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対象店舗様一覧
2014.1.17 更新

都道府県
北海道
青森県
岩手県
秋田県

宮城県

山形県
福島県
茨城県

栃木県

群馬県

千葉県

埼玉県

店舗様名
イエローサブマリン 札幌店
アメニティードリーム札幌店
カードショップ宝島 神居店
カードショップデッキビルダー函館美原店
レッドハウス
ホビースクエアにしなみたけ店
ファッション ロペ未来店
ベンクーガー大館店
カードショップデッキビルダー
カードショップドラッグマスター
有限会社 タンヨ
サニーランドフォルテ店
カードキングダム仙台泉店
ホビーステーション仙台駅前2号店
カードラボ仙台店
アメニティドリーム仙台店
おもしろ市場 栗原店
郷野目ストア桧町店ソフト館
カード・ＴＶゲームショップりらい
わくわくらんど土浦店
カンテラ龍ヶ崎店
カードラボ水戸店
カードショップ さくら
一刻館 宇都宮店
愛好堂 小山店
きんこん館
BOOKs ながしま
コミかる堂 前橋店
カードキングダム伊勢崎店
＠コミかる MEGAドンキ桐生店
ネギシモケイ
コミかる堂 高崎貝沢店
トレジャーキャッツ高崎
コミかる太田店
ホビーステーション千葉駅前店
ブックスエーツー 中山店
カードキングダム千葉店
ホビーステーション松戸
アトラス
ゲーマーズ津田沼店
ワイプ市川北口駅前店
ドキドキ冒険島 君津店
トクジロー津田沼店
アメニティードリーム大宮店
トレジャー×トレジャー カスカベの店
C_ZONE 月
カードショップ・バトラー
一刻館 草加店
越後屋酒店
一刻館 春日部店
アストラ
ふじみ野書店
一刻館 上尾店
ホビーステーション大宮店
一刻館 久喜店
精文堂書店
ホビーステーション川越店

所在地
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三条西3丁目11番地メッセビルＢ1Ｆ
北海道旭川市神居2条11丁目4番9号
北海道函館市美原4-7-23 濱野ビル1F右
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
岩手県陸前高田市竹駒町字相川3-1
秋田県大館市御成町3-3-9
秋田県秋田市泉南3-22-1 サイエービル1F-3号室
秋田県潟上市天王字上江川47-1203
宮城県塩竈市本町6-10
宮城県柴田郡大河原町字小島2-1 フォルテ1F
宮城県仙台市泉区市名坂字原田186
宮城県仙台市青葉区中央3-8-3 ピースビル仙台駅前5Ｆ
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一番町3-1-17 レゼル百反ビル3F
宮城県栗原市金成小迫荒崎22 イオン浪岡ショッピングセンター内
山形県新庄市桧町9-6
福島県福島市太田町14-42 尾形ビル1Ｆ
茨城県土浦市大和町7-20
茨城県龍ケ崎市馴馬町字上米754番地リブラ1F
茨城県水戸市宮町1-2-4 マイムビル1F
茨城県土浦市大和町2-1 パティオビル2Ｆ
栃木県宇都宮市曲師町3-12 シルバービル1F
栃木県小山市西城南3-12-11
栃木県足利市通1-2710
群馬県高崎市箕郷町生原589-4
群馬県前橋市北代田町649-4
群馬県伊勢崎市宮前町173
群馬県桐生市永楽町5-10
群馬県みどり市笠懸町鹿4658
群馬県高崎市貝沢町1282-1
群馬県高崎市下之城町522-12 カーサ･ドマーニ106
群馬県太田市新井町532-5
千葉県千葉市中央区富士見2-2-1
千葉県船橋市本中山4-3-5
千葉県千葉市中央区中央3-4-10 呂久呂ビル2F
千葉県松戸市根本4‐2 ダイエー松戸西口店4階
千葉県市川市南八幡4-5-4 西村ビル2F
千葉県習志野市谷津1-16-1 モリシアビルレストラン5F
千葉県市川市市川1丁目4-10 市川ビルB2F
千葉県君津市東坂田２－７－２
千葉県船橋市前原西1-13-1
埼玉県さいたま市大宮区大門町1-69 武蔵屋ビル5F
埼玉県春日部市中央1-9-4 高元ビル3F
埼玉県川口市北園町12-23 今井荘101
埼玉県さいたま市岩槻区本町3-17-20 高野ビル2F
埼玉県草加市高砂1-2-3
埼玉県八潮市南後谷28番地21号
埼玉県春日部市中央1-7-20
埼玉県久喜市青葉5-1-1
埼玉県ふじみ野市上福岡1-7-6
埼玉県上尾市春日1-47-5
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-4-3 109ビル3Ｆ
埼玉県久喜市久喜中央1-1-20 クッキープラザ205
埼玉県川越市脇田本町6-3
埼玉県川越市新富町2-7-1 原田ビル2F
ファイヤーボール レイクタウン店（越谷店） 埼玉県越谷市東町2-8 イオンレイクタウンMori

