都道府県名

店舗名

住所

電話番号

三重県

サムライパンチ鈴鹿店

三重県鈴鹿市 算所5-2-9

0593703505

サムライパンチ津西店

三重県津市 神納48-3

0592292307

ネクスト･ワン名張本店

三重県名張市 夏見3303

0595613501

おもちゃのナカヤ

三重県亀山市 東町2-1-11

0595820561

フェイズ四日市店

三重県四日市市 富田2丁目13-2

おもちゃのドリームハウス

三重県伊勢市 御薗町⾧屋2136

おもちゃのダイコクヤ

三重県伊勢市 曽祢１ー１２ー１９

0596283460

トレカライフ

三重県鈴鹿市 庄野共進3-5-53

0593752271

カードショップ札屋

三重県四日市市 九の城町1-10

ゲームショップ

三重県鈴鹿市 大池3-9-36

滋賀県

京都府

高柳本店

フリーダム

0596206601

メゾンスイリュウ1F

0593403132

スプリームマンション1Ｆ西口

0593734018

ブックスクウェア ララパーク店

三重県伊勢市 小木町538

0596366361

カードボックス津店

三重県津市 一身田上津部田口の坪115-1

0592735576

零式書店

三重県鈴鹿市 白子3-17-1

0593886336

鈴鹿店

カードボックス松阪川井町店

三重県松阪市 川井町上大坪718

0598209696

TSUTAYA鈴鹿店

三重県鈴鹿市 道伯町2515

0593755051

王の洞窟Jr.近鉄四日市駅前店

三重県四日市市 安島1-2-19 ウエストエンドビルディング3Ｆ

0593403324

光のハコ舟

三重県鈴鹿市 末広東1-30

05035679518

ゲームプラザ元気３０２

滋賀県大津市 今堅田2丁目40-25

0775742502

CREATIVE STYLE

滋賀県近江八幡市 鷹飼町179

0748385670

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

0748764039

文栄堂

滋賀県愛荘町 愛知郡愛荘町豊満490-2

0749423372

かまくらや

滋賀県草津市 東矢倉2-1-1

0775656215

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

0775471020

189ドラゴン☆

滋賀県草津市 東矢倉2-5-36-1F

0775993499

TSUTAYA BOOK STORE 水口

滋賀県甲賀市 水口町水口6048-1

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

077599340

株式会社 あさだ

京都府京都市 下京区西七条南東野町3

0753133086

京都府京都市 南区西九条鳥居口町１番地-14020

0756612010

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

0752510807

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

0752534300

しゃちる古本屋

京都府福知山市 駅前町377

0773248344

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

0753217506

ゲームショップブリックス

京都府京都市 右京区西院三蔵町26-1

0753125887

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

0771238038

大垣書店

伏見店

京都府京都市 伏見区羽束師菱川町334-1

0759243717

大垣書店

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

0753266660

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

0756828581

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

0753263969

ドラゴンスター京都店

京都府京都市 下京区真苧屋町195

0757464139

カードショップきつねのしっぽ

京都府舞鶴市 浜422

0773604038

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

0754514888

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

0773277476

愛知川店

ホビーステーション

カードラボ

大阪府

0593641500
御薗ショッピングセンター内

イオンモールKYOTO店

アバンティ京都店

ＴＣＧスタジアム

ジャック∞ポット

フレスポ鈴鹿内
DIAMOND-1A
AQUA21内1F

磯村荘3号

西友水口店1F

福井ビル2F

大阪府大阪市 東淀川区豊新5-11-10

0748630383

0661952841

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

カードショップガンヘッド

大阪府大阪市 平野区平野本町2-13-10

0667937118

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

0666444694

BIG MAGIC なんば店

大阪府大阪市 浪速区難波中2-4-15

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

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

プレイズなんば店

大阪府大阪市 浪速区難波中2-2-6

0666411005

すみの玩具

大阪府池田市 栄町3-11

0727513747

カードキングダム布施店

大阪府東大阪市 足代1-17-7

スキップ

大阪府大阪市住之江区 粉浜西1-4-3

カード王

大阪府大阪市 中央区西心斎橋2-10-32

岡部玩具店

大阪府豊中市 服部豊町1-1-4

0668636270

TOY COMP茨木店

大阪府茨木市 双葉町6-1

0726578869

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

0721562127

あっぷる

大阪府大阪市 城東区今福東1-11-27

0669343769

みどり文具店

大阪府和泉市 幸2-5-36

0725452023

ハリケーンなんば店

大阪府大阪市 浪速区日本橋3-6-3

ナガヨシ堂

大阪府大阪市 平野区⾧吉⾧原東3-2-1

0667071309

ディスカウント BAN BAN

大阪府高槻市 西真上1丁目31-2-1Ｆ

0726853612

デューク書店

大阪府箕面市 半町4-2-33

0727240476

カードマックス羽曳野店

大阪府羽曳野市 尺度17-2

カードボックス高槻店

大阪府高槻市 北園町19-12

カードキングダムなんば店

大阪府大阪市 浪速区難波中2-2-20

今福店

シティアーク天王寺1A

難波東ビル3F
興伸ビル1F・2F

0667139700

0666337338
0666411222

川合ビル

0666352101

0667275177
エバーグリーン住吉2F
スマイルステップ3F

2Ｆ

日本橋NFビル3F

ゲオ羽曳野店内
切目ビル4F
辻村ビル3F

0666760077
0665998805

0664847109

0729506565
0726682244
0665759801

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

