公認店限定！コミックブースター発売記念 ブックマーカープレゼントキャンペーン実施店舗一覧
※キャンペーンは予定数量に達し次第終了いたします。詳しくは、店舗様に直接お問い合わせください。
店舗名
カードショップ宝島 神居店
トレカランド
カードショップ宝島 末広店
カードショップ さんれっど
おもちゃのおおいえ
カードショップ サード
みつい商店
Ｃ&Ｇアルテ手稲店
おもちゃの平野
北海道ホビーズ2号店
イエローサブマリン 札幌店
スポーツカード・ミント 札幌店
アメニティードリーム札幌店
カードラボ札幌店
ミチオＴＯＹＳ二号店
TSUTAYA 新琴似店
かーどげーむ夢翔屋
ホビーショップ かたつむり
橋田商店
カードショップ宝島千歳店
帯広TSUTAYA WOW店
パブリック北海道
Wonder GOO 苫小牧店
函館 蔦屋書店
ベストフレンド
BOOK・NET・ONE 北見店
TSUTAYA北見店
モリヤ玩具店
模型倶楽部
G-get カルチャー城東店
成田書店
レッドハウス2ND
ジョイム緑町店
(有)大七書店
(有)工藤模型
トレカ・オモチャのどーらく
おもしろ市場
アメリカンパラダイス 浪館店
トミー下長店
レッドハウス
(有)サンホビーアンクル
ブックセンター湘南水沢店
ブックあっとマーケット花巻店
松坂屋とれぱに店
駄菓子のたまや
キッズウォーカー宮古店
ファミコンショップジョニーアルコ店
ジョニー マスト店
ホビースクエアにしなみたけ店
トレカショップ ジョニー
ブックスにのへ
白牡丹(はくぼたん) 江釣子店
アメリカンパラダイス 北上店
有限会社 タンヨ
GEO塩釜杉の入店
カードショップエスト岩沼店
サニーランドフォルテ店
シーガル大河原店
アメニティードリーム仙台店
八文字屋書店 ヒルサイド店
カードラボ仙台店
ホビーステーション仙台駅前店
シーガル泉バイパス店
カードキングダム仙台泉店
ソフトランド
お宝あっとマーケット mini イオン古川店
おもしろ市場鹿島台店
スーパーエコ市場 仙台南本店
シーガル名取店
カードショップドラッグマスター
株式会社トレジャードリーム ゲオ秋田旭南店
R-SHOP
カードショップデッキビルダー秋田保戸野店
カードショップ アビス
おもしろいもの！遊ず堂
カード大魔王inおもしろ市場 鷹ノ巣店
シーガル十日町店
宝島 酒田店
郷野目ストア桧町店ソフト館
ゲームスペース鶴岡
TENDO 八文字屋
米沢TCG 遊
Wonder GOO 小名浜店
カメレオンクラブいわき植田店
カメレオンクラブ保原店
西沢書店 門田店
トイスかんの
Orb less Orb 安積永盛店
BOOK OFF 郡山新さくら通り店
カメレオンクラブ須賀川店
Shop Rainbox
SASYU鎌田店
メイプル
カード・ＴＶゲームショップりらい
WonderGOO 千代田店
ズンドコ商店 つくば
Wonder GOO 大穂店
ズンドコ商店 ひたちなか
Wonder GOO 東店
ブックセンター江戸屋
ブックオフ高萩店
リトルジャム取手店
WonderGOO守谷店

住所
北海道旭川市神居2条11丁目4番9号
北海道旭川市豊岡４条5-7-16
北海道旭川市末広東1条7丁目1-2
北海道旭川市緑町21丁目2741-13 ノースビーM21-102
北海道岩内郡岩内町字高台12-18
北海道砂川市東一条北2-1-1-27 中央市場内
北海道札幌市厚別区厚別中央一条3-4-30パールハイム1F
北海道札幌市手稲区前田七条10丁目9-21
北海道札幌市西区山の手三条一丁目3-2
北海道札幌市西区発寒五条3-12-3 石川ビル1-Ｂ
北海道札幌市中央区南3条西4丁目12 アルシュビル6F
北海道札幌市中央区南3条西5-1-1 ノルベサ3F
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
北海道札幌市中央区南二条西1-5 丸大ビル4Ｆ
北海道札幌市東区北26条東7-3-28
北海道札幌市北区新琴似4条17丁目1－20
北海道札幌市北区北三十二条西3丁目1-15 佐々木ビル1F
北海道室蘭市高砂町一丁目42－5
北海道上川郡当麻町四条南３丁目6-26
北海道千歳市花園5-6-7
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
北海道滝川市本町1-1-4
北海道苫小牧市若草町1-7-14
北海道函館市石川町85-1
北海道函館市本通4-15-6 グリーンハイツ1F右
北海道北見市春光町1-49-4
北海道北見市西富町1-12-13
北海道留萌市錦町1丁目4-5
青森県五所川原市字一ツ谷511-38
青森県弘前市城東北1-9-12
青森県弘前市土手町24-1
青森県三沢市桜町3-8-18
青森県三沢市緑町3-8-14
青森県十和田市稲生町23-2
青森県青森市橋本3-4-1
青森県青森市緑3-11-11 鈴大ビル2F-D号
青森県青森市浪岡大字浪岡字松嶋15 イオンモール内
青森県青森市浪館前田4丁目10-36
青森県八戸市下長3丁目4－17
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
岩手県遠野市松崎町白岩15-13-11
岩手県奥州市水沢区佐倉河字東沖ノ目123 コープアテルイ2F
岩手県花巻市西大通り1-6-18
岩手県釜石市大渡町2-6-1
岩手県岩手郡雫石町長山猿子11-30 グリーンガレージ2F
岩手県宮古市長町1-8-32
岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第7地割425-3
岩手県上閉伊郡大槌町小鎚27-3-4 シーサイドタウンマスト２階
岩手県盛岡市みたけ3-18-29
岩手県盛岡市青山3-3-50
岩手県二戸市米沢荒谷25
岩手県北上市北鬼柳19-68
岩手県北上市北鬼柳32地割44
宮城県塩釜市本町6-9
宮城県塩竈市杉の入3-3-1 みやぎ生協塩釜杉の入店2F
宮城県岩沼市梶橋2-30 みやぎ生協セラビ岩沼内
宮城県柴田郡大河原町字小島2-1 フォルテ1F
宮城県柴田郡大河原町字新東21-18
宮城県仙台市青葉区一番町3-1-17 レゼル百反ビル3F
宮城県仙台市青葉区錦ケ丘1-3-1
宮城県仙台市青葉区中央3-8-5 新仙台駅前ビル2Ｆ
宮城県仙台市青葉区中央3丁目8番3号ピースビル3Ｆ
宮城県仙台市泉区市名坂御釜田142-2
宮城県仙台市泉区市名坂字原田186
宮城県仙台市太白区西多賀1丁目-19-8
宮城県大崎市古川旭2-2-1 イオン古川店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
宮城県名取市上余田千刈田231-1
宮城県名取市増田5-16-49
秋田県潟上市天王字上江川47-1203
秋田県秋田市旭南3-1-32
秋田県秋田市広面土手下113-1F
秋田県秋田市泉南3-22-1 サイエービル1F-3号室
秋田県大館市常盤木町12-24
秋田県湯沢市字両神30-1
秋田県北秋田市栄中綱31-1
山形県山形市十日町2丁目1-11
山形県酒田市下安町15-1
山形県新庄市桧町9-6
山形県鶴岡市末広町6-17 えきまえビル102
山形県天童市鎌田2-4-16 鍬ノ町23街区-7
山形県米沢市大町5-1-29 AOI BLDG1F
福島県いわき市小名浜大原東田70-1
福島県いわき市東田町 1-28-2
福島県伊達市保原町字泉町95-1
福島県会津若松市天神町22-27
福島県郡山市駅前2-7-17
福島県郡山市田村町徳定32 コーポエメラルド107号
福島県郡山市鳴神1-4
福島県須賀川市岡東町9-10
福島県相馬市塚ノ町1-2-1 蛯原店舗2F
福島県福島市鎌田字下釜5-1
福島県福島市御山字中屋敷13-14 メイプル1F
福島県福島市太田町14-42 尾形ビル1Ｆ
茨城県かすみがうら市下稲吉2633-19
茨城県つくば市竹園1-9-2 デイズタウンつくばB1F
茨城県つくば市筑穂1-9-2
茨城県ひたちなか市田中後40-2
茨城県稲敷市西代2868-1
茨城県結城郡八千代町菅谷283-3
茨城県高萩市高戸357-2
茨城県取手市東4-5-1
茨城県守谷市松ケ丘6-6-4

TEL
0166-56-4578
0166-38-6789
0166-56-1222

0166-73-8363
0135-62-0568
0125-52-7733
011-895-5915
011-577-7436
011-631-6971
011-788-9670
011-213-6003
011-241-6636
011-596-9059
011-596-0520

011-722-5222
011-768-1234
011-758-6605
0143-47-1177
0166-84-3155
0123-31-1096
0155-27-8788
0125-74-5311
0144-31-7500
0138-47-3677
0138-53-5352
0157-69-8600
0157-23-3344
0164-42-0976
0173-35-6551
0172-28-5080
0172-34-8836

0176-58-7808
0176-50-1321
0176-23-5371
017-773-5160
017-723-0506
050-1466-9604
017-766-7423
0178-28-3292
0178-24-6346

0198-62-0399
0197-51-1021
0198-22-1213
0193-22-2415
019-656-9025
0193-77-3155
019-697-0742
0193-42-7688
019-641-2580
019-656-0733
0195-23-0031
0197-61-5014
0197-63-7898
022-362-4527

022-355-2786
0223-24-6081
0224-51-1390
0224-53-0660
022-796-6687

022-797-9325
022-748-6606
022-263-4670
022-218-3356
022-372-8687

022-743-1455
0229-29-9355
0229-25-9313
022-397-6661
022-384-6410
018-878-2604

018-888-1355
018-836-0906
018-893-3073

0186-57-8146
0183-78-0456
0186-84-8747
023-633-9460
0234-24-9117

0233-28-0010
0235-33-8872
023-658-8811
0238-33-9252
0246-92-0430
0246-62-4535

024-576-3429
0242-85-7555
024-923-3434
024-953-7314
024-962-4125
0248-76-2725
0244-35-0688
024-553-7444
024-533-5085
024-535-1660

029-834-7110
029-879-7441
029-879-0411
029-263-7615
0299-80-5620
0296-48-2700
0293-20-5026
0297-77-7877
0297-21-1081

