都道府県名

店舗名

住所

電話番号

福岡県

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

0936321181

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

0927919343

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

0927391970

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

0929422202

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

0928465556

カードショップSASAYA

福岡県筑紫野市 針摺中央2-17-1 大熊ビル1F

0925558545

トレカ堂

福岡県糸島市 篠原西3-3-41

0923246057

佐賀県

⾧崎県

熊本県

大分県

宮崎県

前原店

ポータル

福岡県久留米市 寺町1-10

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

0942645656

おもちゃのあおきイオンモール大牟田店

福岡県大牟田市 岬町3-4 イオンモール大牟田2F(12030)

0944328836

ハッピートーイ

福岡県朝倉市 大字堤1088-4

0946228716

ゲームショップ ヴィータ

福岡県久留米市 諏訪野町2722

0942308117

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

0922923082

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

0935415055

ファミコンハウス柏の森店

福岡県飯塚市 柏の森162-3

0948211013

カードショップ トレカ王

福岡県福岡市 東区八田2-18-15

ブックイン金進堂 原田店

福岡県福岡市東区 原田3-245-3

0926221288

オレタン福岡天神店

福岡県福岡市中央区 天神3-2-22 河村天神荘ビル3F

0927918587

トレカがイッパイ

福岡県福岡市東区 和白丘1-22-21

0926056068

カードラボ福岡天神店

福岡県福岡市中央区 天神1-9-1

0927522215

TSUTAYAコスタ行橋店

福岡県行橋市 西泉6-1-1

0930261558

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

0942279880

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

0927102093

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2F

0936160324

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

0939679792

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

0927102292

TSUTAYA BOOK GARAGE福岡志免

福岡県糟屋郡志免町 田富1-1-1

0929353700

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

0952977388

おもちゃのあおきモラージュ佐賀店

佐賀県佐賀市 巨勢町牛島730 モラージュ佐賀南館2F

0952979381

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

0952979417

カードショップ ヤシロ

⾧崎県諫早市 多良見町化屋754-1

0957430319

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

0958292310

おもちゃのあおき島原店

⾧崎県島原市 田町676-1

0957632344

おもちゃのあおき本島店

⾧崎県佐世保市 本島町3-9

0956241500

おもちゃのあおき大塔トイセンター

⾧崎県佐世保市 大塔町1984

0956337000

アイドル佐世保早岐店

⾧崎県佐世保市 広田3-19-17

0956205220

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

0958949561

遊ing城山店

⾧崎県⾧崎市 城山町5-23

0958610202

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1864-2F

0956376187

TSUTAYA遊ing浜町店

⾧崎県⾧崎市 浜町2-35

0958256766

おもちゃのあおき ゆめタウン 光の森店

熊本県菊陽町 菊池郡菊陽町光の森7-33-1 ゆめタウン光の森本館2F

0962330610

ホビーショップ

熊本県熊本市 中央区新町4-7-2

0963526607

BOOKSあんとく 荒尾店

熊本県荒尾市 荒尾上川後田4160-2

0968662668

金龍堂八代ファースト文庫

熊本県八代市 大手町2-4-25

0965323700

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

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

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

0962235010

レアル・トマト大分中央店

大分県大分市 顕徳町1-4-3

0975744668

レアル・トマト別府店

大分県別府市 餅ヶ浜町9-43

0977757888

カードプレイス鶴崎店

大分県大分市 南鶴崎3-1-6

0975796561

ロケットパンチ

大分県大分市 坂ノ市中央1-4-28

0975926456

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

0975335050

トレカ専門店

宮崎県宮崎市 恒久908

0985780005

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

0986514488

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

05014794154

メディアクラブNISHIKI日向店

宮崎県日向市 上町13-2

0982522417

見聞読タナカ国富店

宮崎県国富町 東諸県郡国富町大字本庄1964

0985306111

BOOK☆LIFE日向店

宮崎県日向市 亀崎1-25

0982557011

アグリ

トレ☆スタ

大久保ビル1階

ふぁみーゆフジノ1号

ベスト電器福岡本店8F

セントシティ11階

0942365930

0926912355

0962402545
イオンモール2F

0962376470

鹿児島県

沖縄県

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

0985311417

Big Red

宮崎県宮崎市 清武町加納甲2669-2

0985487400

カードショップ 彩々

鹿児島県鹿児島市 下荒田2-7-14 久木留ビル2F

0992981715

BOOK☆LIFE鹿屋店

鹿児島県鹿屋市 寿5-26-3

0994404044

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

0996621577

カードキングダム那覇店

沖縄県那覇市 古島2-29-5 まるみつ末吉ビル2-A

0989755509

トイパラダイスBANBAN21 具志川店

沖縄県うるま市 田場1772-1

0989741117

おもちゃランド

沖縄県沖縄市 大里1-11-37

タイム

0989345244

CARD BOX 北谷店

沖縄県北谷町 中頭郡北谷町美浜15-68

ドラゴンパレス2F

さつき書店

沖縄県与那原町 島尻郡与那原町与那原3081

05012847021
0989453071

TSUTAYA泡瀬店

沖縄県沖縄市 泡瀬4-5-7 イオンタウンアワセ2F

0989345412

TSUTAYA具志川店

沖縄県うるま市 みどり町5-2-6

0989824000

BOOK OFF 那覇小禄店

沖縄県那覇市 赤嶺2-1-7

0988401292

