
店舗名 都道府県 住所

TCGS愛ぼう 鳥取県 境港市 元町1803-2

今井書店　倉吉パープルタウン店 鳥取県 倉吉市 山根557-1　パープルタウン2F

CARD SHOP えうれか 鳥取県 倉吉市 下田中町８３３　北側

カードキングダム鳥取駅前店 鳥取県 鳥取市 栄町714　中川ビル2F

トレカショップ ポルカ 鳥取県 米子市 米原5-3-20　相野ビル1F

カードボックスアリオン皆生店 鳥取県 米子市 皆生４丁目１１ - ３４

エアペイジス トレカタウン三刀屋店 島根県 雲南市 三刀屋町三刀屋45-2

今井書店 出雲店TSUTAYA 島根県 出雲市 高岡町1237-1

アリオン塩冶店 島根県 出雲市 上塩冶町2647　アリオン塩冶店2Ｆ

カードボックス　アリオン浜乃木店 島根県 松江市 浜乃木6-1-31

ブックオフ250号東岡山店 岡山県 岡山市中区 神下136-2

カードボックス藤田店 岡山県 岡山市南区 藤田560-209　宮脇書店Ｐモール藤田店内

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 岡山本店 岡山県 岡山市北区 大元上町12-23

カードラボ岡山西口店 岡山県 岡山市北区 駅元町30-12 飛鳥ビル3F

スーパーフリークス岡山店 岡山県 岡山市北区 上中野2‐12‐14

カードボックス岡山駅前店 岡山県 岡山市北区 駅前町1-8-18　イコットニコットB1F

カードショップ若院 岡山県 岡山市北区 大供1-3-8

GAMESHOP　WiZ 岡山県 岡山市北区 野田屋町1丁目3-3　岡ビル1F

TSUTAYA津島モール店 岡山県 岡山市北区 津島南１丁目２ - ７　フレスタモールカジル津島2F

おもちゃの国　にしおか 岡山県 笠岡市 中央町23-32

カードマイスター 岡山県 玉野市 築港1-5-13

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

カードボックス玉島店 岡山県 倉敷市 新倉敷駅前4-28

メディオ！沖新 岡山県 倉敷市 東富井803-1

カードゲームショップギルド 岡山県 倉敷市 中庄649-5　1F

TSUTAYA中庄店 岡山県 倉敷市 平田 - ９３６ - １

フタバ図書TSUTAYA GIGA呉駅レクレ店 広島県 呉市 宝町２ - ５０　レクレビル1F

ブックオフ広島八木店 広島県 広島市安佐南区 八木2-16-5

福祉ショップあかね 広島県 広島市安佐南区 安東２丁目４ - １２

レプトン カード館　五日市店 広島県 広島市佐伯区 五日市中央1-3-36

レプトン カード館 五日市店 広島県 広島市佐伯区 五日市中央1-3-36

㈱フタバ図書アルティアルパーク北棟店 広島県 広島市西区 草津南4-7-1　アルパーク北棟2Fゲームソフトコーナー

カードボックス広島店 広島県 広島市中区 宝町2-1　フジグラン広島3F

ホビーステーション広島2号店 広島県 広島市中区 大手町1-5-13 本通西ビル1F

カードラボ広島店 広島県 広島市中区 大手町2-3-1　アニメイトビル3F

有限会社　はとや 広島県 広島市中区 大手町5-8-30

イエローサブマリン広島GAME SHOP 広島県 広島市中区 大手町1-5-14　吉岡ビル

スポーツカード＆カードゲームカフェ　MINT広島店 広島県 広島市中区 新天地5-3 ドン・キホーテ広島八丁堀店5F

ドラゴンスター広島店 広島県 広島市中区 新天地５ - ３ドン・キホーテ広島八丁堀店5F

マイナス・ゼロ 広島県 広島市東区 二葉の里2-8-3

TSUTAYA皆実町店 広島県 広島市南区 皆実町６丁目１５ - ５