フタバ図書 ＴＥＲＡ守谷店
Wonder GOO 波崎店
Card Shop G-3
カードラボ水戸店
カードショップEX2
再楽Reプラス筑西本店
縁トレカトレイン土浦真鍋店
わくわくらんど土浦店
お宝鑑定館 水戸店
WonderGOO 日立中央店
カンテラ龍ヶ崎店
You-Ki カード館
カードラボ宇都宮店
イエローサブマリン 宇都宮店
一刻館 宇都宮店
TSUTAYA江曽島店
KOGUMA Hobby 宇都宮店
ハーマン高根沢鑑定団
時遊館ナカザト
Wonder GOO 下野店
トイ＆ホビーイリエ
きんこん館
（有）サカモト玩具（おもちゃのさかもと）
おもちゃのマンネンや
ねばらん☆
ネギシモケイ
ワンナップ伊勢崎モール店
カードキングダム伊勢崎店
おもちゃのアオキ
＠コミかる MEGAドンキ桐生店
カードラボ高崎店
トレジャーキャッツ高崎
コミかる堂 高崎貝沢店
BOOKs ながしま
コミかる 渋川店
おもちゃのキジマ
コミかる堂 前橋店
ヤマダ アウトレット館 前橋店
コミかる太田店
再楽Re+太田本店
CARD Forest
カードショップ・バトラー
ホビーステーション大宮店
カードショップオーガ 大宮店
アメニティードリーム大宮店
フタバ図書GIGA武蔵浦和本店 ゲーム部門
ｲｴﾛｰｻﾌﾞﾏﾘﾝ ﾌﾟﾚｲｿﾌﾄ宮原店
カードショップ デュエルラック 土呂店
ふじみ野書店
ファイヤーボール レイクタウン店（越谷店）
もっくん
ホビーステーション南越谷店
竹島書店 蒲生店
トレカ＆ゲーム ＺＥＳＴ（ゼスト）
トイショップ やざわ
カサモ関口商店
TCGショップ ディスク
カードショップ ひかり
トレーディングカードショップ ワールド熊谷石原店
万代書店 熊谷店
古本市場 戸田店
FIVE CARD 坂戸店
宝珠堂 南桜井駅前店
一刻館 春日部店
トレジャー×トレジャー カスカベの店
古本市場 春日部緑町店
ゼスト所沢店
ロータス小手指店
ホビーステーション所沢店
古本市場 上尾店
一刻館 上尾店
トレカショップ カードナイト
イエローサブマリン 川越カードショップ
ホビーステーション川越店
精文堂書店
縁トレカトレイン
カオス スピリット
カードキングダム川口駅前店
ブックマート川口店
C_ZONE 月
越後屋酒店
GOKUH
ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞｼｮｯﾌﾟﾜｰﾙﾄﾞ本庄駅南店
WonderGOO 千葉ニュータウン店
ドキドキ冒険島 君津店
プレイスペースぷらっつさくら
CARD BOX すばる書店 四街道店
マロンの隠れ家
アトラス
ときわ書房 本八幡スクエア店+GEO
カードライフ
ゲーマーズ津田沼店
ホビーステーション松戸
カードショップ トリックスター
ファミコンショップガンダム
ブックスエーツー松戸店
すばる書店 六高台店
ホビーステーションGLOBO蘇我店
カードキングダム千葉店
ホビーステーション千葉駅前店
イエローサブマリン千葉ゲームSHOP
カードラボ千葉中央店
お宝あっとマーケット マリンピア稲毛海岸店
CARD BOX 多田屋土気店
ホビーステーション 津田沼
カードショップオーガ 津田沼店
ブックスエーツー 中山店
イエローサブマリン 丸井柏店
カードラボ柏店

茨城県守谷市百合ヶ丘３丁目２４９－１ ２階
茨城県神栖市波崎7651
茨城県神栖市木崎2406-210
茨城県水戸市宮町1-2-4 マイムビル1F
茨城県水戸市袴塚2-4-53
茨城県筑西市布川1249-21
茨城県土浦市真鍋2-2-23 桂不動産ビル内2F
茨城県土浦市大和町7-20
茨城県東茨城郡茨城町前田1703-1
茨城県日立市鮎川町1-3-3
茨城県龍ケ崎市馴馬町字上米754番地リブラ1F
栃木県宇都宮市曲師町2-8 オリオン通り フェスタ2Ｆ
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5-502
栃木県宇都宮市曲師町3-12 シルバービル1F
栃木県宇都宮市江曽島町1062-1
栃木県宇都宮市今泉町237 FKD宇都宮店2F
栃木県塩谷郡高根沢町宝石台3-1-15
栃木県下都賀郡壬生町中央町6-48
栃木県下野市下古山2888-4
栃木県真岡市台町2352-1
栃木県足利市通1-2710
栃木県那須塩原市住吉町1-9
栃木県那須塩原市西大和1-8 アクアス1F
栃木県矢板市末広町42-9 緑新末広町ビル101
群馬県みどり市笠懸町鹿4658
群馬県伊勢崎市宮子町3420-8
群馬県伊勢崎市宮前町173
群馬県館林市本町2-8-29
群馬県桐生市永楽町5-10
群馬県高崎市旭町34-5 旭町ビル2F
群馬県高崎市下之城町522-12 カーサ･ドマーニ106
群馬県高崎市貝沢町1282-1
群馬県高崎市箕郷町生原589-4
群馬県渋川市渋川1814-30
群馬県沼田市下之町871
群馬県前橋市荒牧町1-10-15
群馬県前橋市日吉町4-37-1
群馬県太田市新井町532-5
群馬県太田市西本町57-4
埼玉県さいたま市浦和区領家7-17-10-Ｂ101
埼玉県さいたま市岩槻区本町3-17-20 高野ビル2F
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-4-3 109ビル3Ｆ
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-5-6 高木ビル3F
埼玉県さいたま市大宮区大門町1-69 武蔵屋ビル5F
埼玉県さいたま市南区沼影3-5-15
埼玉県さいたま市北区宮原町3-561
埼玉県さいたま市北区土呂町1-49-1
埼玉県ふじみ野市上福岡1-7-6
埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンMori3F
埼玉県越谷市赤山町1-11
埼玉県越谷市南越谷1-15-1 楽園タウン2Ｆ
埼玉県越谷市南町3-1-5
埼玉県越谷市北越谷4-2-8
埼玉県加須市中央2-5-26
埼玉県加須市本町12-41
埼玉県狭山市狭山台4-22-15-2F
埼玉県熊谷市宮前町1-153 サンライズ熊谷マンション103号
埼玉県熊谷市石原3-244
埼玉県熊谷市石原342-3
埼玉県戸田市下戸田1-6-6 エソール戸田22
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
埼玉県春日部市大衾496－12
埼玉県春日部市中央1-8-6 ベル島田2F
埼玉県春日部市中央1-9-4 高元ビル3F
埼玉県春日部市緑町5-7-25
埼玉県所沢市牛沼352-3
埼玉県所沢市小手指町1-26-10 太田ビル3F
埼玉県所沢市東町5-22 ダイエー所沢店3F
埼玉県上尾市向山1-55-1
埼玉県上尾市春日1-47-5
埼玉県上尾市浅間台4-12-8
埼玉県川越市新富町2-11-4 マルキンビル3F-A1
埼玉県川越市新富町2-7-1 原田ビル2F
埼玉県川越市脇田本町6-3
埼玉県川口市安行領根岸3180 イオンモール3F
埼玉県川口市栄町2-11-8
埼玉県川口市栄町3丁目5番1号 川口ミツワビル2Ｆ
埼玉県川口市飯塚1-2-1
埼玉県川口市北園町12-23 今井荘101
埼玉県八潮市南後谷28番地21号
埼玉県北葛飾郡松伏町田中1-2-3
埼玉県本庄市駅南1-8-25
千葉県印西市牧の原1-3
千葉県君津市東坂田２－７－２
千葉県佐倉市上志津1669-44 HYUGA-Ⅱ101
千葉県四街道市大日466-32
千葉県市川市行徳駅前2-1-10 行徳トシオビル5Ｆ
千葉県市川市南八幡4-5-4 西村ビル2F
千葉県市川市八幡3-4-1
千葉県習志野市大久保2-1-1 押野ビル3F
千葉県習志野市谷津1-16-1 モリシアビルレストラン5F
千葉県松戸市根本4‐2 ダイエー松戸西口店4階
千葉県松戸市松戸1150-2 松戸サンカクビル201号
千葉県松戸市常盤平2-24-2 Ｂ-1
千葉県松戸市西馬橋幸町82
千葉県松戸市六実1-14-1
千葉県千葉市中央区川崎町1-34 GLOBO蘇我内ホビーステーション
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2-2-1
千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本ビル3F
千葉県千葉市中央区本千葉町6-9 フェニックスレジデンス千葉中央1F
千葉県千葉市美浜区高洲3-21-1 イオンマリンピア専門館2F
千葉県千葉市緑区あすみが丘東2-26-7 多田屋土気店内
千葉県船橋市前原西2-14-1 ダイヤパレス津田沼3Ｆ
千葉県船橋市前原西2-21-7 OMCﾋﾞﾙ2F
千葉県船橋市本中山4-3-5
千葉県柏市柏1-1-11 丸井柏店VAT B1F
千葉県柏市柏1-3-1 ドン・キホーテ柏駅前店内4F

0297-47-1601
0479-44-2022
0299-95-9043
029-291-3455
029-233-7506
0296-26-8771
029-875-8981
029-821-3651

029-292-3300
0294-28-5130
0297-61-1141

028-651-0789
028-612-2262
028-651-0597
028-633-6863
028-645-0531
028-627-3130
028-675-0965
0282-82-0438
0285-38-8416
0285-80-1368
0284-41-5703

0287-62-2104
0287-36-8151
0287-47-6096
0277-76-5203

0270-25-2882
0270-26-5455

0276-72-0774
0277-46-2880
027-386-8161

027-388-9056
027-388-8107
027-371-2970
0279-25-0230

0278-22-4010
027-233-5390

027-219-0570
0276-52-8610
0276-33-7340
048-767-3693
048-758-3899
048-648-1077
048-642-0936

048-729-5555
048-866-6636
048-652-3535
048-651-7235
049-261-9996

048-971-5258
048-964-4487
048-940-5580

048-961-1133
048-977-7910
0480-62-0001
0480-61-0041
04-2956-3135
048-526-0665
048-525-0079
048-525-9387
048-431-3607
049-299-5500
048-746-0913
048-795-6252
048-755-6565

048-739-1080
04-2991-2260
042-928-3399
042-939-4605

048-725-0027
048-770-2622

048-782-4632
049-229-6377
049-229-4949

049-247-0335
048-284-2536
048-256-8633
048-452-4524

048-250-6810
048-423-9687
048-931-3281

048-992-2152
0495-24-0202
0476-40-7300
0439-54-7864
043-309-9190
043-312-7891
047-357-8115
047-376-1987
047-711-1374
047-456-8576
047-403-8851

047-367-5527
047-710-6535
047-388-2324
047-349-3586
047-330-6662
043-261-2137
043-227-2224
043-224-1717
043-227-5388

