都道府県名

店舗名

住所

岡山県

GAMESHOP WiZ

岡山県岡山市 北区野田屋町1丁目3-3

ボードウォーク 岡山

岡山県岡山市 北区幸町1-7 大田ビル4F

0862244064

木乃美書房

岡山県岡山市 南区万倍15-15

0862411345

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

0862501900

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

0864749488

おもちゃの国

岡山県笠岡市 中央町23-32

広島県

にしおか

島根県

カードゲームショップギルド

岡山県倉敷市 中庄649-5

カードボックス玉島店

岡山県倉敷市 新倉敷駅前4-28

コドモ館 トピア館

岡山県倉敷市 児島駅前2-35

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

古本市場

岡山県倉敷市 宮前357-1

花の街店

0862234855

0865622727

岡山県岡山市 南区藤田560-209

宮脇書店Ｐモール藤田店内

1F

0862960003
0864412985
0865252725

テンマヤハピータウン2F
イコットニコットB1F

0864737655
0862323267
0864267272

カードショップ若院

岡山県岡山市 北区大供1-3-8

カードラボ岡山西口店

岡山県岡山市北区 駅元町30-12

おもちゃのギブタ☆TCG・ガチャ・くじ☆giveta.net

岡山県倉敷市 阿知1-7-2-203

0866976090

メディオ！沖新

岡山県倉敷市 東富井803-1

0864350070

TSUTAYA岡山西大寺店

岡山県岡山市東区 西大寺上1-1-46-2F

0869421616

カードマイスター

岡山県玉野市 築港1-5-13

0863554657

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

カードショップショーケース

広島県福山市 南蔵王町5丁目15

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

0825459030

有限会社

広島県広島市 中区大手町5-8-30

0822417967

広島県広島市 佐伯区五日市中央1-3-36

0829215264

マイナス・ゼロ

広島県広島市 東区二葉の里2-8-3

0822621662

HOBBYSHOP ACP

広島県東広島市 西条町御薗宇6456-2

0824228285

チャレンジャー

広島県福山市 宝町3-19

ホビーゾーン

広島県広島市 安佐北区可部４丁目1-10

はとや
五日市店

可部店

0862385967
飛鳥ビル3F

0862529737

0862591788
20

0849459800

下江ビル1F

0849227526
可部プラザ1Ｆ

広島県広島市 南区皆実町2-8-17

フタバ図書 ＭＥＧＡ祇園中筋店

広島県広島市 安佐南区中筋4-11-7

0828300604

おもちゃの城

広島県竹原市 中央4-5-26

0846220688

プラネット 西条中央店

広島県東広島市 西条中央4-1-1

0824239533

㈱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

0822705733

カードラボ広島店

広島県広島市 中区大手町2-3-1

0822593919

レプトン出汐店

広島県広島市 南区出汐1-15-8

カードボックス広島店

広島県広島市 中区宝町2-1

おもちゃのあおき廿日市店

広島県廿日市 市下平良2-2-1

廣文館みどり書店宮浦店

広島県三原市 宮浦6-7-22

0848600410

遊び場さんさ

広島県福山市 北吉津町2-5-4

0849596125

カードボックス福山店

広島県福山市 南本庄1-10-23

0849998383

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

0849675756

フミヤ

広島県呉市 広本町2-14-1

0823717451

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

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

0828302304

バトルロジック広島八丁堀店

広島県広島市中区 新天地5-3

0822585375

TSUTAYA皆実町店

広島県広島市南区 皆実町6-15-5

0825050122

トレカショップ ポルカ

鳥取県米子市 米原5-3-20

0859335911

開放倉庫

鳥取県米子市 新開5-1-7

きり屋

米子店

鳥取県境港市 元町1803-2

カードキングダム鳥取駅前店

鳥取県鳥取市 栄町714

今井書店

鳥取県倉吉市 山根557-1

0822559467

フジグラン広島3F
ゆめタウン廿日市3F

本通西ビル1F

ドン.キホーテ広島八丁堀店5F

相野ビル1F

0822081988
0829308085

0825675726

0859304328

中川ビル2F
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

アリオン塩冶店

島根県出雲市 上塩冶町2647
アリオン浜乃木店

アニメイトビル3F

0822506123

0859311731

TCGS愛ぼう
倉吉パープルタウン店

ゆめタウン広島店3F

0503626137

おもちゃのあおき広島店

カードボックス

山口県

パティオ1Ｆゆめらんど2内

カードボックス藤田店

レプトン カード館

鳥取県

電話番号
岡ビル1F

北側
アリオン塩冶店2Ｆ

0857219345
0858474321
0858245119
0853230040

島根県松江市 浜乃木6-1-31

0852607761

HOBBY ZONE 浜田店

島根県浜田市 港町227-1

0855220803

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

0854477690

今井書店 出雲店TSUTAYA

島根県出雲市 高岡町1237-1

0853228339

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

0832221280

おもちゃのあおき ゆめシティ店

山口県下関市 伊倉新町3-1-1 ゆめシティ3F

0832507201

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

0836439350

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

0834338569

カードボックス周南店

山口県周南市 久米3219

0834349500

カードボックス防府店

山口県防府市 高倉1-3-30

カードボックス下関店

山口県下関市 竹崎町4-4-8

ゆめタウン浜田3Ｆ

亀屋ビル2Fテナント

0835239570
シーモール下関5F

0832335555

