
■アメニティードリーム

店舗名 住所 電話番号

アメニティードリーム  吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-13-4　テレーズ眸ビル３階 042-222-9862

アメニティードリーム  池袋店 東京都豊島区東池袋1-31-1　バロックコート池袋ビル３階 03-5985-1065

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り河原町西入る裏寺町591番地　ラウンドアバウト５ｔｈビル３階 075-251-0807

アメニティードリーム  秋葉原店 東京都千代田区外神田1-11-6　小暮ビル５-６階 03-3253-2726

アメニティードリーム  新宿店 東京都新宿区西新宿7-1-8　ヒノデビル４階 03-5330-3033

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　なんば東ビル３階 06-6644-4694

アメニティードリーム  横浜店 神奈川県横浜市西区南幸2-16-20　オーチュー横浜ビル８階 045-324-4077

アメニティードリーム  町田店 東京都町田市原町田6-20-10　中野屋ビル３階 042-851-7796

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　大須301ビル２階 052-265-8848

アメニティードリーム  札幌店 北海道札幌市中央区南3条西3丁目11番地　Ｎ・ＭＥＳＳＥビル地下１階 011-596-9059

アメニティードリーム  大宮店 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-69　武蔵屋ビル５階 048-729-5555

アメニティードリーム  仙台店 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-17　レゼル百反ビル３階 022-796-6687

アメニティードリーム  蒲田店 東京都大田区西蒲田7丁目4番3号　カーサ蒲田地下１階 03-6715-7724

■イエローサブマリン

店舗名 住所 電話番号

イエローサブマリン  札幌GAMESHOP 北海道札幌市中央区南3条西4丁目12アルシュ　4F 011-213-6003

イエローサブマリン  横浜店 神奈川県横浜市西区南幸2-14-16　やまと屋ビル2F・3F・4F 045-311-2847

イエローサブマリン  柏マルイ店 千葉県柏市柏1-1-11　丸井柏店VAT　B1F 04-7162-1616

イエローサブマリン  千葉ゲームショップ 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1　塚本ビル　3F 043-227-5388

イエローサブマリン  プレイソフト宮原店 埼玉県さいたま市北区宮原町3-561 048-652-3535

イエローサブマリン  新宿ゲームショップ 東京都新宿区西新宿1-16-10　浅川ビル3F 03-3346-3839

イエローサブマリン  池袋ゲームショップ 東京都豊島区東池袋1-15-1 真下ビル2F 03-5953-5808

イエローサブマリン  町田GAMESHOP 東京都町田市原町田6-18-13　サニーサイドビル2F 042-739-6966

イエローサブマリン  宇都宮GAMESHOP 栃木県宇都宮市曲師町2-8　宇都宮フェスタ3F 028-651-6966

イエローサブマリン  マジッカーズ★ハイパーアリーナ 東京都千代田区外神田1-11-5 秋葉原スーパービル7F 03-5207-5053

イエローサブマリン  横浜ムービル店 神奈川県横浜市西区南幸2-1-22　相鉄ムービル2Ｆ 045-317-9690

イエローサブマリン  京都店 京都府京都市中京区蛸薬師通り新京極東 入裏寺町598 河原町OKIビル4Ｆ 075-253-4300

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丁目7番地14号　天神シティビル3Ｆ 092-739-1970

イエローサブマリン  名古屋ゲームショップ 愛知県名古屋市中区大須3-11-9 OAビル6F 052-238-3012

イエローサブマリン  秋葉原本店★ミント 東京都千代田区外神田1-15-16　ラジオ会館6F 03-3526-3828

イエローサブマリン  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2F 078-327-5202

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 0792-21-8230

イエローサブマリン  なんば3号店 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目1-3　川合ビル1～2Ｆ 06-6635-2101

イエローサブマリン  広島GAMESHOP 広島県広島市中区大手町1-5-14　吉岡ビル 082-545-9030

イエローサブマリン  川越カードショップ 埼玉県川越市新富町2-11-4　マルキンビル　3Ｆ　A-1 049-229-6377

イエローサブマリン  立川店 東京都立川市柴崎町3-7-17　N2ビル　3F 042-548-1706

■カードボックス

店舗名 住所 電話番号

カードボックス  広島ｱﾙﾊﾟｰｸ店 広島県広島市西区井口明神1-16-1 アルパーク西棟4F 082-208-1988

カードボックス  名張本店 三重県名張市夏見3303 0595-61-3501

カードボックス  津店 三重県津市一身田上津部田115-1 （本の王国文化センター前店内） 059-273-5576

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 2階 06-6556-6167

カードボックス  横浜西口店 神奈川県横浜市西区南幸2丁目12-5　城勘ビル2階 045-620-6225

カードボックス  松阪店 三重県松阪市川井町本の王国松坂店内 未定 ※3月中旬オープン予定

■カードラボ

店舗名 住所 電話番号

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1階 052-263-0601

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4階 075-682-8581

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 06-6631-3381

カードラボ  なんば2号店 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目6-1　壽ビル2階 06-6631-8071

