
店舗名 都道府県 住所

カードショップ ヴェルデ 岐阜県 安八郡 神戸町川西45-1

宝島 可児店 岐阜県 可児市 広見６丁目 - ９８

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

フェイズ 岐阜店 岐阜県 岐阜市 吉野町5-14　深尾ビル

花火屋 岐阜県 岐阜市 万代町１－１

Little Spell 岐阜県 郡上市 白鳥町白鳥157-34

おもちゃ人形のひだや 岐阜県 瑞浪市 土岐町26-1

こども楽園 岐阜県 多治見市 本町4-60

ブックタウン多治見店 岐阜県 多治見市 音羽町2-79-11

宝島 多治見店 岐阜県 多治見市 若松町２丁目 - ２３ - １

フジサンパーク 岐阜県 大垣市 上面4-6

あさひや 岐阜県 美濃市 千畝町2826-2

メディアポリス 伊豆の国大仁店 静岡県 伊豆の国市 吉田395

メディアポリス御殿場店 静岡県 御殿場市 東田中2-2-1

TSUTAYAすみや三島店 静岡県 駿東郡清水町 玉川１５７ - １

サンエイト沼津 静岡県 沼津市 五月町4-20

Bamboo Paddy 静岡県 焼津市 小川2789-2F

駿河屋 静岡本店 静岡県 静岡市 葵区紺屋町8-1　JADE紺屋町ビル3階

TSUTAYA静岡流通どおり店 静岡県 静岡市葵区 千代田７丁目９ - ２８

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

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 静岡市葵区 平和3-18-8

トレーディングカードSHOPマスティー 静岡県 静岡市葵区 羽鳥6丁目3-15

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

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

デュエルキング 静岡県 磐田市 二之宮東2-3

TSUTAYA曳馬店 静岡県 浜松市中区 曳馬５丁目１８ - ３０

カードラボ浜松店 静岡県 浜松市中区 鍛冶町1番39　ピンストライプビル1Ｆ

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 浜松市中区 鍛冶町15　ザザシティ浜松西館B1

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

ふるいちイオンモール浜松市野店 静岡県 浜松市東区 天王町字諏訪1981-3　イオンモール浜松市野2F

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

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

ブックオフプラス浜北店 静岡県 浜松市浜北区 本沢合 - ８０５

ファミーズ　ブックワン 静岡県 富士宮市 宮北町67-1

TSUTAYA富士八幡町店 静岡県 富士市 八幡町４ - １２

プレイズ安城店 愛知県 安城市 新田町小山西60-1

ファミコンプラザ里町店 愛知県 安城市 里町東山ノ田138

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

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

宝島 一宮店 愛知県 一宮市 大和町馬引古宮 - ３２ - １

宝島 稲沢店 愛知県 稲沢市 朝府町３ - ２２

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

ゲームプラザ33岡崎店 愛知県 岡崎市 井ノ口町河原西31-1

TSUTAYA岡崎大樹寺店 愛知県 岡崎市 鴨田町字広元270

TSUTAYAウィングタウン岡崎店 愛知県 岡崎市 羽根町字小豆坂3番地　ウィングタウン内

ブックオフスーパーバザー248号西友岡崎店 愛知県 岡崎市 戸崎町越舞２ - １

TSUTAYA岡崎牧御堂店 愛知県 岡崎市 牧御堂町水洗20

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

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

尾張堂 愛知県 江南市 東野町神田101番地

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

宝島 高蔵寺店 愛知県 春日井市 中央台１丁目 - 本の王国2F

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

宝島 小牧店 愛知県 小牧市 小牧原新田鷹之橋701-1

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

トレカプラザ55西尾店 愛知県 西尾市 矢曽根町長配8　フィールいつも１階

お宝創庫共和店 愛知県 大府市 共栄町7-9-14



