留米市 諏訪野町2722
公認店 ドラグーン博多 福岡県 福岡市博多区 博多駅前1-3-22　かき善ビル4F
公認店 ハッピートーイ 福岡県 朝倉市 大字堤1088-4
公認店 ファミコンハウス柏の森店 福岡県 飯塚市 柏の森162-3
公認店 ブックスあんとく三潴店 福岡県 久留米市 三潴町早津崎892
公認店 ポータル 福岡県 久留米市 寺町1-10 　大久保ビル1階
公認店 オレタン福岡天神店 福岡県 福岡市中央区 天神3-2-22　河村天神荘ビル3F
非公認店 BOOKOFF PLUS 福岡長住店 福岡県 福岡市南区寺塚 1-29-7
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR ノース天神 福岡県 福岡市中央区天神 4-3-20
非公認店 BOOKOFF 大野城御笠川店 福岡県 大野城市御笠川 4-13-26
非公認店 BOOKOFF 福岡博多口店 福岡県 福岡市博多区博多駅前 3-2-8
公認店 カードショップ ラノワール 佐賀県 佐賀市 高木瀬東3-20-20
公認店 BRAVE HEARTS(ﾌﾞﾚｲﾌﾞﾊｰﾂ) 佐賀県 佐賀市 田代1-1-5　カルム佐賀テナントE号室
公認店 アイドル佐世保早岐店 長崎県 佐世保市 広田3-19-17
公認店 おもちゃのあおき夢彩都店 長崎県 長崎市 元船町10-1　夢彩都2F
公認店 カードショップ ヤシロ 長崎県 諫早市 多良見町化屋754-1
公認店 ホビーショップワールドキング長崎 長崎県 佐世保市 指方町1864-2F
公認店 遊ing城山店 長崎県 長崎市 城山町5-23
非公認店 BOOKOFF SUPER BAZAAR アクロスプラザ佐世保店 長崎県 佐世保市藤原町 20-7アクロスプラザ佐世保（2F）
公認店 BOOKSあんとく 荒尾店 熊本県 荒尾市荒尾４１６０ - ２
公認店 金龍堂八代ファースト文庫 熊本県 八代市 大手町2-4-25
公認店 トレカ王国 熊本県 熊本市東区 東町3-3-3　2F
公認店 ホビーショップ　アグリ 熊本県 熊本市 中央区新町4-7-2
公認店 遊ING熊本上通り店 熊本県 熊本市中央区 上通町6-15　t-Fourビル4･5F
非公認店 ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT 熊本春日店 熊本県 熊本市西区春日七丁目25-30
公認店 カードプレイス大分店 大分県 大分市府内町2-5-40　盛文堂ビル4F
公認店 レアル・トマト別府店 大分県 別府市餅ヶ浜町9-43
公認店 ホビーショップキムラ 大分県 佐伯市 船頭町2ｰ43
公認店 カードプレイス鶴崎店 大分県 大分市 南鶴崎3-1-6
公認店 BOOK☆LIFE日向店 宮崎県 日向市 亀崎1-25
公認店 見聞読タナカ国富店 宮崎県 国富町 東諸県郡国富町大字本庄1964
公認店 田中書店イオンモール都城駅前店 宮崎県 都城市 栄町4672-5
公認店 カードショップ＠ほ～む。宮崎店 宮崎県 宮崎市 柳丸町153-1 パティオ柳丸C棟2-2
公認店 カードショップ彩々 国分店 鹿児島県 霧島市国分向花町10-2　末元ビル1階
公認店 カードショップ彩々　鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市下荒田2-7-14　久木留ビル2F
公認店 ホビーショップぼっけもん 鹿児島県 出水市平和町２３１　(有)出水ペットショップ内
公認店 BOOK☆LIFE鹿屋店 鹿児島県 鹿屋市 寿5-26-3
公認店 カードショップ＠ほ～む。鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市 伊敷2-15-15　伊敷ハイツ2-Ｂ
公認店 BOOK OFF 那覇小禄店 沖縄県 那覇市赤嶺2-1-7
公認店 さつき書店 沖縄県 島尻郡与那原町与那原3081
公認店 カードキングダム那覇店 沖縄県 那覇市 古島2-29-5　まるみつ末吉ビル2-A
公認店 トイパラダイスBANBAN21 具志川店 沖縄県 うるま市 田場1772-1