043-306-5090
043-304-6536
043-205-1811
047-403-5508

047-477-4840
047-334-0298
04-7162-1616
04-7157-2623

トレカパーク柏東口店
すばる書店 TSUTAYA富津店
Wonder GOO 富里店
WonderGOO 茂原店
BOOKS-U 立石店
ピットイン
モトナワールド船堀店
GAMESマーヤ葛西店
モトナワールド瑞江店
エンターキング小岩店
カードショップアサリ
カード＆CARD 東陽店
アトミック
カード・ゲート
フルコンプ渋谷東口店
SPORTS&CARD GAME BAR MINT SHIBUYA
フルコンプ新宿南口店
アメニティードリーム 新宿店
eco book 千歳船橋店
フタバ図書GIGA箱根ヶ崎店
TSUTAYA イオンモール日の出店
カードショップ スピリッツ
ホビーステーション デュエリストターミナル店
イエローサブマリンマジッカーズ☆ハイパーアリーナ
アメニティードリーム秋葉原
カベの店
カードキングダム 秋葉原駅前店
AKIHABARAゲーマーズ本店
トレカパークAKIBAラジ館店
BIG MAGIC 秋葉原店
イエローサブマリン秋葉原本店☆ミント
一刻館 秋葉原店
トレカの洞窟 CARD WORLD AKIBA
トレカの洞窟
グランドパンダキャニオン 秋葉原店
ファイヤーボール秋葉原店
トレーダー３号店
エンターキング綾瀬店
GAMEピーアーク青井
DESTINY
トレカスタジアム多摩センター店
カードキングダム蒲田店
ホビーステーション サンライズ蒲田店
カードショップTAKCHAN
カードラボ蒲田店
ブックアニマル梅屋敷店
LIFE TOWN やすとく
遊ＶＩＣ中野店
ゲーマーズ町田店
ホビーステーション町田店
イエローサブマリン町田店
アメニティードリーム町田店
フルコンプ町田店
お宝あっとマーケット 町田店
トレカの洞窟 東久留米店
ブック・スクウェア東大和店
フルコンプ 八王子店
ホビーオフ八王子大和田店
ブックセンターいとう
カードラボ八王子店
フジヤ
アメニティードリーム吉祥寺
フルコンプ吉祥寺店
おもちゃのふるや
ＴＯＹ＆ＨＯＢＢＹ 大成堂 本店
FIVE CARD池袋本店
イエローサブマリン 池袋ゲームショップ
BIG MAGIC 池袋店
ホビーステーション 池袋本店
トレカパーク池袋店
ｱﾒﾆﾃｨｰﾄﾞﾘｰﾑ池袋パワー9店
トレジャー×トレジャー
eco BOOK 学芸大学店
ブックセンターいとう立川羽衣店
ファミコンくん2号店
フルコンプ立川南口店
ホビーショップ ファミコンくん本店
カードキングダム練馬春日店
カメレオンクラブPATあやせ店
ヤマダ アウトレット館 横須賀店
ゲームメイトリンク トレカ館 ショッパーズプラザ横須賀店
パラダイスシティ
ゲームメイト リンク トレカ館 金沢八景店
マルチメディアステーションゼロワン綱島
CARD BOX ブックピア オルトヨコハマ店
ティム東白楽店
㈱ひろしや本店
アニメイト横浜店
イエローサブマリン 横浜ムービル店
ホビーステーション横浜店
あおい書店 横浜店
アメニティードリーム横浜店
フルコンプ 横浜店
ティム鶴見店
ティム中山店
ポパイ海老名店
フルコンプ本厚木店
ホビーオフ本厚木一番街店
ホビーステーション本厚木店
有限会社 おもちゃのチェリー
ハーティーあさひや
カードショップアイランド
ディスクメイト 宮前平店
イエローサブマリン丸井溝口店
カードキングダム溝の口店
フルコンプ川崎店
ホビーステーション川崎店
イエローサブマリン 川崎店
トップボーイ01 元住吉店

千葉県柏市柏3-7-21 椎名ビル2F
千葉県富津市青木1丁目5番地1 イオンモール1Ｆ
千葉県富里市七栄1005-5
千葉県茂原市木崎2272
東京都葛飾区立石4-26-11 立石ビル
東京都江戸川区西葛西6-5-14
東京都江戸川区船堀3-1-1 豊珠ビル101
東京都江戸川区中葛西3-18-17
東京都江戸川区南篠崎町３丁目１-７ アワノビル1F
東京都江戸川区南小岩8-26-6 ノヨネフィル南小岩2F
東京都江東区大島6-1公団2-109
東京都江東区東陽5-20-3 ジュネスコート1F
東京都国分寺市南町3-14-6
東京都国分寺市南町3-23-4 第3浦野ビル5F
東京都渋谷区渋谷2-22-11 フランセ奥野ビル4F
東京都渋谷区道玄坂2-29-18清水ビル2Ｆ
東京都新宿区西新宿1-18-6 須田ビル3階
東京都新宿区西新宿7-1-8 ヒノデビル4Ｆ
東京都世田谷区船橋1-13-19
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原11-5
東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3 イオンモール日の出
東京都西東京市下保谷4-15-23 T.Tエステート102
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1-11-5 スーパービル7F
東京都千代田区外神田1-11-6 小暮ビル5F･6F
東京都千代田区外神田1-14-1 宝田中央通ビルB1F
東京都千代田区外神田1-14-7 秋葉原野村ビル3F・4F
東京都千代田区外神田1-14-7 宝田ビル
東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館7F
東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館9F
東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館本館6F
東京都千代田区外神田1-3-13大森ビル1F
東京都千代田区外神田1-3-7 鈴木ビル
東京都千代田区外神田1-4-3
東京都千代田区外神田3-14-7 東雲堂ビル3Ｆ
東京都千代田区外神田3-15-6 小暮末広ビル7F
東京都千代田区外神田4-2-1
東京都足立区綾瀬4-9-32 田中綾瀬ビル1F
東京都足立区一ツ家3-8-12
東京都足立区竹の塚6-8-16-201
東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田6A
東京都大田区蒲田5-25-1 岩崎ビル1F
東京都大田区西蒲田7-49-10 ナヲミビル2F
東京都大田区西蒲田7－64－2（1F）
東京都大田区西蒲田8-4-12-2F
東京都大田区大森中2-2-10
東京都大島町元町字地の岡65-58
東京都中野区中野5-66-4 中野ＳＨＫビル6Ｆ
東京都町田市原町田4-5-8 町田レガロビル２Ｆ
東京都町田市原町田6-10-15 新光町田ビル 4Ｆ
東京都町田市原町田6-18-13 サニーサイドビル2F
東京都町田市原町田6-20-10中野屋ビル3F
東京都町田市原町田6-8-1 町田センタービル2F
東京都町田市根岸2-33-2
東京都東久留米市前沢3-8-12 東亜グリーンハイツ105
東京都東大和市立野3-1344-1
東京都八王子市横山町9-14-101
東京都八王子市大和田町5-1-21 ムラウチジョーシンB1F
東京都八王子市東中野529 2Ｆ
東京都八王子市東町12-8 長澤ビル4F
東京都板橋区常盤台2-27-9
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-13-4 テレーズ眸ビル3F
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-9-10-4F
東京都福生市福生767-1 フルヤビル3F
東京都文京区本駒込1-1-24
東京都豊島区東池袋1-13-11 近代グループBLD7号館6F
東京都豊島区東池袋1-15-1 真下ビル2Ｆ
東京都豊島区東池袋1-22-13 近代グループビル11号館6Ｆ
東京都豊島区東池袋1-22-5 サンケエビル7Ｆ
東京都豊島区東池袋1-30-12 城北自動車会館B1F
東京都豊島区東池袋1-31-1 バロックコート池袋3F
東京都墨田区太平3-8-12 上田ビル1F
東京都目黒区碑文谷6-7-1
東京都立川市羽衣町2-49-9
東京都立川市柴崎町2-1-4 トミオー第2ビル4F
東京都立川市柴崎町3-4-14 霧島ビル2F
東京都立川市曙町2-4-9 小町ビル3Ｆ
東京都練馬区春日町6-7-37
神奈川県綾瀬市寺尾中1-4-70 PATあやせ店
神奈川県横須賀市三春町4-5
神奈川県横須賀市本町2-1-12 ショッパーズプラザ横須賀4F
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
神奈川県横浜市金沢区泥亀1-27-1-3F
神奈川県横浜市港北区綱島西1-11-5 マルエスビル2F
神奈川県横浜市神奈川区新子安1-2-4 オルトヨコハマビジネスセンター2F
神奈川県横浜市神奈川区西神奈川2-1-3ウェーヴ東白楽ビル4Ｆ
神奈川県横浜市西区久保町21-25
神奈川県横浜市西区高島2-12-12 横浜プラザホテル１～3Ｆ
神奈川県横浜市西区南幸2-1-22 相鉄ムービル2F
神奈川県横浜市西区南幸2-14-6 横浜南幸ＮＹビル3Ｆ
神奈川県横浜市西区南幸2-16-1 ダイエー横浜西口店6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
神奈川県横浜市西区南幸2-8-9 ブライト横浜ビル2F
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3-28 鶴見コーリンビル6F
神奈川県横浜市緑区台村町352番地 杉崎ビル2F
神奈川県海老名市中央1-19-18
神奈川県厚木市中町2-1-7 藍澤ビル5F
神奈川県厚木市中町2-7-23-B1
神奈川県厚木市中町4-14-6 パティオビル2F
神奈川県三浦市三崎町諸磯964
神奈川県小田原市栄町2-9-33 アプリ4Ｆ
神奈川県小田原市中里270-4-2F
神奈川県川崎市宮前区宮前平1-10-12桔梗ビル
神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1ノクティスビルマルイファミリー溝口店６F
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駅前本町5-3 KOWA川崎駅前ビル6F
神奈川県川崎市川崎区小川町2-7 アイビータワー6F
神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 川崎ルフロン9F
神奈川県川崎市中原区木月1-32-3 内田マンション1F

04-7128-7301
0439-80-1860
0476-37-4490
0475-20-1738
03-3693-6950
03-3877-3631
03-5605-0858
03-3686-1465
03-5243-9050
03-5612-5344
03-5875-5857
03-3644-2336

042-328-0805
042-313-9566
03-5468-2652

03-6277-5205
03-5320-2652
03-5330-3033

03-5799-9171
042-556-3900
042-597-7911
042-439-4828
03-3257-1728

03-5207-5053
03-3253-2726

03-6206-9713
03-6206-9232
03-5298-8720

03-3526-6601
03-3526-2667
03-3526-3828
03-6206-9980
03-3525-4015
03-5577-5650
03-6206-8689

03-6206-9247
03-3255-3442
03-5613-8069
03-3859-5971
03-5851-7766
042-319-6885
03-5703-6255
03-6424-4070
090-8463-8882
03-6424-7744
03-3763-5655
04992-2-4147
03-3388-4278
042-709-6255

042-726-7581
042-739-6966
042-851-7796

042-727-3330
042-791-8121
042-420-9510

042-590-1851
042-649-2663
042-644-9900
042-670-5480
042-645-6238
03-3960-2829
0422-22-9862
0422-23-2652
042-551-0653
03-3821-1135
03-6907-1307
03-5953-5808
03-5944-8023

03-5391-1930
03-5396-7022
03-5985-1065

03-3623-6676
03-3760-0843
042-523-7360
042-528-8187
042-537-8077
042-525-8461
03-3926-1866

0467-70-3338
046-828-5321
046-821-2206
045-367-1940
045-701-4554
045-545-9117
045-438-0300
045-491-9770
045-231-7017
045-453-6990

045-317-9690
045-314-1618
045-349-8377
045-324-4077
045-314-2652

045-574-4866
045-937-5160
046-236-5600
046-296-2652
046-206-4726
046-222-2552
046-881-5891
0465-23-0311
0465-43-9150
044-854-2455
044-814-1321
044-822-6483