一刻館 池袋店
ファイヤーボール秋葉原店
AKIHABARAゲーマーズ本店
アメニティードリーム秋葉原
ホビーステーション 蒲田店
カードキングダム蒲田店
フルコンプ渋谷東口店
ｱﾒﾆﾃｨｰﾄﾞﾘｰﾑ池袋パワー9店
ｲｴﾛｰｻﾌﾞﾏﾘﾝ 池袋ゲームショップ
カードラボ新宿店
カードラボ八王子店
東京都 アメニティードリーム吉祥寺
カード＆カフェ ドリム
カメレオンクラブ久米川店
ホビーステーション×コトブキヤFC立川店
ホビーステーション町田店
ゲーマーズ町田店
カードキングダム 秋葉原駅前店
アメニティードリーム町田店
ブックアニマル梅屋敷店
イエローサブマリンマジッカーズ☆ハイパーアリーナ

神奈川

新潟県
富山県
石川県
山梨県
長野県

岐阜県

ホビーステーション秋葉原3ｒｄ店
ゲーマーズ新宿店
カードキングダム溝の口店
イエローサブマリン丸井溝口店
フルコンプ 横浜店
BESTa 綱島店
ホビーステーション横浜店
おもちゃのﾌｧﾐﾘｱ ﾊﾟﾙﾑ三条店
おもちゃのファミリア原信吉田店
デュエルガルド白山店
デュエルガルドイオン新発田店
おもちゃのバンビ高岡駅南店
Cards of Paradise 金沢工大店
ホビーステーション金沢店
カードラボ甲府店
おもちゃのさいとう
Magic Box
Magic Box 中野店
再起堂書店
おもちゃのマーチ岐阜店
フェイズ大垣店
こども楽園
おもちゃ人形のひだや
コレクターショップまにまに
ハウマッチジョイタイム清水岡町店
トレカショップねくすと
カードラボ静岡店
カードラボ浜松店
マスターズギルドなゆた
トレーディングカードゲームショップ コロッサス

静岡県 サーティー清水店
おもちゃのポッポ
本の王国すまいるキング浜松雄踏店
マスターズギルド
Judgment
アサヒ堂 東田中店 JOY3
サンエイト沼津
すまいるキング知多店
カードラボ名古屋駅前店
ポストホビーすまいるキング豊田吉原店
カードブランチ藤が丘店
トレーディングカードゲームショップ193
(有）ピッコロ本店
ファミコンプラザ2蒲郡店
ホビーステーションエルシティ刈谷店
ホビーステーション 名古屋ささしま店
おもちゃのハヤカワ 六番町店
イエローサブマリン名古屋GAME SHOP
愛知県
アドバンテージ上前津店
カードブランチ金山店
カード・ブランチ本山店
すまいるキング 高蔵寺店
後藤商店
マジカルガーデン豊橋店
フェイズ千種店
ホビーステーション イオンタウン有松店
フェイズ新瑞橋店
アメニティードリーム大須店
すまいるキング刈谷店

