
店舗名 都道府県 住所

ゲームショップ ヴィータ 福岡県 久留米市 諏訪野町2722

ブックスあんとく三潴店 福岡県 久留米市 三潴町早津崎892

トレカショップTSURUYA 福岡県 久留米市 東町33-9　鷲崎ビル3F南号室

ポータル 福岡県 久留米市 寺町1-10 　大久保ビル1階

Ｇ-ＰＲＯＪＥＣＴ古賀店 福岡県 古賀市 天神1丁目2-7　クオリティ21　2F

TSUTAYAコスタ行橋店 福岡県 行橋市 西泉6-1-1

TSUTAYA BOOK GARAGE福岡志免 福岡県 糟屋郡志免町 田富１丁目１ - １

TCG専門店カードショップわいずまん 福岡県 大野城市 下大利１丁目９ - ６ 2F

カードショップSASAYA 福岡県 筑紫野市 針摺中央２丁目１７ - １大熊ビル1F

TSUTAYA積文館書店 八女店 福岡県 八女市 大島 - １８２ - １

元野木書店 福岡県 飯塚市 飯塚１８ - ３

superトレスタ福重店 福岡県 福岡市西区 拾六町１丁目４ - ２４９ - １

カードキングダム福岡藤崎店 福岡県 福岡市早良区 高取2-2-14　藤崎駅前ビル１Ｆ

ホビーステーション天神店 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

オレタン福岡天神店 福岡県 福岡市中央区 天神３丁目２ - ２２河村天神荘ビル3F

カードラボ福岡天神店 福岡県 福岡市中央区 天神1-9-1　ベスト電器福岡本店8F

イエローサブマリン マジッカーズ福岡店 福岡県 福岡市中央区 天神2-7-14 天神シティビル３F

カードサイクル 福岡県 福岡市南区 大橋4-23-1　武井ビル1F

カードキングダム博多住吉店 福岡県 福岡市博多区 住吉1-4-21　STビル1F

カードラボ　博多マルイ店 福岡県 福岡市博多区 博多駅中央街９ - １　7階

ドラグーン博多 福岡県 福岡市博多区 博多駅前1-3-22　かき善ビル4F

竜星の嵐　小倉駅前店 福岡県 北九州市 小倉北区京町3-1-1　セントシティ　11階

カードラボ小倉店 福岡県 北九州市小倉北区 浅野2-14-15　あるあるＣｉｔｙ3Ｆ

G-PROJECT本店 福岡県 北九州市八幡西区 藤田4-2-18　横尾ビル3F

カードボックス黒崎 福岡県 北九州市八幡西区 西曲里町３ - １イオンタウン黒崎店2F

カードショップ ラノワール 佐賀県 佐賀市 高木瀬東3-20-20

BRAVE HEARTS(ﾌﾞﾚｲﾌﾞﾊｰﾂ) 佐賀県 佐賀市 田代1-1-5　カルム佐賀テナントE号室

ゲームセンターRX 長崎県 壱岐市 郷ノ浦町柳田触 - 460-3

アイドル佐世保早岐店 長崎県 佐世保市 広田3-19-17

ホビーショップワールドキング長崎 長崎県 佐世保市 指方町1864番地２Ｆ

ブックオフ　アクロスプラザ佐世保店 長崎県 佐世保市 藤原町２０ - ７　アクロスプラザ佐世保　2階

TSUTAYA 遊ING 城山店 長崎県 長崎市 城山町5-23

遊ING浜町店 長崎県 長崎市 浜町２ - ３３

おもちゃのあおき夢彩都店 長崎県 長崎市 元船町10-1　夢彩都2F

おもちゃのあおき　西友道の尾店 長崎県 長崎市 葉山1-6-10　西友道の尾店2F

カードショップ ヤシロ 長崎県 諫早市 多良見町化屋754-1

ホビーショップ アグリ 熊本県 熊本市中央区 新町4-7-2

カードショップ＠ほ～む。熊本店 熊本県 熊本市中央区 水前寺5-24-16

遊ING熊本上通り店 熊本県 熊本市中央区 上通町6-15　t-Fourビル4･5F

トレカ王国 熊本県 熊本市東区 東町３丁目３ - ３　2F

BOOKSあんとく 荒尾店 熊本県 荒尾市 荒尾４１６０ - ２

おもちゃのあおきイオンモール熊本店 熊本県 上益城郡 嘉島町上島2232番地　イオンモール2F

金龍堂八代ファースト文庫 熊本県 八代市 大手町2-4-25

カードプレイス大分店 大分県 大分市 府内町2-5-40　盛文堂ビル4F

レアル・トマト大分中央店 大分県 大分市 顕徳町1-4-3

カードプレイス鶴崎店 大分県 大分市 南鶴崎3-1-6

レアル・トマト別府店 大分県 別府市 餅ヶ浜町9-43

トレカ専門店スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 宮崎県 宮崎市 広島２丁目５ - ２７ 第2小田ビル205

トレカ専門店　トレ☆スタ 宮崎県 宮崎市 恒久908

カードショップ＠ほ～む。宮崎店 宮崎県 宮崎市 柳丸町153-1 パティオ柳丸C棟2-2



トレカショップNISHIKI 宮崎県 宮崎市 橘通西3‐10‐32　宮崎ナナイロ西館3F

カードショップBIGRED 宮崎県 宮崎市 清武町加納甲2669-2

田中書店イオンモール都城駅前店 宮崎県 都城市 栄町4672-5

BOOK☆LIFE日向店 宮崎県 日向市 亀崎1-25

BOOK☆LIFE 東串良店 鹿児島県 肝属郡東串良町 池之原 - ２６７０ - １

カードショップ彩々　鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市 下荒田2-7-14　久木留ビル2F

カードショップ＠ほ～む。鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市 伊敷２丁目１５ - １５伊敷ハイツ2-Ｂ

ホビーショップぼっけもん 鹿児島県 出水市 平和町２３１　(有)出水ペットショップ内

カードショップ彩々 国分店 鹿児島県 霧島市 国分向花町10-2　末元ビル1階

TSUTAYA具志川店 沖縄県 うるま市 みどり町5-2-6

トイパラダイスBANBAN21 具志川店 沖縄県 うるま市 田場１７７２ - １

カードキングダム那覇店 沖縄県 那覇市 古島２丁目２９ - ５　まるみつ末吉ビル2-A