044-201-2652
044-245-0780

044-230-0523
044-948-9100

中村書店 本店
上新電機㈱ 相模原小山店
ティム中央林間店
ホビーステーション藤沢プラザ店
札市
TSUTAYA湘南台店
KaBoS+GEO 藤沢店
シータショップ藤沢店
ホビーショップ ブルーアイズ
おもちゃのファミリア原信吉田店
COMG！吉田店
COMG！見附店
ゲーム館ビート
おもちゃのﾌｧﾐﾘｱ ﾊﾟﾙﾑ三条店
MRC メディア館
COMG！新津店
トップボーイ新大駅前店
Cards of Paradise桜木店
カードショップデュエルガルドDeKKY401店
カードラボ新潟店
大野屋
カードショップデュエルガルド
ホットボックス
有限会社ピノキオ 村上プラザ店
夢大陸 長岡店
COMP OFF 高岡鐘紡店
COMP OFF 高岡西町店
おもちゃのバンビ高岡駅南店
文苑堂書店 清水町店
ブックマーケット砺波店
カードショップデッキビルダー富山大学前店
ブックマーケット上飯野店
おもちゃのバンビ本郷店
ファミーズさくらい 津幡店
カメレオンクラブ駅西本町
ジョーシン金沢本店 キッズランド
kaBoS上荒屋店・CARDBOX
文苑堂TSUTAYA金沢店
KaBoS大桑店
ホビーステーション金沢店
カメレオンクラブ福久店
ファミコンランド小松
北国書林 辰口店
Cards of Paradise 金沢工大店
COMP OFF 野々市店
ブックマーケット野々市新庄店
ポニーファミィ店
お宝一番 越前店
サイト玩具店
㈱勝木書店Super KaBoS武生店
Super KaBoS+GeO 鯖江店
有限会社 ピノキオ
KABOS+GEO敦賀昭和店
COMP OFF 福井板垣店
Super KaBoS +GEO WassE店
Super KaBoS 新二の宮店
カードラボ甲府店
おもちゃのさいとう
柳正堂書店 オギノバリオ店
はま屋
柳正堂書店オギノリバシティSC店 カードステーション
おもちゃのイチノセ
優美堂書店
キューピット
CARD BOX 平安堂あづみ野店
笠原書店今井店
カメレオンクラブ茅野店
再楽リプラス 佐久本店
Magic Box
夢大陸 松本店
タッチ松本店
プラネッツ
万代書店 諏訪店
再起堂書店
平安堂 更埴店
平安堂 若槻店
平安堂 川中島店
一刻館 長野店
平安堂 座光寺店
王の洞窟 岐南本店
コミカルハウス可児店
宝島 各務原バイパス店
宝島 関池田店
有限会社 大展
HOBBY SHOP LINK
おもちゃのマーチ岐阜店
フェイズ ブシロード館
花火屋
おもちゃのタグチ
宝島 恵那店
おもちゃ人形のひだや
こども楽園
TSUTAYAノースウエスト店
フェイズ大垣店
フジサンパーク
あさひや
メディアポリス 伊豆の国大仁店
アサヒ堂 東田中店 JOY3
メディアポリス御殿場店
ミシマトイス
サンエイト沼津
マルサン書店仲見世店
TSUTAYAすみや焼津登呂田店
エーツー登呂田店
トレーディングカードSHOPマスティー
カードショップ くりぼー
トレーディングカードゲームショップ コロッサス
静岡鑑定団
新清水鑑定団

神奈川県相模原市中央区横山6-8-21
神奈川県相模原市中央区小山3-37-1 コーナン相模原小山モール2F
神奈川県大和市中央林間3-4-5 第一天地ビル3F
神奈川県藤沢市鵠沼東1-2 藤沢プラザ本館Ｂ1Ｆ
神奈川県藤沢市湘南台1-15-22 ガーデンパレス湘南台203号室
神奈川県藤沢市湘南台6-1-1
神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-5 ミスターマックス湘南藤沢SC内
神奈川県藤沢市藤沢462
神奈川県平塚市紅谷町4-14 Ｍビル3Ｆ
新潟県燕市吉田東栄町13-15
新潟県燕市吉田樋ノ口3396
新潟県見附市今町5-3374-1 ひらせい遊内
新潟県五泉市吉沢1-5-26
新潟県三条市神明町2-1 パルムビル2-1階
新潟県上越市土橋1905-1
新潟県新潟市秋葉区程島萱の中1865-1
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
新潟県新潟市中央区上近江4-12-20 DeKKY401内1F
新潟県新潟市中央区東大通1-8-5 アニメコミック館2Ｆ
新潟県新潟市南区白根2920
新潟県新発田市中央町2-1-14
新潟県新発田市中央町3-2-19
新潟県村上市仲間町200番地 村上プラザ1Ｆ
新潟県長岡市喜多町392-1
富山県高岡市鐘紡町1656-1
富山県高岡市西町4-25
富山県高岡市赤祖父387
富山県高岡市泉町685-7
富山県砺波市太郎丸584
富山県富山市五福3518-4 サクセス5F
富山県富山市上飯野30-2
富山県富山市本郷新16－8
石川県河北郡津幡町横浜へ47-1
石川県金沢市駅西本町5-2-13
石川県金沢市戸板西2-7
石川県金沢市上荒屋1-368
石川県金沢市西念4-25-8
石川県金沢市大桑3-176
石川県金沢市竪町24 BELSEL 3F
石川県金沢市福久東１－８８
石川県小松市園町ハ127番地1
石川県能美市辰口町520-1
石川県野々市市高橋町14-43
石川県野々市市若松町21-1
石川県野々市市新庄6-24-13
石川県輪島市宅田町7-37
福井県越前市横市町35-14-3
福井県越前市京町1-2-11
福井県越前市新町4-7-1
福井県鯖江市神中町2-2-26
福井県小浜市小浜酒井7-1
福井県敦賀市昭和町2-22-37
福井県福井市下馬3-102
福井県福井市久喜津町52-22 パワーセンターワッセ店
福井県福井市二の宮5-18-8
山梨県甲府市丸の内1-16-20 ホビータウン甲府2Ｆ
山梨県甲府市丸の内1-8-8
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
山梨県甲府市里吉4丁目5-14ミナミCityA-2
山梨県中央市山之神1122 オギノリバシティSC
山梨県中央市西花輪3508
山梨県中巨摩郡昭和町河西621-9
山梨県南都留郡富士河口湖町船津4095-1
長野県安曇野市豊科南穂高1115
長野県岡谷市神明町3-1-3 フォレストモール内
長野県茅野市本町西4604－1
長野県佐久市猿久保896-1
長野県小諸市相生町1-3-1 ひしや本店3F
長野県松本市出川3-6-13
長野県松本市深志3-7-2 エポックビル1F
長野県諏訪市諏訪1-2-3
長野県諏訪市中洲2962
長野県須坂市須坂南横町1612
長野県千曲市桜堂字西沖380-3
長野県長野市稲田1-14-21
長野県長野市川中島町御厨堂野946-3
長野県長野市大字鶴賀南千歳826 C‐oneビル4F
長野県飯田市座光寺3715
岐阜県羽島郡岐南町徳田西1-27
岐阜県可児市下恵土5750 ヨシヅヤ可児店３Ｆ
岐阜県各務原市鵜沼各務原町1-9
岐阜県関市池田町24
岐阜県岐阜市安良田町3-24
岐阜県岐阜市鏡島精華1-12-7 後藤ビル104
岐阜県岐阜市鏡島南1-11-1
岐阜県岐阜市神田町9-22 パリスビル2F
岐阜県岐阜市万代町１－１
岐阜県恵那市大井町262-16
岐阜県恵那市長島町中野2丁目1番地3
岐阜県瑞浪市土岐町26-1
岐阜県多治見市本町4-60
岐阜県大垣市熊野町312
岐阜県大垣市三塚町字鶴舞1123-6
岐阜県大垣市上面4-6
岐阜県美濃市千畝町2826-2
静岡県伊豆の国市吉田395
静岡県御殿場市東田中2-10 2F
静岡県御殿場市東田中2-2-1
静岡県三島市本町3-35
静岡県沼津市五月町4-20
静岡県沼津市大手町5-3-13
静岡県焼津市西小川1-3-5
静岡県焼津市西小川2-1-8 2Ｆ
静岡県静岡市葵区羽鳥6丁目3-15
静岡県静岡市葵区馬場町24 レジデンスアルケア1F
静岡県静岡市葵区平和3-18-8
静岡県静岡市駿河区八幡5-8-3
静岡県静岡市清水区永楽町7-8

042-750-2285
042-770-1611
046-278-1190
0466-26-8833
0466-54-7666
0466-41-2062
0466-30-5744
0466-27-9628
0463-23-7447
0256-92-7114

0256-92-7803
0258-61-2888
0250-43-7100
0256-34-5277

025-527-3566
0250-24-5858
025-269-1188

025-281-9105
025-288-6889
025-282-7100
025-373-1137
050-3560-8990
0254-22-2936
0254-50-1107
0258-89-7618
0766-24-5556
0766-20-6955
0766-21-0037

0766-26-2245
0763-32-7511
076-471-6226

076-452-0443
076-421-9011
076-289-5808
076-232-0455
076-268-5755
076-240-9855
076-260-9602
076-226-1170
076-264-1999

076-258-6922
0761-23-6469
0761-51-8200
076-227-5317
076-294-8799
076-246-8708
0768-22-8117
0778-29-3138
0778-23-6380
0778-21-1555
0778-53-1755
0770-53-2508
0770-21-3788
0776-34-9810
0776-33-5234
0776-27-4678

055-288-0710
055-235-5989
055-268-2213

055-242-7528
055-288-1201
055-273-2270
055-275-4649
0555-73-3223
0263-72-8877
0266-21-1140
0266-82-7777
0267-66-6888
0267-26-5031

0263-50-9008
0263-38-7551

0266-52-5477
0266-56-1100
026-248-1580
026-274-4480

026-243-4545
026-286-4545
026-225-0159
0265-23-4646

058-214-2335
0574-60-1123
058-260-3700
0575-21-2700
058-273-3505
058-215-6062
058-253-7381
058-262-6575

058-231-1961
0573-26-3552
0573-25-0566
0572-67-2361
0572-22-2636

0584-92-2291
0584-81-1845

0584-73-1000
0575-33-0019
0558-75-0500
0550-82-2711

0550-81-0622
055-975-0092
055-924-8657
055-963-0350
054-629-1192
054-626-5858
054-278-1912

