
店舗名 都道府県 住所

CREATIVE STYLE 滋賀県 近江八幡市 鷹飼町179　AQUA21内1F

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

TSUTAYA BOOK STORE 水口 滋賀県 甲賀市 水口町水口6048-1　西友水口店1F

189ドラゴン☆ 滋賀県 草津市 東矢倉2-5-36-1F

カードショップWiZ 滋賀県 草津市 野路町 - ６５９ - １アベニール2F

かまくらや 滋賀県 草津市 東矢倉2-1-1　磯村荘3号

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

トレカショップVOW 滋賀県 大津市 皇子が丘２丁目１０ - ２７　西大津ISビル3階東

ゲームプラザ元気３０２ 滋賀県 大津市 今堅田2丁目40-25

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

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

カードボックス京都ファミリー店 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

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

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

ドラゴンスター京都店 京都府 京都市下京区 真苧屋町195　福井ビル2F

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

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

ドラゴンスター京都河原町店 京都府 京都市中京区 東側町５０３ - １６

アメニティードリーム京都店 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

カードラボ　アバンティ京都店 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6F

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

カードラボ アバンティ京都店 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6F

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

大垣書店　伏見店 京都府 京都市伏見区 羽束師菱川町334-1

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

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

TOY COMP茨木店 大阪府 茨木市 双葉町6-1　2Ｆ

イーフォーラム河内長野店 大阪府 河内長野市 西之山町1-2

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

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

駿河屋高槻トレカ館 大阪府 高槻市 高槻町１５ - ２高槻唐崎屋ビル2F

ディスカウント BAN BAN 大阪府 高槻市 西真上1丁目31-2-1Ｆ

トイコンプ堺店 大阪府 堺市堺区 大仙西町6-184-1

ジュークボックス 大阪府 堺市北区 蔵前町１丁７ - １１ 金岡Eビル101B

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

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

カードラボ天王寺店 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

TSUTAYAあべの橋店 大阪府 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２丁目１ - ３４

プロジェクトコア阿倍野店 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

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

あっぷる　今福店 大阪府 大阪市城東区 今福東1-11-27

カード王 大阪府 大阪市中央区 西心斎橋２丁目１０ - ３２スマイルステップ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

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

カードショップふらっと 大阪府 大阪市北区 中津１丁目２ - ２１　共栄ファイブビル601号

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

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

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

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

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

プレイズ大阪日本橋本店 大阪府 大阪市浪速区 日本橋３丁目７ - ６　1F・2F

カードラボなんば店 大阪府 大阪市浪速区 日本橋3-8-16-B1

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

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

イエローサブマリンなんば本店 大阪府 大阪市浪速区 難波中2-1-3　川合ビル

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

ドラゴンスター日本橋2号店 大阪府 大阪市浪速区 難波中2-1-17 コスモビル6F

カードラボなんば2号店 大阪府 大阪市浪速区 難波中2-6-1　壽ビル2F

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

カードボックス 日本橋店 大阪府 大阪市浪速区 難波中2-5-12 難波ビル2F

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

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



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

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

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

トイコンプ住道店 大阪府 大東市 住道2-3-1

すみの玩具 大阪府 池田市 栄町3-11

カードキングダム布施店 大阪府 東大阪市 足代1-17-7

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

岡部玩具店 大阪府 豊中市 服部豊町1-1-4

BOOKOFF SUPER BAZAAR 307号枚方池之宮店 大阪府 枚方市 池之宮1-2-50

TSUTAYA BOOK GARAGE 枚方ベルパルレ 大阪府 枚方市 宮之阪4-28-12

デューク書店 大阪府 箕面市 半町4-2-33

Book oFF お宝大陸和泉中央店 大阪府 和泉市 いぶき野５丁目６ - １７

ファミザウルス伊丹店 兵庫県 伊丹市 伊丹3-1-48-101号

サンクス　バラ公園店 兵庫県 伊丹市 荒牧7-11-7

CARD BEST 兵庫県 伊丹市 南野北4-3-4　ディア西伊丹1F

古本市場　加古川別府店 兵庫県 加古川市 別府町緑町1

トレカポケット浜の宮駅前店 兵庫県 加古川市 尾上町口里 - ４０ - １１浜の宮ビル103

TSUTAYA三木店 兵庫県 三木市 末広３丁目１５ - ２６

パルネット小野店 兵庫県 小野市 王子町888-1

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

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

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

トレカ専門店スーパートレ☆スタ神戸三宮店 兵庫県 神戸市中央区 三宮町２丁目１１ - １ センタープラザ西館3F 311

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

トレカパーク三宮店 兵庫県 神戸市中央区 三宮町2-11-1 センタープラザ西館3階 310-2号室

御影市場旨水館BungBung 兵庫県 神戸市東灘区 住吉宮町３丁目１５ - １８ 昴ビル3階N

トレカタウン西脇店 兵庫県 西脇市 野村町1264　文林書店内

TSUTAYAフレスポ赤穂店 兵庫県 赤穂市 中広2-8

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

ビデオインアメリカ尼崎店 兵庫県 尼崎市 西難波町３丁目３０ - １５

カードキャッスル 兵庫県 姫路市 南駅前町 1-1-202

遊楽舎　姫路花田店 兵庫県 姫路市 花田町上原田 - ２ - １　ブックワン2F

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

イエローサブマリン姫路店 兵庫県 姫路市 亀井町52 外川ビル３F

トレカショップ竜のしっぽ 姫路店 兵庫県 姫路市 駅前町 - ２５４　姫路駅前ビル2F-B

カードボックス姫路店 兵庫県 姫路市広畑区 夢前町１丁目１

エディオン姫路店 兵庫県 姫路市飾磨区 今在家1416-1

ラックス橿原店 奈良県 橿原市 醍醐町338-1

カードボックス橿原店 奈良県 橿原市 十市町1222-1

カードボックス奈良本店 奈良県 奈良市 富雄北1-1-5

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

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)

わんぱく新庄店 和歌山県 田辺市 新庄町1977-4

カードショップNOAH 和歌山県 和歌山市 本町2丁目40番地 聖-ソレイユビル地下1階

ブックオフ プラス和歌山国体道路店 和歌山県 和歌山市 小雑賀725

マナソース和歌山駅前店 和歌山県 和歌山市 太田１丁目１４ - １１　オオトヨビル6F

ＧＥＮＫＩぶらくり丁 和歌山県 和歌山市 雑賀町59