カードラボ  仙台店 宮城県仙台市青葉区中央3-8-5　新仙台駅前ビル2階 022-748-6606

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4階 011-596-0520

カードラボ  八王子店 東京都八王子市東町12-8　長澤ビル4階 042-645-6238

カードラボ  高崎店 群馬県高崎市旭町34-5　旭町ビル2階 027-386-8161

カードラボ  宇都宮店 栃木県宇都宮市曲師町2-8　フェスタビル3階 028-612-2262

カードラボ  小倉店 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-5　あるあるCity3階 093-541-5055

カードラボ  甲府店 山梨県甲府市丸の内1-16-20　ココリ2階 055-288-0710

カードラボ  豊橋店 愛知県豊橋市広小路1丁目18　ユメックスビル3階 0532-39-6881

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1階 053-415-8333

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4階 06-4394-7828

カードラボ  千葉中央店 千葉県千葉市中央区本千葉町6-9　フェニックスレジデンス千葉中央1階 043-306-5090

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3階 082-259-3919

カードラボ  水戸店 茨城県水戸市宮町1-2-4　マイムビル1階 029-291-3455

カードラボ  新潟店 新潟県新潟市中央区東大通1-8-5　アニメ・コミック館2階 025-282-7100

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5階 06-6567-9494

カードラボ  津田沼店 千葉県習志野市谷津1-16-1　モリシアビルレストラン5階 (ゲーマーズ津田沼店様内) 047-407-4761

カードラボ  姫路店 兵庫県姫路市東駅前町54　ハリマセンタービル3階 079-280-2695

カードラボ  ラジオ会館店 東京都千代田区外神田1-15-16-1階 03-3526-2560

カードラボ  武蔵小杉店 神奈川県川崎市中原区小杉町3-441　大久保ビル2階 044-712-3566

カードラボ  岡山西口店 岡山市北区駅元町30-12　飛鳥ビル3階 086-252-9737

カードラボ  長野店 長野県長野市北石堂町1429-1 ショッピングプラザagain 5階 026-219-6889

カードラボ  福岡天神店 福岡県福岡市中央区天神1丁目9番1号 ベスト電器 福岡本店 8階 092-752-2215

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 1階 06-6630-0260

カードラボ  マルイ海老名店 神奈川県海老名市中央1-6-1　マルイファミリー海老名 5階 046-259-7334

カードラボ  名駅9F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9階 052-433-7733

カードラボ  秋葉原ラジオ会館本店 東京都千代田区外神田1-15-16-9階 03-6811-6960

■ドラゴンスター

法人ポイントカード企画
実施店舗リスト



店舗名 住所 電話番号

ドラゴンスター  泉佐野店 大阪府泉佐野市市場西3丁目7-15 072-461-3650

ドラゴンスター  岸和田春木店 大阪府岸和田市若松町21-1 ラパーク岸和田店 2F 072-437-5960

ドラゴンスター  三宮店 兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1-604 センタープラザ西館3F 078-599-6080

ドラゴンスター  京都新京極店 京都府京都市中京区東側町503-16 075-256-5201

ドラゴンスター  日本橋本店 大阪府大阪市浪速区難波中2-5-12 06-6632-3131

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 06-6630-7115

ドラゴンスター  秋葉原店 東京都千代田区外神田1丁目8-11 アキバスタービル　2F　3F 03-6206-8858

■プレイズ

店舗名 住所 電話番号

プレイズ  西尾シャオ店 愛知県西尾市下町神明下57 0563-65-6000

プレイズ  イオンタウン有松店 愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏200 1F 052-629-5234

プレイズ  半田店 愛知県半田市山代町1-106-7 三栄ビル 1F 0569-47-9777

プレイズ  堀田店 愛知県名古屋市瑞穂区新開町5-16 2F 052-829-0368

プレイズ  日本橋オタロード店 大阪府大阪市浪速区難波中2-4-4 06-6641-1222

プレイズ  なんば店 大阪府大阪市浪速区難波中2-2-6 06-6641-1005

プレイズ  三宮店 兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目11-1-315 センタープラザ西館 3F 078-599-5775

プレイズ  稲沢店 愛知県稲沢市国府宮四丁目18 0587-24-1115

■トレーディングカードゲームショップ193 

店舗名 住所 電話番号

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4-1-18 052-459-0193

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3-26-21 052-242-0193

トレーディングカードゲームショップ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　地下1階 053-453-0193