054-266-7772
054-252-1748
054-282-3009
054-368-6036

ハウマッチジョイタイム清水岡町店
夢屋書店 ピアゴ清水高橋店
TSUTAYAすみや袋井店
ダンボ
おもちゃのポッポ
ピノキオ
ゲーム＆トレカコミュニケーションスペースふぃ～るど
デュエルキング
本の王国すまいるキング浜松雄踏店
すまいるキング 浜松葵店
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
カードラボ浜松店
浜松鑑定団
トレカショップねくすと
マスターズギルドなゆた
ファミーズ ブックワン
おもちゃのキムラ
すまいるキング安城店
ファミコンプラザ安城店
ファミコンプラザ里町店
TVゲーム＆ホビーセンキ
すまいるキング稲沢店
いまじんウィングタウン岡崎店
すまいるキング刈谷店
夢屋書店ピアゴ八剱店
こみかるはうす江南店
カミオ
すまいるキング 高蔵寺店
カードコレクション
未来屋書店 春日井店
ファミーズ常滑店
ホビーステーション西尾シャオ店
ファミコンプラザ西尾店
COMICAL HOUSE大口店
ホビーステーション阿久比店
すまいるキング知多店
後藤商店
こみかるはうす ベルコート店
カードラボ豊橋店
精文館書店本店 ホビーステーション豊橋
BOOK MARKET さとう店
カードアカデミア
グロスレコード豊橋南
(有）ピッコロ本店
お宝創庫 豊田店
ポストホビーすまいるキング豊田吉原店
ファンタジータウン ジンノ
softstationチャンプ
フタバ図書ＴＥＲＡワンダーシティ店
フェイズ千種店
カード・ブランチ本山店
プリニークラブ金山店
イエローサブマリン名古屋GAME SHOP
ホビーステーション名古屋店
カードラボ名古屋大須店
アメニティードリーム大須店
トレカプラザ55
アドバンテージ上前津店
カードブランチ金山店
イマジン中川戸田店
トレーディングカードゲームショップ193
カードラボ名古屋駅前店
ホビーステーション名駅店
ホビーステーション 名古屋ささしま店
フェイズ新瑞橋店
おもちゃのハヤカワ 六番町店
(有)ピュア アニメリア
カードブランチ藤が丘店
ワイプ藤が丘駅前店
すまいるキング ほら貝店
ホビーステーション イオンタウン有松店
パピー弥富店
ネクスト・ワン 上野あかもん店
おもちゃのドリームハウス
ブックスクウェア ララパーク店
おもちゃのナカヤ
上新電機㈱桑名イオン店
TSUTAYAブックスクエア菰野店
カードショップ札屋
フェイズ四日市店
ブック・スクウェア松阪店
本の王国文化センター前店
Wonder Goo 津南店
ガーディナー津西店サムライパンチ
ネクスト･ワン名張本店
サムライパンチ鈴鹿店
トレカライフ
ゲームショップ フリーダム
ブックプラザ文栄堂 愛知川店
CREATIVE STYLE
ホビーショップ･サムサム(山本書店)
かまくらや
189ドラゴン☆
大垣書店フォレオ大津一里山店
ゲームプラザ元気３０２
大垣書店 亀岡店
大垣書店京都ファミリー店
ゲームショップブリックス
上新電機株式会社 京都1ばん館 スーパーキッズランド
トレカタウン西院店
株式会社 あさだ
大垣書店ブックパル五条店
カードラボ 京都河原町店
イエローサブマリン京都
アメニティードリーム京都店
ホビーステーション イオンモールKYOTO店
カードラボ アバンティ京都店
大垣書店 伏見店

静岡県静岡市清水区岡町6-1
静岡県静岡市清水区高橋5-1-1 ピアゴ清水高橋店 B1F
静岡県袋井市川井998-2
静岡県田方郡函南町間宮52-2
静岡県島田市中央町1897-1
静岡県島田市本通７丁目8455
静岡県磐田市見付416-12
静岡県磐田市二之宮東2-3
静岡県浜松市西区雄踏2丁目11-35
静岡県浜松市中区葵西2-27-10 本の王国 浜松西店内
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
静岡県浜松市中区鍛冶町1番39 ピンストライプビル1Ｆ
静岡県浜松市東区安新町105
静岡県浜松市南区若林町11-1 メガドンキホーテ1Ｆ
静岡県浜松市浜北区貴布祢3000番 なゆた浜北110区画
静岡県富士宮市宮北町67-1
静岡県富士市吉原2-13-7
愛知県安城市住吉町5-13-40 2Fゲーム売り場
愛知県安城市百石町2-15-5
愛知県安城市里町東山ノ田138
愛知県一宮市本町3-3-21
愛知県稲沢市井之口大坪町80-1 稲沢パールシティ1F
愛知県岡崎市羽根町字小豆坂3番地 ウィングタウン内
愛知県刈谷市若松町2-101 みなくる刈谷2F
愛知県岩倉市八釼長野1番地3
愛知県江南市上奈良町栄61-3 平和堂江南店2Ｆ
愛知県春日井市大留町3-1430-59
愛知県春日井市中央台1-1-2 本の王国2F
愛知県春日井市鳥居松町4-146-1 グランドメゾン鳥居松1F
愛知県春日井市柏井町4-17 イオン春日井店3F
愛知県常滑市千代ケ丘2-36-1
愛知県西尾市下町神明下57番地
愛知県西尾市今川町落33-1
愛知県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
愛知県知多郡阿久比町植大野崎8番地
愛知県知多市新知東町2-1 夢屋書店2F
愛知県津島市橋詰町1-35
愛知県尾張旭市狩宿町4丁目73-74
愛知県豊橋市広小路1-18 ウェルプラザユメックス3F
愛知県豊橋市広小路1-6 精文館ビル4F
愛知県豊橋市佐藤3-15-8
愛知県豊橋市南栄町字空池43-15
愛知県豊橋市野依町字落合1-12 イオン豊橋南2F
愛知県豊川市開運通1-27
愛知県豊田市下市場町4-17-1
愛知県豊田市吉原町平池173 タキソウパルクス吉原店 1Ｆ
愛知県名古屋市港区正徳町6丁目90番地
愛知県名古屋市西区新道2-6-9
愛知県名古屋市西区二方町40番地 モゾワンダーシティ4Ｆ
愛知県名古屋市千種区内山3丁目25番6号 一光千種ターミナルビル3-2
愛知県名古屋市千種区猫洞通5-15 MSビル2F北
愛知県名古屋市中区金山4-6-27 金山共山ビル3F
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3-11-34-4F
愛知県名古屋市中区大須3-30-40 万松寺ビル1Ｆ
愛知県名古屋市中区大須3-30-60 ＯＳＵビル301-2Ｆ
愛知県名古屋市中区大須3-30-93 メガタウン萬松寺1F
愛知県名古屋市中区大須4-15-59 前津ビル201
愛知県名古屋市中区平和1-23-17 廣栄ビル1F
愛知県名古屋市中川区戸田明正2-110 バロー2Ｆ
愛知県名古屋市中村区竹橋町5-12 イトゼンビル1F
愛知県名古屋市中村区椿町14-12 セントラルＷＥＳＴ名駅ビル6Ｆ
愛知県名古屋市中村区椿町20-12 グランド椿名駅ビル1F
愛知県名古屋市中村区平池町4-60-14 マーケットスクエアささしま1Ｆ
愛知県名古屋市南区菊住1-4-13 エレガンス笠原2F6号
愛知県名古屋市熱田区四番1-15-15
愛知県名古屋市北区成願寺1-1-6
愛知県名古屋市名東区明が丘124-2 GAZA藤が丘ビル１階B号室
愛知県名古屋市名東区明が丘126 春日井ジャストビル1F
愛知県名古屋市緑区桃山4-342 フィールもも山居2F
愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏200番地 イオンタウン有松3F
愛知県弥富市鯏浦町南前新田7-1
三重県伊賀市上野丸ノ内74-1
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
三重県伊勢市小木町538
三重県亀山市東町2-1-11
三重県桑名市新西方1-35 イオン桑名ショッピングセンター3番街1Ｆ
三重県三重郡菰野町宿野357
三重県四日市市九の城町1-10 メゾンスイリュウ1F
三重県四日市市富田2丁目13-2
三重県松阪市川井町718 パワーセンター内
三重県津市一身田上津部田字ロノ坪１１５－１
三重県津市雲出本郷町字西添1680-1
三重県津市八町3-4-3
三重県名張市夏見3303
三重県鈴鹿市算所5-2-9
三重県鈴鹿市庄野共進3-5-53
三重県鈴鹿市大池3-9-36 スプリームマンション1Ｆ西口
滋賀県愛知郡愛荘町豊満490-2
滋賀県近江八幡市鷹飼町179 AQUA21内1F
滋賀県甲賀市水口町本丸2-60
滋賀県草津市東矢倉2-1-1 磯村荘3号
滋賀県草津市東矢倉2-5-36-3F
滋賀県大津市一里山7丁目1-1フォレオ大津一里山1Ｆ
滋賀県大津市今堅田2丁目40-25
京都府亀岡市篠町野条上又11-1アルプラザ亀岡3Ｆ
京都府京都市右京区山ノ内池尻町1-1京都ファミリー3Ｆ
京都府京都市右京区西院三蔵町26-1
京都府京都市右京区西院巽町38
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
京都府京都市下京区西七条南東野町3
京都府京都市西京区上桂前田町22-3
京都府京都市中京区寺町通蛸薬師下ル円福寺前町279 COAST21ビル5F
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
京都府京都市中京区蛸薬師通河原町西入裏寺町591番地 ﾗﾝﾄﾞｱﾊﾞｳﾄ5thビル3F
京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地-14020
京都府京都市南区東九条西山王町31番地 京都アバンティ4F
京都府京都市伏見区羽束師菱川町334-1

054-351-0855
054-371-5666
0538-43-1150
055-978-8859
0547-37-8228

0547-37-5594
0538-38-9494
0538-36-7390
053-596-3118
053-430-6233
053-457-0008

053-453-0193
053-415-8333
053-421-6433
053-441-3760
053-545-9441
0544-28-0600
0545-52-1382
0566-97-5553

0566-77-2780
0566-97-1400
0586-72-6730
0587-34-6772
0564-72-5081
0566-28-0833

0587-65-5551
0587-51-2170
0568-52-2471
0568-94-0921
0568-37-2442
0568-86-3323
0569-36-0036
0563-65-6000
0563-53-0660
0587-94-0177
0569-49-3339
0562-54-2803
0567-26-2073

0561-54-4946
0532-39-6881
0532-54-2388

0532-63-7511
0532-75-3538
0532-25-2343
0533-84-6521

0565-37-8886
0565-41-6465

052-383-1190
052-541-8261
052-509-7924
052-734-9921
052-752-0415

052-684-5725
052-238-3012

052-242-5252
052-263-0601
052-265-8848

052-265-9583
052-242-3711
052-331-5907

052-439-2370
052-451-0193
052-451-0866

052-452-8577
052-485-7337
052-824-5250
052-682-0661

052-912-4915
052-799-3420

052-760-4188
052-875-0059
052-629-5234
0567-97-3430
0595-24-2299
0596-20-6601
0596-36-6361
0595-82-0561
0594-25-3021
059-391-2788
059-340-3132
059-364-1500