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

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

カードフェスティバル

大阪府守口市 京阪本通2-1-5

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

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

0666313381

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

0666318071

トイコンプ住道店

大阪府大東市 住道2-3-1

0728703353

古本市場

南茨木店

大阪府茨木市 高浜町1-40

0726380022

古本市場

寝屋川店

大阪府寝屋川市 仁和寺町32-28

0728388822

ドラゴンスター泉佐野店

大阪府泉佐野市 市場西3-7-15

0724613650

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

0666355512

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

0665566167

カードボックス江坂店

大阪府吹田市 豊津町14-10

0663862789

カードショップ

大阪府八尾市 南太子堂2-2-6-1A

コロコロ

和歌山県

守口PKIビル3F
ユニットコム本社ビル5F
壽ビル2F

丸萬ビル303号

0663989480
0666317870
0669144894
0665679494

0729479774

大阪府大阪市 浪速区日本橋3-8-18

平田ビル4階A

0666362652

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

0666307115

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

0647968688

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

0661366246

カードラボ

大阪府大阪市浪速区 日本橋4-16-1

0666300260

大阪府大阪市東住吉区 今川1-7-8

0667100505

本の森

奈良県

日本橋プラザ2F

0643947828

フルコンプ大阪日本橋店

オタロード本店

ビデオ イン アメリカ

兵庫県

エコーアクロスビル4F

カーサ東三国103

東住吉店

古川橋店

大阪府門真市 幸福町5-15

ベアビル古川橋A棟1F

大阪府大阪市浪速区 日本橋3-6-20

TSUTAYA BOOK GARAGE 枚方ベルパルレ

大阪府枚方市 宮之阪4-28-12

0728403969

TSUTAYA和泉26号線店

大阪府和泉市 富秋町2-8-17

0725432256

トイコンプ堺店

大阪府堺市堺区 大仙西町6-184-1

竜星の嵐 十三店

大阪府大阪市淀川区 十三本町1-5-11

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

0666440193

Book oFF お宝大陸和泉中央店

大阪府和泉市 いぶき野5-6-17

0725566022

BAR UNKNOWN trading card shop

大阪府大阪市浪速区 難波中2‐7‐2

トイコンプ岸和田店

大阪府岸和田市 春木若松町21‐1

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

0783275202

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

0789767373

ファミザウルス伊丹店

兵庫県伊丹市 伊丹3-1-48-101号

0727773933

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

0727551117

ジョイランド柏原店

兵庫県丹波市 柏原町母坪408-1

0795722229

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

0792218230

TSUTAYA ＪＲ尼崎駅前店

兵庫県尼崎市 潮江1-4-5

0664986490

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

0785995775

トレカスポットなごみ

兵庫県明石市 大明石町1-13-35

0789959268

トレカセブン大津店

兵庫県姫路市 大津区西土井285-5

0792396677

ボッシュ白浜店

兵庫県姫路市 白浜町寺家2-64

0792461207

トレカタウン西脇店

兵庫県西脇市 野村町1264

サンクス

兵庫県伊丹市 荒牧7-11-7

バラ公園店

西政ビル2F

0669068160

トレカチャンス日本橋店

0722756804
アクシア十三本町3F

0648625759

ナンバFKビル2F

0643938989

ラパーク岸和田2F

0724375960

プラストいきいき1Ｆ

株式会社ボッシュ

文林書店内

0795232125
0727841900

TSUTAYAフレスポ赤穂店

兵庫県赤穂市 中広2-8

カードラボ姫路店

兵庫県姫路市 東駅前町54番

トレカマニア

兵庫県神戸市⾧田区 大橋町6-1-1-105-1

古本市場

兵庫県加古川市 別府町緑町1

加古川別府店

0643955155

0791461515
ハリマセンタービル3F
アスタプラザウエスト

0792802695
0786462028
0794373121

エディオン姫路店

兵庫県姫路市 飾磨区今在家1416-1

CARD BEST

兵庫県伊丹市 南野北4-3-4

0792315850

トレカパーク三宮店

兵庫県神戸市中央区 三宮町2-11-1

パルネット小野店

兵庫県小野市 王子町888-1

ホビーレイダー鈴蘭台店

兵庫県神戸市 北区鈴蘭台東町1-5-10-202

0785957487

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

0785996080

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２階

0742300686

ラックス橿原店

奈良県橿原市 醍醐町338-1

0744262168

カードボックス橿原店

奈良県橿原市 十市町1222-1

0744474855

カードボックス奈良本店

奈良県奈良市 富雄北1-1-5

0742935666

カードボックス天理店

奈良県天理市 富堂町176-7-2F

0743627377

ＧＥＮＫＩぶらくり丁

和歌山県和歌山市 雑賀町59

マナソース和歌山駅前店

和歌山県和歌山市 太田1-14-11

カードショップすのめろ

和歌山県和歌山市 西高松2-1-1

0734235250

マナソース岩出店

和歌山県岩出市 中迫177-1

0736603864

わんぱく新庄店

和歌山県田辺市 新庄町1977-4

0739812478

カードショップNOAH

和歌山県和歌山市 本町2-40 聖ーソレイユビルB1F

0734887249

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

0734213588

ディア西伊丹1F
センタープラザ西館3F310-2号室

0727736236
0783212325
0794638619

さんプラザ3F502C号室

0734227338
オオトヨビル6F

ろくまい橋横町テナント2(A・B号室)

0734733550