■フルコンプ

店舗名 住所 電話番号

フルコンプ  八王子本店 東京都八王子市中町1-3-B1F 042-649-2663

フルコンプ  横浜店 神奈川県横浜市西区南幸2-8-9 ブライト横浜ビル2F 045-314-2652

フルコンプ  吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 レインボービル4階 0422-23-2652

フルコンプ  新宿南口店 東京都新宿区西新宿1丁目18-6　須田ビル3階 03-5320-2652

フルコンプ  立川南口店 東京都立川市柴崎町3-4-14 霧島ビル2F 042-537-8077

フルコンプ  町田店 東京都町田市原町田6-8-1 町田センタービル外向店舗2階 042-727-3330

フルコンプ  秋葉原店 東京都千代田区外神田3-14-6 恵光ビル4F 03-5256-2652

フルコンプ  秋葉原ラジオ会館店 東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館 9F 03-3255-2652

フルコンプ  渋谷東口店 東京都渋谷区渋谷2-22-11　渋谷フランセ奥野ビル4F 03-5468-2652

フルコンプ  川崎店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町5-3　KOWA川崎駅前ビル6F 044-201-2652

フルコンプ  本厚木店 神奈川県厚木市中町2-1-7　藍澤ビル5F 046-296-2652

フルコンプ  池袋店 東京都豊島区東池袋1-29-7 サンリッチビル4F 03-5951-2652

フルコンプ  大阪日本橋店 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目8-18　平田ビル4階A 06-6636-2652

フルコンプ  秋葉原ラジオ会館店 東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館 9F 03-3255-2652

■ホビーステーション

店舗名 住所 電話番号

ホビーステーション  秋葉原本店 東京都千代田区外神田1-10-11森ビル 1F 03-3257-1715

ホビーステーション  松戸店 千葉県松戸市根本4-2ダイエー松戸西口店 ５F 047-367-5527

ホビーステーション  町田店 東京都町田市原町田 6-10-15 新光町田ビル 4F 042-726-7581

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 06-6631-7870

ホビーステーション  GLOBO蘇我店 千葉県千葉市中央区川崎町1-34 043-261-2137

ホビーステーション  名古屋店 愛知県名古屋市中区大須3-11-34 4F 052-242-5252

ホビーステーション  名駅店 愛知県名古屋市中村区椿町20-12 052-452-8577

ホビーステーション  横浜店 神奈川県横浜市西区南幸2-14-6　横浜南幸NYビル 3F 045-314-1618

ホビーステーション  所沢店 埼玉県所沢市東町5-22  イオン所沢店 3F 042-939-4605

ホビーステーション  名古屋ささしま店 名古屋市中村区平池町4-60-14　マーケットスクエアささしま 1F 052-485-7337 ※3/1リニューアル移転

ホビーステーション  藤沢OPA店 神奈川県藤沢市南藤沢22-3 B2F 0466-26-8833

ホビーステーション  池袋本店 東京都豊島区東池袋1-22-5　サンケエビル 7F 03-5391-1930

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3-8-3ピースビル仙台駅前 3F 022-263-4670

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1-14020　イオンモールKYOTO 4F 075-661-2010

ホビーステーション  秋葉原駅前店 東京都千代田区外神田1-15-16　秋葉原ラジオ会館2F 03-3258-5070

ホビーステーション  大宮店 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60　大宮ラクーン5階 048-648-1077

ホビーステーション  津田沼店 千葉県習志野市津田沼 1-2-22 小倉ビル 3F 047-403-5508

ホビーステーション  金沢店 石川県金沢市竪町24　BELSEL 3F 076-264-1999

ホビーステーション  千葉店 千葉県千葉市中央区富士見 2-15-1 ワラビビル8F 043-224-1717

ホビーステーション  本厚木店 神奈川県厚木市中町4-14-6 パティオビル 2F 046-222-2552

ホビーステーション  南越谷店 埼玉県越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン 2F 048-940-5580

ホビーステーション  広島店 広島県広島市中区大手町1-5-16 大海原ビル 1F 082-246-1171

ホビーステーション  川崎店 神奈川県川崎市川崎区小川町2-7　アイビータワー 6F 044-245-0780

ホビーステーション  秋葉原ラジオ会館店 東京都千代田区外神田1-15-16　秋葉原ラジオ会館1F 03-5207-2981

ホビーステーション  立川店 東京都立川市曙町2-11-2 フロム中武６F 042-512-5479

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丁目31番2号マルフジビル１・２Ｆ 052-228-0322

■ブシロードストア

店舗名 住所 電話番号

ブシロードストア 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1　イオンモール幕張新都心グランドモール3階 043-239-6400

ブシロードTCGステーション JR秋葉原駅構内 総武線上りホーム上(5番線) 03-5207-5654