0598-22-3033
059-232-8866

059-238-5151
059-229-2307
0595-61-3501
059-370-3505
059-375-2271

059-373-4018
0749-42-3372
0748-38-5670
0748-76-4039
077-565-6215

077-599-3499
077-547-1020
077-574-2502

0771-23-8038
075-326-6660
075-312-5887
075-323-2751
075-321-7506
075-313-3086

075-381-0232
075-221-7531
075-253-4300
075-251-0807
075-661-2010

075-682-8581
075-924-3717

レストアストア京都新堀川店
しゃちる古本屋
古本マーケット AVIX福知山西店
古本市場 南茨木店
ホビーコレクション
TOY COMP茨木店
カードマックス羽曳野店
カードマックス高石店
カードマスター高槻店
プロジェクトコア高槻店
ディスカウント BAN BAN
CARDBOX高槻店
カードショップカリントウ堺東店
天牛堺書店 津久野店
カードショップペガサス
トレカジャングル初芝駅前店
カードフェスティバル
エンゼル
コスモキング滝井駅前店
古本市場 寝屋川店
トレカイダー吹田店
ドラゴンスター泉佐野店
上新電機 狭山店
カードラボ天王寺店
プロジェクトコア阿倍野店
スキップ
あっぷる 今福店
デュエルフィールド鴫野店
トレカショップ リバーサル
ハリケーン心斎橋店
ジーストア大阪
古本市場 東住吉店
ブレインゲームショップ ひがっち
トレカマスター
ＴＣＧスタジアム ジャック∞ポット
ナガヨシ堂
シゲヤ
カードショップガンヘッド
トレーディングカードショップ ジャスティス
イエローサブマリンなんば3号店
アメニティードリームなんば2号店
カードキングダムなんば店
カーパル なんば店
BIG MAGIC なんば店
カード王難波店
カーパル 1号店
アメニティードリームなんば店
カードラボなんば2号店
ホビーステーション日本橋 2’s店
イエローサブマリンなんば店
カードラボ大阪日本橋店
TSUTAYA JR 住道店
古本市場 大東店
すみの玩具
上新電機株式会社 高井田店 キッズランド
カードキングダム布施店
古本市場 柏原店
山びこ
サムライ玩具
よしおか玩具店
トレカワールド八尾店
古本市場 富田林店
岡部玩具店
TSUTAYA豊中店
カードビート
ホビークリエイト くずはモール店
プラス１
デューク書店
上新電機㈱門真店 キッズランド
みどり文具店
ファミザウルス伊丹店
サンクス バラ公園店
CARD BEST
カードトレーダー
古本市場 加古川別府店
ブックイレブン高砂店
古本市場 三田店
トレカイダー名谷店
ファミコンショップベアーズ
トレカパーク三宮店
カーパル 三宮店
イエローサブマリン三宮
トレカマニア
トレカショップ竜のしっぽ
トレカタウン西脇店
TSUTAYAフレスポ赤穂店
ジョーシン川西店
ハリケーン川西店
ジョイランド柏原店
古本市場 尼崎店
㈱三和書房
トレカマニア尼崎店
TSUTAYA ＪＲ尼崎駅前店
上新電機㈱つかしん店 キッズランド
ブックオフ阪急塚口駅前店
トレカイダー姫路岡田店
トレカイダー姫路書写店
㈱エディオン姫路店
トレカセブン 大津店
イエローサブマリン姫路店
カードラボ姫路店
SOMES
ボッシュ白浜店
ロイヤル網干店
TSUTAYA宝塚店
TSUTAYA AVIX 豊岡店
ブックイレブン魚住店
カードスター
スーパーラックス橿原店

京都府京都市伏見区竹田松林町8番
京都府福知山市駅前町377
京都府福知山市東羽合152番地
大阪府茨木市高浜町1-40
大阪府茨木市西駅前町13-16 南海堂ビル202
大阪府茨木市双葉町6-1 2Ｆ
大阪府羽曳野市尺度17-2 ゲオ羽曳野店内
大阪府高石市西取石5-11-3 パルネット高石店内
大阪府高槻市京口町8-1 青葉ビル1F
大阪府高槻市古曽部町2-18-28 222番館2Ｆ
大阪府高槻市西真上1丁目31-2-1Ｆ
大阪府高槻市北園町14-11 GR高槻ビル3F
大阪府堺市堺区北瓦町1-5-25 シャンドリエビル3F
大阪府堺市西区津久野町1-1-1
大阪府堺市中区深井東町3059 センチュリーハウス106号
大阪府堺市東区日置荘西町2-1-3 ショップ南海1号区画
大阪府守口市京阪本通2-1-5 守口PKIビル3F
大阪府守口市大久保町3-23-6
大阪府守口市梅園町8-9 滝井ネオコーポ1F
大阪府寝屋川市仁和寺町32-28
大阪府吹田市山田北14-1
大阪府泉佐野市上町2-3-8 ポートサイドビル1F
大阪府大阪狭山市池之原3-1052-1
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-4-7 エコーアクロスビル4F
大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2-1-12 シティアーク天王寺1A
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
大阪府大阪市城東区今福東1-11-27
大阪府大阪市城東区鴫野西4-10-14
大阪府大阪市西区九条2-17-1
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-17-8レバンガ心斎橋ビル1階
大阪府大阪市中央区難波千日前7-7
大阪府大阪市東住吉区公園南矢田1-28-6
大阪府大阪市東住吉区北田辺6-3-2
大阪府大阪市東淀川区上新庄3-1-33
大阪府大阪市東淀川区豊新5-11-10
大阪府大阪市平野区長吉長原東3-2-1
大阪府大阪市平野区平野市町3-5-14
大阪府大阪市平野区平野本町2-13-10
大阪府大阪市淀川区宮原5-3-55 カーサ東三国103
大阪府大阪市浪速区難波中2-1-3 川合ビル
大阪府大阪市浪速区難波中2-1-7 難波東ビル3F
大阪府大阪市浪速区難波中2-2-20 辻村ビル3F
大阪府大阪市浪速区難波中2-2-6
大阪府大阪市浪速区難波中2-4-15 興伸ビル1F・2F
大阪府大阪市浪速区難波中2-4-2 スペース難波3F 302
大阪府大阪市浪速区難波中2-4-4
大阪府大阪市浪速区難波中2-4-7 馬場ビル3F
大阪府大阪市浪速区難波中2-6-1 壽ビル2F
大阪府大阪市浪速区日本橋3-8-12 日本橋プラザ2F
大阪府大阪市浪速区日本橋3-8-23
大阪府大阪市浪速区日本橋西1-13 ユニットコム本社ビル5F
大阪府大東市住道2-3-1
大阪府大東市新田旭町3-10
大阪府池田市栄町3-11
大阪府東大阪市高井田本通4-2-7
大阪府東大阪市足代1-17-7
大阪府柏原市大正3-2-31
大阪府八尾市高安町北1-10
大阪府八尾市山本町南1-2-11-2F
大阪府八尾市山本町南4-1-14
大阪府八尾市天王寺屋2-68 ボウルアローハ八尾内
大阪府富田林市若松町西2-1402-1
大阪府豊中市服部豊町1-1-4
大阪府豊中市本町1-8-6
大阪府枚方市岡本町8-18高崎マンション201号室
大阪府枚方市楠葉花園町15-1-331 KUZUHA MALL本館３F
大阪府枚方市楠葉朝日2-3-13
大阪府箕面市半町4-2-33
大阪府門真市大橋町21-35
大阪府和泉市幸2-5-36
兵庫県伊丹市伊丹3-1-48-101号
兵庫県伊丹市荒牧7-11-7
兵庫県伊丹市南野北4-3-4 ディア西伊丹1F
兵庫県加古川市加古川町寺家町177-15
兵庫県加古川市別府町緑町1
兵庫県高砂市米田町米田1122
兵庫県三田市けやき台1-7
兵庫県神戸市垂水区名谷町2269-1
兵庫県神戸市西区北別府1-2-1
兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1 センタープラザ西館3F310-2号室
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
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
兵庫県神戸市長田区大橋町6-1-1-105-1 アスタプラザウエスト
兵庫県西宮市高木東町30-15 ベルメゾン西宮1F
兵庫県西脇市野村町1264 文林書店内
兵庫県赤穂市中広2-8
兵庫県川西市久代6-1-5
兵庫県川西市小戸1丁目3-12-201司ビル
兵庫県丹波市柏原町母坪408-1
兵庫県尼崎市下坂部3-1-70
兵庫県尼崎市昭和南通7-161
兵庫県尼崎市西難波町3-31-8 ユウキビル1F
兵庫県尼崎市潮江1-4-5 プラストいきいき1Ｆ
兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1 塚新東町南館5F
兵庫県尼崎市南塚口町2-1-3 塚口さんさんタウン3番館5Ｆ
兵庫県姫路市井ノ口184-1
兵庫県姫路市書写1019-33 ブックマーケット姫路書写店内
兵庫県姫路市飾磨区今在家1416-1
兵庫県姫路市大津区西土井285-5
兵庫県姫路市東駅前町100番地姫路フォーラスEAST7F
兵庫県姫路市東駅前町54番 ハリマセンタービル3F
兵庫県姫路市東辻井3-3-5
兵庫県姫路市白浜町寺家2-64 株式会社ボッシュ
兵庫県姫路市網干区坂上40-1-2
兵庫県宝塚市旭町2-1-8
兵庫県豊岡市大手町7-30
兵庫県明石市魚住町清水563
奈良県橿原市葛本町491-5
奈良県橿原市醍醐町338-1

075-604-1632
0773-24-8344

0773-24-0078
072-638-0022
072-665-4222
072-657-8869

072-950-6565
072-267-1231
072-675-3373
072-685-1119
072-685-3612
072-668-2244
072-275-6664
072-271-1415
072-270-1508
072-286-3888
06-6914-4894
06-6902-4198

06-4304-4727
072-838-8822
06-6816-8030
072-461-3650
072-368-1591
06-4394-7828

06-6713-9700
06-6676-0077
06-6934-3769
06-6964-7171
06-6584-1283
06-6484-7109

06-6630-7655
06-4700-4774
06-6622-7022
06-4862-4920
06-6195-2841

06-6707-1309
06-6791-7068
06-6793-7118

06-6398-9480
06-6635-2101
06-6644-4694
06-6575-9801

06-6641-1005
06-6633-7338

06-6599-8805
06-6641-1222

06-6644-7979
06-6631-8071
06-6631-7870
06-6635-4662
06-6567-9494

072-875-7038
072-806-8830
072-751-3747
06-6787-1831
06-6727-5177

072-970-0301
072-999-1124
0729-28-1210
072-996-0323
072-949-8966
0721-26-2728
06-6863-6270
06-6840-2400
072-844-2121
072-850-5770

072-851-1525
072-724-0476
072-886-1141
0725-45-2023
072-777-3933

072-784-1900
072-773-6236
079-426-9636
079-437-3121
079-432-8705
079-559-6051
078-798-0855
078-976-7373
078-321-2325
078-599-5775
078-327-5202

078-646-2028
0798-64-2444
0795-23-2125
0791-46-1515
072-758-7210
072-755-1117
0795-72-2229

06-6493-6001
06-6413-1112
06-6430-6228
06-6498-6490
06-6426-2241
06-6427-2910
079-298-1590
079-299-6020
079-231-5850
079-239-6677
0792-21-8230
079-280-2695
079-292-1882
079-246-1207
079-271-5055