東京都豊島区東池袋1-12-10 ヤンズビル6F
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1-14-7 宝田ビル
東京都千代田区外神田1-11-6 小暮ビル6F
東京都大田区西蒲田7-4-4 小山第2ビル2F
東京都大田区蒲田5-25-1 岩崎ビル1F
東京都渋谷区渋谷2-22-11 フランセ奥野ビル4F
東京都豊島区東池袋1-31-1 バロックコート池袋3F
東京都豊島区東池袋1-15-1 真下ビル2Ｆ
東京都新宿区新宿3-17-17 アニメイト新宿店Ｂ2Ｆ
東京都八王子市中町2-1 八王子グランド東京ビル新館1Ｆ
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-13-4 テレーズ眸ビル3F
東京都調布市仙川町1-4-29
東京都東村山市栄町2-4-1 グラントルム壱番館2F
東京都立川市曙町1-31-2 遠藤創進ビル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4-5-8 町田レガロビル２Ｆ
東京都千代田区外神田1-14-7 秋葉原野村ビル3F・4F
東京都町田市原町田6-20-10中野屋ビル3F
東京都大田区大森中2-2-10
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1-10-11 森ビル3Ｆ
東京都渋谷区代々木2－10－1 新宿サンセイビル4階
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
神奈川県横浜市港北区綱島西2-5-13梅島ニックハイム綱島第7 1Ｆ
神奈川県横浜市西区南幸2-14-6 横浜南幸ＮＹビル3Ｆ
新潟県三条市神明町2-1 パルムビル2-1階
新潟県燕市吉田東栄町13-15
新潟県新潟市中央区白山浦2丁目198 高友ビル１
新潟県新発田市住吉町5-11-5
富山県高岡市赤祖父387
石川県野々市市高橋町14-43
石川県金沢市竪町24 BELSEL 3F
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
長野県小諸市相生町1-3-1 ひしや本店3F
長野県中野市吉田1280-38
長野県須坂市須坂南横町1612
岐阜県岐阜市鏡島南1-11-1
岐阜県大垣市三塚町字鶴舞1123-6
岐阜県多治見市本町4-60
岐阜県瑞浪市土岐町26-1
岐阜県岐阜市東明見町11
静岡県静岡市清水区岡町6-1
静岡県浜松市西区入野町16101-8 南平台マンション105
静岡県静岡市葵区呉服町1-6-11 呉服町ビル3Ｆ
静岡県浜松市中区鍛冶町1番39 ピンストライプビル1Ｆ
静岡県浜松市浜北区貴布祢3000番 なゆた浜北110区画
静岡県静岡市葵区平和3-18-8
静岡県静岡市清水区真砂町1-47
静岡県島田市中央町1897-1
静岡県浜松市西区雄踏2丁目11-35
静岡県浜松市中区上島6-1-41
静岡県浜松市東区大瀬町2397
静岡県御殿場市東田中2-10 2F
静岡県沼津市五月町4-20
愛知県知多市新知東町2-1 夢屋書店2F
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
愛知県名古屋市中村区竹橋町5-12 イトゼンビル1F
愛知県豊川市開運通1-27
愛知県蒲郡市丸山町6-27
愛知県刈谷市高倉町2-601 エルシティ刈谷ショッピングセンター2F
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
愛知県名古屋市熱田区四番1-15-15
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
愛知県名古屋市千種区猫洞通5-15 MSビル2F北
愛知県春日井市中央台1-1-2 本の王国2F
愛知県津島市橋詰町1-35
愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺41-16
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
愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏200番地 イオンタウン有松3F
愛知県名古屋市南区菊住1-4-13 エレガンス笠原2F6号
愛知県名古屋市中区大須3-30-60 ＯＳＵビル301-2Ｆ
愛知県刈谷市若松町2-101 みなくる刈谷2F