宝島 長久手店 愛知県 長久手市 香桶 - １０１

後藤商店 愛知県 津島市 橋詰町1-35

TSUTAYA新津島店 愛知県 津島市 片岡町60

カードショップホビビ 赤池店 愛知県 日進市 赤池１丁目 - ２８１２

プレイズ半田店 愛知県 半田市 山代町1-106-7　三栄ビル1F

カードアカデミア 愛知県 豊橋市 南栄町字空池43-15

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

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

ホビーマーケットさとう店 愛知県 豊橋市 佐藤3-15-8

(有）ピッコロ本店 愛知県 豊川市 開運通1-27

お宝創庫　豊田店 愛知県 豊田市 下市場町4-17-1

カードショップホビビ 豊田VITS店 愛知県 豊田市 西町５丁目 - ５　ＶＩＴＳ豊田タウン２Ｆ

宝島 師勝店 愛知県 北名古屋市 高田寺東の川 - ３３

三洋堂書店　新開橋店 愛知県 名古屋市瑞穂区 新開町１８ - ２２

プレイズ堀田店 愛知県 名古屋市瑞穂区 新開町5-16 お宝創庫堀田店内

softstationチャンプ 愛知県 名古屋市西区 新道2-6-9

カード・ブランチ本山店 愛知県 名古屋市千種区 猫洞通5-15　MSビル2F北

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

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

WonderLiz 愛知県 名古屋市中区 大須３丁目３１ - ２２　CForestⅡ2-A

イエローサブマリン名古屋GAME SHOP 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

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

トレカプラザ55大須アメ横店 愛知県 名古屋市中区 大須３丁目３０ - ８６ 第1アメ横ビル2F

トレカプラザ55上前津店 愛知県 名古屋市中区 大須3-46-9 不二家ビル2F

DiceRoll 愛知県 名古屋市中区 大須４丁目２ - ４７赤門ビル3F DiceRoll

ホビーステーション名古屋大須本店 愛知県 名古屋市中区 大須3-32-23 Zeque大須6階

NextPro名古屋大須店 愛知県 名古屋市中区 大須３丁目１１ - １９　OAシステムプラザ5F

ホビーステーション大須万松寺通店 愛知県 名古屋市中区 大須3-31-2 マルフジビル1F・2F

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

アメニティードリーム大須店 愛知県 名古屋市中区 大須3-30-60 ＯＳＵビル301-2Ｆ

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

NextPro大須2号店 愛知県 名古屋市中区 大須３丁目３１ - ４２ 日雄ビル3F

ホビーステーション名駅2号店 愛知県 名古屋市中村区 椿町19-7　チサンマンション椿町1F

MetaGames 愛知県 名古屋市中村区 椿町１９ - １３カニエビル5F

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

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

竜星の嵐　名古屋店 愛知県 名古屋市中村区 椿町21-5 桜木ビル3F

トレカチャンピオン名駅店 愛知県 名古屋市中村区 椿町１９ - １３

カードショップ もののふ 愛知県 名古屋市天白区 野並3-197　スライプ野並1F

(有)ピュア　アニメリア 愛知県 名古屋市北区 成願寺1-1-6

パピー弥富店 愛知県 弥富市 鯏浦町南前新田7-1

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

おもちゃのナカヤ 三重県 亀山市 東町2-1-11

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

フェイズ四日市店 三重県 四日市市 富田2-13-2

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

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

サムライパンチ津西店 三重県 津市 神納48-3

ネクスト･ワン名張本店 三重県 名張市 夏見3303

トレカライフ 三重県 鈴鹿市 庄野共進3-5-53

ゲームショップ　フリーダム 三重県 鈴鹿市 大池3-9-36　スプリームマンション1Ｆ西口

TSUTAYA鈴鹿中央通店 三重県 鈴鹿市 算所町 - 山之相４１７-１

サムライパンチ鈴鹿店 三重県 鈴鹿市 算所5-2-9

零式書店　鈴鹿店 三重県 鈴鹿市 白子3-17-1

光のハコ舟 三重県 鈴鹿市 末広東1-30　DIAMOND-1A