ブックオフ広島段原店 広島県 広島市南区 段原南１丁目３ - ５２ 広島段原ショッピングセンター

レプトン出汐店 広島県 広島市南区 出汐1-15-8

廣文館みどり書店宮浦店 広島県 三原市 宮浦6-7-22

TSUTAYA竹原店 広島県 竹原市 下野町 - ３６１１

プラネット　西条中央店 広島県 東広島市 西条中央4-1-1

HOBBYSHOP ACP 広島県 東広島市 西条町御薗宇6456-2

ゲームアーク 西条中央店 広島県 東広島市 西条中央６丁目５ - １５

遊び場さんさ 広島県 福山市 北吉津町2-5-4

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

チャレンジャー 広島県 福山市 宝町3-19　下江ビル1F

カードボックス福山店 広島県 福山市 南本庄1-10-23

お宝バンク 広島県 福山市 神辺町新湯野2-30-4　アクト神辺内

ホビーショップ シャララト 山口県 宇部市 西宇部南2-14-23　亀屋ビル2Fテナント

幸太郎本舗TSUTAYA宇部店 山口県 宇部市 島３丁目３ - ８

イノセント下関店 山口県 下関市 上条町1-1 上条改良ビル１F



カードボックス下関店 山口県 下関市 竹崎町4-4-8　シーモール下関5F

遊戯喫茶コレボ(ゲームカフェコレボ) 山口県 周南市 横浜町１４ - ５

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

カードボックス周南店 山口県 周南市 久米3219

カードボックス防府店 山口県 防府市 高倉1-3-30

リブック徳島駅前店 徳島県 徳島市 寺島本町西1－58　大岸ビル3F

カードショップ宴 徳島県 徳島市 八万町大坪91-1

カードキングダム徳島店 徳島県 徳島市 住吉6-1-10-1

ホビーショップネオ国府店 徳島県 徳島市 国府町和田字居内150

ビデオ100徳島藍住店 徳島県 板野郡 藍住町東中富字朏傍示51-5

TSUTAYA宇多津店 香川県 綾歌郡宇多津町 浜三番丁２１ - ２

TSUTAYA観音寺店 香川県 観音寺市 本大町 - １６２５

ゲームアーク　丸亀店 香川県 丸亀市 土器町東2丁目10番

スミレヤ 香川県 丸亀市 通町24

竜星の嵐 高松店 香川県 高松市 上天神町562-1

まんが堂 香川県 三豊市 山本町財田西309-6

TCGアニメグッズの専門店　桜華 愛媛県 伊予郡松前町 浜 - ７７５ - １バルーンビル2号室

CARD BOX　宇和島店 愛媛県 宇和島市 明倫町4-1-1　三好ビル1-3

トレカイダー松山中央店 愛媛県 松山市 湊町4丁目8番2

TSUTAYA藤原店 愛媛県 松山市 藤原２丁目４ - ６２

TSUTAYA松山平井店 愛媛県 松山市 平井町２２７３ - １

カードゲームショップ オレタン 松山店 愛媛県 松山市 湊町４丁目１０ - ８　BE-FLATビル5F

トレカショップ　ファンクス 愛媛県 新居浜市 繁本町5-31　第三越智ビル1F

ジョリーハダ 愛媛県 新居浜市 西喜光地町11-41

セイワ書店 愛媛県 西条市 三津屋南9-37

TSUTAYA宇和店 愛媛県 西予市 宇和町卯之町４丁目 - ６５４

CARD BOX 大洲店 愛媛県 大洲市 東大洲406番地-101号

TSUTAYA野市店 高知県 香南市 野市町西野2094-1

TSUTAYA土佐道路店 高知県 高知市 鴨部３丁目２４ - １７

88ラウンド 高知県 高知市 はりまや町2丁目３－３　イチヤはりまやビル３階

フリークスプラス 高知県 高知市 朝倉甲507-7　ハイツ竹田1F


