
店舗名 都道府県 住所

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

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

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

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

カードキングダム釧路店 北海道 釧路市 芦野５丁目３０ - ２２

TSUTAYA上江別店 北海道 江別市 上江別427-1

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

ブックオフトレカ5号札幌宮の沢店 北海道 札幌市手稲区 西宮の沢５条２丁目１１ - １５

おもちゃの平野 北海道 札幌市西区 山の手三条一丁目3-2

ブックオフ札幌南2条店 北海道 札幌市中央区 南２条西１ - ３

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

トーナメントセンターバトロコ札幌大通 北海道 札幌市中央区 南２条西２丁目 - ７ Mパークビルディング４階

トーナメントセンターバトロコ札幌狸小路 北海道 札幌市中央区 南3条西4-12-1 アルシュ4F

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

アメニティードリーム札幌店 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

スポーツカード&カードゲームショップミント札幌店 北海道 札幌市中央区 南３条西4-12-1　アルシュビル4F

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

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

TSUTAYA札幌菊水店 北海道 札幌市白石区 菊水３条5-2-25

ゲームアーク宝島 麻生駅前店 北海道 札幌市北区 北４０条西５丁目５ - ２０石橋ビル2F

TSUTAYA室蘭店 北海道 室蘭市 中島本町１丁目１ - ６

カードショップ宝島千歳店 北海道 千歳市 花園5-6-7

バトロコミニ帯広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

カードショップパブリック北海道 北海道 滝川市 本町1-1-4

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

TSUTAYA函館白鳥店 北海道 函館市 田家町１６ - ３５

函館　蔦屋書店 北海道 函館市 石川町85-1

カードショップMana 北海道 北見市 美芳町5-5-15

カルチャー城東店 青森県 弘前市 城東北1-9-12

萬屋大清水店 青森県 弘前市 大清水１丁目９ - ２０

TSUTAYA弘前店 青森県 弘前市 高田2-1-1

(有)工藤模型 青森県 青森市 橋本3-4-1

TSUTAYA青森中央店 青森県 青森市 東大野２丁目８ - ４

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

トミー下長店 青森県 八戸市 下長3丁目4－17

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

駄菓子のたまや 岩手県 岩手郡 雫石町長山猿子11-30 グリーンガレージ2F

トレカショップ ジョニー 岩手県 盛岡市 青山3-3-50

有限会社 タンヨ 宮城県 塩釜市 本町6-9

シーガル大和町店 宮城県 仙台市若林区 志波町18-23

TSUTAYAヤマト屋書店 仙台八幡店 宮城県 仙台市青葉区 八幡３丁目１ - ５０

シーガル仙台駅前店 宮城県 仙台市青葉区 中央３丁目６ - １ 仙台TRビル西館地下1階

フルコンプ仙台駅前店 宮城県 仙台市青葉区 中央２丁目１ - ２７ Ever-i中央ビル3F

カードラボ仙台店 宮城県 仙台市青葉区 中央４丁目１ - １　仙台駅前イービーンズ　8F

ホビーステーション仙台駅前店 宮城県 仙台市青葉区 中央4-1-1　仙台駅前イービンズ4F

ブックオフスーパーバザー仙台泉古内店 宮城県 仙台市泉区 古内新坂の上34 - ６

シーガル泉中央店 宮城県 仙台市泉区 泉中央１丁目２ - ７

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

シーガル名取店 宮城県 名取市 増田5-16-49

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

R-SHOP 秋田県 秋田市 広面土手下113-1F

カードショップ アビス 秋田県 大館市 常盤木町12-24

お宝弁財天 feat.パンドラ 秋田県 大仙市 大曲白金町１１ - ３

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

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

TENDO八文字屋 山形県 天童市 鍬ノ町2-3-43

ブックエース小名浜住吉店 福島県 いわき市 小名浜住吉花木内1-1

ブックエース上荒川店 福島県 いわき市 平上荒川島田5

TSUTAYA BOOKSTORE AIZU 福島県 会津若松市 門田町大字黒岩大坪 - ２１

トイスかんの 福島県 郡山市 駅前2-7-17

カードゲームのシーガル郡山店 福島県 郡山市 駅前１丁目１６ - ７

TSUTAYA須賀川店 福島県 須賀川市 陣場町147

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

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