0797-85-5218
0796-24-1122
078-939-5933
0744-20-0295
0744-25-2360

ひばりや
カーニバル24 新庄店
TSUTAYA WAY 御所店
開放倉庫 桜井店
ヤマダ アウトレット館 奈良店
ラックス奈良柏木店
TSUTAYA WAY海南店
TSUTAYA WAY岩出店
マナソース 岩出店
TSUTAYA WAY 橋本店
わんぱく新庄店
ＧＥＮＫＩぶらくり丁
カードショップすのめろ
マナソース
カードショップNOAH
JAM倉吉店
Ｖパークジャム鳥取店
Table Game Square "Rise"
カードキングダム米子店
ブックマーケット三刀屋店内トレカタウン三刀屋
ガレージアリオン塩冶店
万代書店 松江店
アリオン学園店
ホビーゾーン松江店
アリオン 浜乃木店
HOBBY ZONE 浜田店
トレカタウン浜田店
ホビーステーション岡山店
フタバ図書 ＭＥＧＡ岡山青江店
カードボックス藤田店
木乃美書房
カードキングダム岡山駅前店
カードボックス岡山駅前店
㈱ビーユーペリカン津高店
ボードウォーク 岡山
カードショップ若院
カードゲームショップオレタン
カードボックス津島店
カードキングダム笠岡店
おもちゃの国 にしおか
古本市場 花の街店
カードショップ トレセン
カードキングダム倉敷児島店
コドモ館 トピア館
廣文館アリオ倉敷店
カードボックス玉島店
コドモ館イオン水島店
カードゲームショップギルド
カード番長 和気店
カードキングダム 呉店
フタバ図書 ＭＥＧＡ祇園中筋店
ホビーゾーン 可部店
ｶｰﾄﾞ&ｸﾞｯｽﾞのおみせ おたからや
CARD BOX広文館サンリブ五日市店
廣文館アルパークブックガーデン
㈱フタバ図書アルティアルパーク北棟店
イエローサブマリン 広島店
ホビーステーション広島店
カードラボ広島店
有限会社 はとや
マイナス・ゼロ
おもちゃのあおき広島店
レプトン出汐店
ワイプ広島駅前店
フタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店
ゲームアーク 三原本店
おもちゃのハラ
おもちゃの城 きり屋
HOBBYSHOP ACP
プラネット 西条中央店
おもちゃのあおき廿日市店
ホビーゾーン尾道店
VIC21 松永店
トレカイダー福山松永店
古本マーケットVIC21 新市店
TSUTAYA ecobooks 啓文社神辺店
カードショップショーケース
チャレンジャー
カメレオンクラブ宇部西岐波店
ホビーショップ シャララト
カードショップとれすて
ふるほん王国
イノセント下関店
トレカタウン岩国店
古本市場 平生店
トイランドさわい
リサイクルショップリプレイ
カードキングダム山口徳山店
カードキングダム イオンタウン周南店
カメレオンクラブ徳山店
フタバ図書GIGA防府店
CARD BOX チャーリーブラウン店
ホビーショップネオ国府店
リブック徳島駅前店
南海ブックス
カードキングダム徳島店
トレカイダー田宮店
桃屋 二軒屋店
カードショップ宴
TVゲームランドゼロ ロックタウン北島店
Ｂｏｏｋ’ｓジュピター
トレカイダー鳴門店
トレカイダー志度店
TSUTAYA宇多津店
HOBBY ZONE 丸亀店
スミレヤ
ゲームアーク 丸亀店
お宝大陸 国分寺店
ペリカン高松店

奈良県橿原市内膳町1-2-7 ひばりやビル3F
奈良県葛城市北花内272-5
奈良県御所市本町97
奈良県桜井市上之庄227-1
奈良県奈良市西九条町5-3-13
奈良県奈良市柏木町456-1 パワーシティ内
和歌山県海南市築地1-1
和歌山県岩出市西野30
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)
和歌山県橋本市妻2-2-25
和歌山県田辺市新庄町1977-4
和歌山県和歌山市雑賀町59
和歌山県和歌山市西高松2-1-1
和歌山県和歌山市太田1丁目6-11 カミタニ第一ビル1Ｆ
和歌山県和歌山市本町２丁目37 ウエデビル2F
鳥取県倉吉市海田西町1丁目167-2
鳥取県鳥取市大杙201-1
鳥取県米子市東山町53 テナント左
鳥取県米子市米原5-3-20 相野ビル1F
島根県雲南市三刀屋町下熊谷1666-2
島根県出雲市上塩冶町2647 アリオン塩冶店2Ｆ
島根県松江市学園1-8-21
島根県松江市学園2-20-23
島根県松江市東朝日町151 イオン松江3Ｆ
島根県松江市浜乃木2-735-2
島根県浜田市港町227-1 ゆめタウン浜田3Ｆ
島根県浜田市周布町イ61-1
岡山県岡山市中区長岡601-1
岡山県岡山市南区泉田２２－３
岡山県岡山市南区藤田560-209 宮脇書店Ｐモール藤田店内
岡山県岡山市南区万倍15-15
岡山県岡山市北区駅前町1-1-10
岡山県岡山市北区駅前町1-8-5 ドレミの街1F
岡山県岡山市北区横井上83-3 イズミヤ4Ｆ
岡山県岡山市北区幸町1-7 大田ビル4F
岡山県岡山市北区大供1-3-8
岡山県岡山市北区大元上町12-23
岡山県岡山市北区津島南1-1-21
岡山県笠岡市笠岡2388 笠岡シーサイドモール1F
岡山県笠岡市中央町23-32
岡山県倉敷市宮前357-1
岡山県倉敷市玉島1368-6
岡山県倉敷市児島駅前2-27 パティオ1Ｆゆめらんど2内
岡山県倉敷市児島駅前2-35 テンマヤハピータウン2F
岡山県倉敷市寿町12-2 アリオ倉敷内2F
岡山県倉敷市新倉敷駅前4-28
岡山県倉敷市水島高砂町3-11 イオンタウン水島ショッピングセンター内
岡山県倉敷市中庄649-5 1F
岡山県和気郡和気町福富613-19
広島県呉市広古新開2-15-18
広島県広島市安佐南区中筋4-11-7
広島県広島市安佐北区可部４丁目1-10 可部プラザ1Ｆ
広島県広島市佐伯区五日市中央2-8-15 2F
広島県広島市佐伯区八幡1-24-17 サンリブ内2F
広島県広島市西区井口明神1-16-1 アルパーク西棟4F
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
広島県広島市中区大手町1-5-15 本通り西ビル1Ｆ
広島県広島市中区大手町1-5-16 大海原ビル1F
広島県広島市中区大手町2-3-1 アニメイトビル3F
広島県広島市中区大手町5-8-30
広島県広島市東区二葉の里2-8-3
広島県広島市南区皆実町2-8-17 ゆめタウン広島店3F
広島県広島市南区出汐1-15-8
広島県広島市南区松原町10-32 宏和14ビル 6F
広島県広島市南区松原町2-22 3Ｆ
広島県三原市皆実1-3-2
広島県庄原市西本町2-19-1
広島県竹原市中央4-5-26
広島県東広島市西条大坪町2-12 新興ﾋﾞﾙ301
広島県東広島市西条中央4-1-1
広島県廿日市市下平良2-2-1 ゆめタウン廿日市3F
広島県尾道市天満町17-23 尾道サティ2階
広島県福山市松永町5-10-27
広島県福山市松永町6-11-38-21
広島県福山市新市町戸手705-1
広島県福山市神辺町川北1533-2F
広島県福山市南蔵王町5丁目15－20
広島県福山市宝町3-19 下江ビル1F
山口県宇部市今村南3-1-4
山口県宇部市西宇部南2-14-23 亀屋ビル2Fテナント
山口県宇部市北琴芝2-7-6 松井ビル101
山口県下関市垢田町1丁目1-1
山口県下関市上条町1-1 上条改良ビル１F
山口県岩国市室の木町1-5-10
山口県熊毛郡平生町平生町588-1
山口県光市室積1丁目7-1
山口県光市島田1丁目13-21
山口県周南市銀南街56番地
山口県周南市古市1-4-1
山口県周南市新宿通4-6
山口県防府市鐘紡町7-1 イオンタウン防府1F
徳島県徳島市金沢1-2-77
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
徳島県徳島市寺島本町西1丁目61-4 ポッポ街セントラルビル2Ｆ
徳島県徳島市中常三島町1丁目3-1 2F
徳島県徳島市南田宮2-2-46
徳島県徳島市南二軒屋町2-3-3
徳島県徳島市八万町大坪91-1
徳島県板野郡北島町高房字川ノ上2-1
徳島県板野郡藍住町奥野字西中須62-1
徳島県鳴門市撫養町大桑島嚀岩浜19-16
香川県さぬき市志度1009-1
香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁3-21
香川県丸亀市新田町150 ゆめタウン丸亀3Ｆ
香川県丸亀市通町24
香川県丸亀市土器町東2丁目10番
香川県高松市国分寺町新居1371-2
香川県高松市三条町字中所608-1 ゆめタウン高松2F

0744-22-3935
0745-69-9550
0745-65-0691
0744-49-3700
0742-50-6133
0742-30-0686
073-483-5631
0736-61-3050
0736-60-3864
0736-39-3380
0739-81-2478
073-422-7338
073-423-5250
073-473-3550
073-488-7249

0858-26-5351
0857-25-5515

0859-30-4328
0859-33-5911
0854-45-5882
0853-23-0040

0852-60-7007
0852-27-7955
0852-60-1500
0852-28-1848

0855-22-0803
0855-27-1134
086-279-6351
086-803-6014
086-296-0003

086-241-1345
086-222-3400
086-232-3267

086-255-2261
086-224-4064
086-238-5967
086-250-1900

086-255-0066
0865-69-1433
0865-62-2727
086-426-7272
086-526-0053
086-474-9488
086-473-7655
086-425-6661
086-525-2725
086-446-5556
086-441-2985
0869-92-0239
0823-36-6318
082-830-0604
082-815-5120
082-921-5264
082-926-1201
082-501-1065
082-270-5733
082-546-2399
082-246-1171

082-259-3919
082-241-7967
082-262-1662

082-250-6123
082-255-9467
082-568-0688
082-568-4774
0848-62-0411
0824-72-0356
0846-22-0688
082-422-8285

082-423-9533
0829-30-8085
0848-21-2750
084-934-3389
084-930-4251
0847-51-5754
084-963-0333
084-945-9800
084-922-7526