滋賀県 かまくらや
ゲームショップブリックス
株式会社 あさだ

滋賀県草津市東矢倉2-1-1 磯村荘3号
京都府京都市右京区西院三蔵町26-1
京都府京都市下京区西七条南東野町3
ホビーステーション イオンモールKYOTO店 京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地-14020
京都府
イエローサブマリン京都
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
しゃちる古本屋
京都府福知山市駅前町377
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
ホビー＆リサイクルゆうゆう
三重県鈴鹿市稲生4-17-28
ガーディナー津西店サムライパンチ
三重県津市八町3-4-3
三重県
本の王国文化センター前店
三重県津市一身田上津部田字ロノ坪１１５－１
フェイズ四日市店
三重県四日市市富田2丁目13-2
再楽Ｒｅプラス奈良本店
奈良県奈良市西九条町5-3-13
奈良県
カーニバル24 新庄店
奈良県葛城市北花内272-5
CARDBOX高槻店
大阪府高槻市北園町14-11 GR高槻ビル3F
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
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
ホビーステーション天王寺店
大阪府大阪市天王寺区悲田院町8-11 新和興産ビル6階602号
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
アメニティードリームなんば2号店
大阪府大阪市浪速区難波中2-1-7 難波東ビル3F
イエローサブマリンなんば店
大阪府大阪市浪速区日本橋3-8-23
BIG MAGIC なんば店
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日本橋4-15-18 亀井ビルコトブキヤ日本橋店内4F
大阪府 ホビーステーション日本橋
カーパル 1号店
大阪府大阪市浪速区難波中2-4-4
すみの玩具
大阪府池田市栄町3-11
カードビート
大阪府枚方市岡本町8-18高崎マンション201号室
カードキングダム布施店
大阪府東大阪市足代1-17-7
エンゼル
大阪府守口市大久保町3丁目2-23-6
デュエルフィールド鴫野店
大阪府大阪市城東区鴫野西4-10-14
ハリケーン心斎橋店
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
カードキングダムなんば店
大阪府大阪市浪速区難波中2-2-20 辻村ビル3F
マナソース
和歌山県和歌山市太田1丁目6-11 カミタニ第一ビル1Ｆ
和歌山県岩出市森126
和歌山 マナソース 岩出店
カードショップNOAH
和歌山県和歌山市本町２丁目37 ウエデビル2F
イエローサブマリン三宮
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
ファミコンショップベアーズ
兵庫県神戸市西区北別府1-2-1
ファミザウルス伊丹店
兵庫県伊丹市伊丹3-1-48-101号
兵庫県 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
ジョイランド柏原店
兵庫県丹波市柏原町母坪408-1
ロイヤル網干店
兵庫県姫路市網干区坂上40-1-2
TSUTAYA 太子店
兵庫県揖保郡太子町東出250-5
Ｖパークジャム鳥取店
鳥取県鳥取市大杙201-1
鳥取県倉吉市海田西町1丁目167-2
鳥取県 JAM倉吉店
カードキングダム米子店
鳥取県米子市米原5-3-20 相野ビル1F
ﾎﾋﾞｰｽﾃｰｼｮﾝ岡山運動公園店
岡山県岡山市北区津島新野1-5-28
GAMESHOP WiZ
岡山県岡山市北区野田屋町1丁目3-3 岡ビル1F
木乃美書房
岡山県岡山市南区万倍15-15
カードゲームショップオレタン
岡山県岡山市北区大元上町12-23
岡山県岡山市中区長岡601-1
岡山県 ホビーステーション東岡山店
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
メディア21 Ｐモール 藤田店
岡山県岡山市南区藤田560-209
カードキングダム岡山駅前店
岡山県岡山市北区駅前町1-1-10
メディア２１ 玉島店
岡山県倉敷市新倉敷駅前4-28
島根県 ブックマーケット三刀屋店内トレカタウン三刀屋 島根県雲南市三刀屋町下熊谷1666-2
広島県広島市中区大手町1-5-16 大海原ビル1F
ホビーステーション広島店
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
おもちゃん
広島県広島市佐伯区利松1-26-15
広島県広島市東区二葉の里2-8-3
広島県 マイナス・ゼロ
HOBBYSHOP ACP
広島県東広島市西条大坪町2-12 新興ﾋﾞﾙ301
広島県広島市南区松原町10-32 宏和14ビル 6F
ワイプ広島駅前店
カードキングダム 呉店
広島県呉市広古新開2-15-18
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
山口県周南市銀南街56番地
山口県 カードキングダム山口徳山店
山口県下関市豊前田町3-2-7 下関第一ビル2F
G-PROJECT下関店

カードキングダム高松店
香川県 シータショップ 高松店
スミレヤ
カードキングダム徳島店
リブック徳島駅前店
徳島県
南海ブックス
桃屋 二軒屋店
スポーツカードファンクス
愛媛県 メディアショップキートロ
ブックス遊マック大洲店
カードファイト フォレオ博多店
ちんぷい堂
ファイヤーボールあるあるCity店
Ｇ－ＰＲＯＪＥＣＴ
FIRE BALL 福岡本店
福岡県
Ｇ-ＰＲＯＪＥＣＴ古賀店
ゲーマーズ博多店
ちとせや
ホビーステーション 久留米店
ホビーステーション天神店
アイドル佐世保日野店
長崎県 佐世保ゲーム館 ぴゅあ本店
TCG SHOP 中野屋
熊本県 FIRE BALL 熊本店
沖縄県 カードキングダム那覇店

香川県高松市南新町6-3
香川県高松市南新町11-7
香川県丸亀市通町24
徳島県徳島市中常三島町1丁目3-1 2F
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
徳島県徳島市南二軒屋町2-3-3
愛媛県新居浜市泉宮町2-35
愛媛県新居浜市萩生688-1
愛媛県大洲市東大洲117番地
福岡県福岡市博多区東那珂1-14-46
福岡県春日市天神山6-18 第一天神山コーポ101
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
福岡県福岡市中央区天神3－9－35 Nﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾋﾞﾙ4階
福岡県古賀市天神1丁目2-7 クオリティ21 2F
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
福岡県福岡市南区若久6丁目1-25 サンワビル104
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
福岡県福岡市中央区天神2-8-215 積文館書店新天町本店3Ｆ
長崎県佐世保市日野町1895
長崎県佐世保市戸尾町3-7 中村ビル2F
長崎県長崎市新大工町6-24 三根ビル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
沖縄県那覇市銘苅3-11-18 スカイハイツ １－A