0836-51-8922
0836-43-9350
0836-39-6274
083-250-8981
083-222-1280

0827-21-0112
0820-56-1933
0833-78-0276
0833-48-7009
0834-32-2366
0834-33-8569

0834-21-9314
0835-26-0262
088-679-4177
088-642-6660

088-657-6210
088-626-6368
088-656-3823

088-624-8538
088-652-5255

088-635-9660
088-678-9225

088-692-1818
088-684-4333
087-894-8239
0877-56-7507
0877-43-2570
0877-23-4560

0877-22-0990
087-874-3912
087-869-7733

お宝買取団 高松店
カードショップ ＳＩＤＥ３
カードキングダム高松店
まんが堂
ペリカン 三豊店
トレカイダー善通寺店
CARD BOX 宇和島店
トレカイダー今治中央店
ホビーゾーン今治店
リンクスフジヤ
トレカイダー松山椿店
ファミコンショップ ゲームワン
TSUTAYA WILL三津店
トレカイダー松山中央店
アプライド シータショップ 松山店
カードショップキートロ
ジョリーハダ
ホビーゾーン新居浜
トレカショップ ファンクス
トレカイダー東予店
セイワ書店
ブックマーケット・エーツー大洲店
CARD BOX 大洲店
株式会社冒険王 ホビーゾーン 重信店
TSUTAYA安芸店
ゲームアーク 高知店
フリークスプラス
カードショップ フリークス本店
トレカ専門店 SMILE
ブックスあんとく三潴店
ポータル
ゲームショップ ヴィータ
ホビーステーション 久留米店
Ｇ-ＰＲＯＪＥＣＴ古賀店
ペリカン 行橋店
TSUTAYA前原店
トレカ堂 前原店
ボンバーズ宗像店
TSUTAYA AVクラブ 筑紫野店
ハッピートーイ
ファミコンハウス柏の森店
TSUTAYA AVクラブ 神松寺店
グリーンウッド24 姪浜店
シータショップ西福岡店
TSUTAYA AVクラブ 次郎丸店
ケンショク
カードショップ チャンプル
トレカパーク福岡天神店
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
ブックイン金進堂 原田店
カードショップ トレカ王
フィリップ 大橋店
カード素材屋サクサク
カードキングダム博多住吉店
ガジュマル
カードファイト フォレオ博多店
ゲーマーズ博多店
G-PROJECT カードファイト
カードラボ小倉店
ファイヤーボールあるあるCity店
G-PROJECT 折尾本店
おもちゃのあおきモラージュ佐賀店
BRAVE HEARTS(ﾌﾞﾚｲﾌﾞﾊｰﾂ)
銀河堂 武雄店
ほんだらけ相浦店
佐世保ゲーム館 ぴゅあ本店
アイドル佐世保早岐店
おもちゃのあおき大塔トイセンター
アイドル佐世保日野店
おもちゃのあおき本島店
アイドル大村店
おもちゃのあおき夢彩都店
遊ing 城山店
TCG SHOP 中野屋
おもちゃのあおき長崎葉山店
おもちゃのあおき島原店
ファミコンハウス運動公園通り店
もり玩具店
おもちゃのあおき光の森店
FIRE BALL 熊本店
ホビーショップ アグリ
コレクターズショップ ナスカ 大江店
遊ing 浜線店
BOOKSあんとく 荒尾店
おもちゃのあおき八代店
金龍堂八代ファースト文庫
レアル・トマト大分中央店
レアル・トマト大分宮崎店
カードプレイス
レアル・トマト大分本店
ONE-PACKAGEG/T中津店
レアル・トマト別府店
古本市場 豊後高田店
見聞読タナカ吉村店
メディアクラブNISHIKI宮崎店
メディアクラブNISHIKI宮交シティ店
カードショップ＠ほ～む。柳丸店
リバティ 田中書店
見聞読タナカ国富店
ほんだらけ日向店
メディアクラブNISHIKI日向店
見聞読タナカ日南店
ブックセンターリリーズ姶良店
ほんだらけ鹿屋店
カードショップ 彩々
トイパラダイス具志川店
トイマート内間店
おもちゃランド タイム

香川県高松市上福岡町2021-5
香川県高松市多肥上町1417-4
香川県高松市南新町6-3
香川県三豊市山本町財田西309-6
香川県三豊市豊中町本山甲22番地 ゆめタウン三豊2F
香川県善通寺市上吉田町7-7-2
愛媛県宇和島市明倫町4-1-1 三好ビル1-3
愛媛県今治市馬越町4-3-39
愛媛県今治市馬越町4-8-1 イオン今治3F
愛媛県四国中央市三島中央4丁目4-10
愛媛県松山市古川西1-4-10
愛媛県松山市高砂町3-8-1
愛媛県松山市大可賀2-8-15
愛媛県松山市中央2-76-1 BM松山中央店2F
愛媛県松山市天山3-15-10
愛媛県新居浜市西の土居町2-11-19
愛媛県新居浜市西喜光地町11-41
愛媛県新居浜市前田町8-8 イオンモール新居浜2Ｆ
愛媛県新居浜市繁本町5-31 第三越智ビル1F
愛媛県西条市三津屋南7-3
愛媛県西条市三津屋南9-37
愛媛県大洲市東大洲1488-1
愛媛県大洲市東大洲406-101
愛媛県東温市野田3-1-13 フジグラン重信2F
高知県安芸市久世町9-20 スマイルアキ2F
高知県高知市朝倉甲505-10
高知県高知市朝倉甲507-7 ハイツ竹田1F
高知県高知市北本町1-5-15 第二文教ビル1F
福岡県久留米市御井旗崎1-6-50 マミーズ久留米インター店内
福岡県久留米市三潴町早津崎892
福岡県久留米市寺町1-10 大久保ビル1階
福岡県久留米市諏訪野町2722
福岡県久留米市東町上天神田316-2 Emax4F ブックセンタークエストエマックス久留米店内
福岡県古賀市天神1丁目2-7 クオリティ21 2F
福岡県行橋市西宮市3-8-1 ゆめタウン行橋2F
福岡県糸島市高田5-23-6
福岡県糸島市篠原西3-3-41
福岡県宗像市光岡104-3
福岡県筑紫野市塔原東5-11-5
福岡県朝倉市大字堤1088-4
福岡県飯塚市柏の森162-3
福岡県福岡市城南区神松寺2-1-10 長尾センタープラザ2F
福岡県福岡市西区内浜1-7-3 ウエストコート姪浜内
福岡県福岡市早良区原4-26-5-1F
福岡県福岡市早良区次郎丸2-30-1
福岡県福岡市早良区野芥4-45-47
福岡県福岡市中央区警固1-14-1
福岡県福岡市中央区天神2-13-18 天神ホワイトビル2F
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3-4-13 万多札ビル7Ｆ
福岡県福岡市東区原田3-8-3
福岡県福岡市東区八田2-18-15 ふぁみーゆフジノ1号
福岡県福岡市南区向野2-12-30 グランドミュール大橋1Ｆ
福岡県福岡市南区大橋1-8-18 大橋Sビル401
福岡県福岡市博多区住吉1-4-21 STビル1F
福岡県福岡市博多区諸岡1-15-22
福岡県福岡市博多区東那珂1-14-46
福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1 博多バスターミナル7F
福岡県北九州市小倉南区守恒2-1-40
福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-15 あるあるＣｉｔｙ3Ｆ
福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-5 あるあるCity2F
福岡県北九州市八幡西区折尾１-13-8 サンシャイン3F
佐賀県佐賀市巨勢町牛島730 モラージュ佐賀南館2F
佐賀県佐賀市田代1-1-5 カルム佐賀テナントE号室
佐賀県武雄市朝日町大字甘久1453-1
長崎県佐世保市愛宕町159
長崎県佐世保市戸尾町3-7 中村ビル2F
長崎県佐世保市広田3-19-17
長崎県佐世保市大塔町1984
長崎県佐世保市日野町1895
長崎県佐世保市本島町3-9
長崎県大村市大川田町968-3
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
長崎県長崎市新大工町6-24 三根ビル2F
長崎県長崎市葉山1-28-15 S&B葉山ショッピングセンター1F
長崎県島原市田町676-1
長崎県諫早市小船越町1075-2
長崎県諫早市多良見町化屋754-1
熊本県菊池郡菊陽町光の森7-33-1 ゆめタウン光の森本館2F
熊本県熊本市中央区上通町3-33 ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾋﾞﾙ4F
熊本県熊本市中央区新町4-7-2
熊本県熊本市中央区大江1-11-1
熊本県熊本市南区田迎町6丁目3-3
熊本県荒尾市荒尾上川後田4160-2
熊本県八代市建馬町3-1 ゆめタウン八代2F
熊本県八代市大手町2-4-25
大分県大分市顕徳町1-4-3
大分県大分市大字鴛野873-1
大分県大分市南鶴崎3-1-6
大分県大分市日吉町１７番３３号
大分県中津市牛神町1丁目15-7 ＴＫビル1階
大分県別府市餅ヶ浜町9-43
大分県豊後高田市高田2255-1
宮崎県宮崎市吉村町長田甲2358
宮崎県宮崎市大工1-11-32
宮崎県宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ3F
宮崎県宮崎市柳丸町153-1 パティオ柳丸A棟1-1
宮崎県都城市宮丸町3017-8
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄1964
宮崎県日向市亀崎1-25
宮崎県日向市上町13-2
宮崎県日南市吾田東10-6-17
鹿児島県姶良市西餠田288-1
鹿児島県鹿屋市寿5-26-3
鹿児島県鹿児島市下荒田2-7-14 久木留ビル2F
沖縄県うるま市みどり町4丁目8-1
沖縄県浦添市宮城6-14-5 宮城アパート103
沖縄県沖縄市照屋3-3-4

087-813-2188
087-814-6626
087-863-7433

0875-63-4357
0875-63-9660
0877-56-5590
050-3701-4244
0898-34-7053
0898-34-5161
0896-24-2122
089-969-6305
089-911-1481
089-951-7121
089-922-5560
089-915-5571
0897-47-6294

0897-43-2211
0897-47-5495
0897-32-3969

0898-65-6334
0898-64-1995
0893-25-1155
0893-59-1155
089-964-4588
0887-35-7596
088-840-6433
088-844-4466
088-825-4911
0942-27-7023
0942-64-5656
0942-36-5930

0942-30-8117
0942-27-7829
092-942-2202
0930-24-8180
092-323-2956
092-324-6057
0940-34-8030
092-918-5733
0946-22-8716
0948-21-1013
092-874-3577
092-892-1627
092-852-2800
092-866-0323
092-862-2445
092-713-0568
092-739-6175
092-791-9343
092-739-1970

092-622-1288
092-691-2355
092-551-8895
092-562-4250
092-292-3082
092-585-3471
092-483-8173
092-434-6868

093-962-7055
093-541-5055
093-531-0877
093-883-8239

0952-97-9381
0952-97-7388
0954-23-4066
0956-42-3595
0956-25-6645
0956-20-5220
0956-33-7000
0956-28-2800

0956-24-1500
0957-49-0711

095-829-2310
095-861-0202
095-822-6060
095-894-9561
0957-63-2344
0957-24-5743
0957-43-0319
096-233-0610
096-327-5043
096-352-6607
096-372-0777
096-379-4321
0968-66-2668
0965-35-0656
0965-32-3700
097-574-4668
097-569-5963
097-579-6561
097-551-5963

0979-24-1029
0977-75-7888

0978-24-0048
0985-23-5500
0985-23-9139
0985-52-4018
050-1528-3882
0986-27-1250
0985-30-6111
0982-55-7011
0982-52-2417
0987-23-7011
0995-67-7077

0994-40-4044
099-298-1715

098-974-1117
098-878-1881
098-937-9546

CARD BOX 北谷店
さつき書店
カードキングダム那覇店

沖縄県中頭郡北谷町美浜15-68 ドラゴンパレス2F
沖縄県島尻郡与那原町与那原3081
沖縄県那覇市銘苅3-11-18 スカイハイツ １－A

050-1284-7021
098-945-3071
098-862-0778

