
店舗名 住所 電話番号

CARDBOX大洲店 愛媛県大洲市東大洲406-101 D 0893-59-1155

CARDBOX宇和島店 愛媛県宇和島市明倫町4丁目1番1号三好ﾋﾞﾙ1-3 050-3701-4244

お宝鑑定館 苫小牧店 北海道苫小牧市糸井135-1 D 0144-75-8831

ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ玉島店 岡山県倉敷市新倉敷駅前4-28 086-525-2725

ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ岡山駅前店 岡山県岡山市北区駅前町1-8-5ｲｺｯﾄﾆｺｯﾄ地下1階 086-232-3267

ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ高槻店 大阪府高槻市北園町19-12 切目ﾋﾞﾙ4F 072-668-2244

ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ福山店 広島県福山市南本庄1-10-23 084-999-8383

再楽Re+筑西本店 茨城県筑西市布川1249-21 0296-26-8771

再楽館太田本店 群馬県太田市西本町57-4 0276-33-7340

再楽ﾘﾌﾟﾗｽ佐久本店 長野県佐久市猿久保896-1 0267-66-6888

ﾒﾃﾞｨｱﾎﾟﾘｽ御殿場店 静岡県御殿場市東田中2-2-1 D 0550-81-0622

ﾒﾃﾞｨｱﾎﾟﾘｽ富士中島店 静岡県富士市中島417-1 D 0545-65-5722

ﾒﾃﾞｨｱﾎﾟﾘｽ秦野渋沢店 神奈川県秦野市平沢363-3 0463-85-3155

ﾒﾃﾞｨｱﾎﾟﾘｽ伊豆の国大仁店 静岡県伊豆の国市吉田395 0558-75-0585

ﾒﾃﾞｨｱﾎﾟﾘｽ函南店 静岡県田方郡函南町塚本135-1 055-978-5510

CARDBOXじゅげむ山口湯田店 山口県山口市湯田温泉6-8-3 3RDPLANET1階 0839-23-8356

松坂屋とれぱに店 岩手県釜石市大渡町2-6-1 SG 0193-22-2415

デューク書店 大阪府箕面市半町4-2-33 072-724-0476

ﾌﾟﾘﾆｰｸﾗﾌﾞ各務原本店 岐阜県各務原市蘇原月丘町4丁目20 1階 058-371-7703

GAMEMATEﾘﾝｸ横須賀中央店 神奈川県横須賀市若松町1-5横須賀プライム3階 046-884-8580

ｹﾞｰﾑﾒｲﾄﾘﾝｸﾄﾚｶ館金沢八景店 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-27-1ｲｵﾝ金沢八景店3F 045-701-4554

CARDBOX北谷店 沖縄県中頭郡北谷町美浜15-68 ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾊﾟﾚｽ2F 050-1284-7021

TSUTAYA AVｸﾗﾌﾞ次郎丸店 福岡県福岡市早良区次郎丸2-30-1 SG 092-866-0323

ﾌﾞｯｸｽｼﾞｭﾋﾟﾀｰ 徳島県板野郡藍住町奥野字西中須62-1 088-692-1818

ﾌﾞｯｸｲﾝ金進堂 原田店 福岡県福岡市東区原田3-245-3 SG 092-622-1288

CARDBOX田中書店ｲｵﾝﾓｰﾙ都城店 宮崎県都城市栄町4672-5 SG 0986-51-4488

おもちゃのﾊﾞﾝﾋﾞ本郷店 富山県富山市本郷新16-8 076-421-9011

ﾌﾞｯｸﾏｰｹｯﾄ 上飯野店 富山県富山市上飯野30-2 076-452-0443

ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ津島店 岡山県岡山市北区津島南1-2-7 津島ﾓｰﾙ2F 086-255-0066

ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ橿原店 奈良県橿原市十市町1222-1 0744-47-4855

ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ奈良本店 奈良県奈良市富雄北1丁目1-5 0742-93-5666

ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ天理店 奈良県天理市富堂町176-7 2F 0743-62-7377

青馬堂書店矢向店 神奈川県横浜市鶴見区矢向5-8-42 045-571-5522

カードボックス周南店 山口県周南市久米3219 0834-34-9500

ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ防府店 山口県防府市高倉1-3-30 0835-23-9570

ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽｲｵﾝﾀｳﾝ黒崎店 福岡県北九州市八幡西区西曲里町3-1ｲｵﾝﾀｳﾝ黒崎店2F 090-7121-952

ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ下関店 山口県下関市竹崎町4丁目4-8ｼｰﾓｰﾙ下関4F 083-233-5555

TSUTAYA WAY海南店 和歌山県海南市築地1-1 073-483-5631

TSUTAYA WAY ｵｰｼﾃｨ前田辺店 和歌山県田辺市東山1-12-9 0739-81-2182

ときわ書房 本八幡ｽｸｴｱ店 千葉県市川市八幡3-4-1-101 047-711-1374

ときわ書房 ﾆｭｰｺｰｽﾄ新浦安店 千葉県浦安市明海4丁目1番1号2F 047-311-4056

王の洞窟jr一宮22号ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 愛知県一宮市朝日3丁目5-4 0586-26-3891

ｴｰﾌﾞｯｸ穂波店 福岡県飯塚市枝国長浦666 SG 0948-21-4800

ｱﾘｵﾝ塩冶店 島根県出雲市上塩冶町26472F 0853-23-0040

ｱﾘｵﾝ浜乃木店 島根県松江市浜乃木2丁目1-33 0852-60-7761

ブックセンターいとう東中野本店 東京都八王子市東中野5333F 042-670-5480

本の王国 安城店 愛知県安城市住吉町5-13-40 0566-97-5553

ﾄﾚｶﾗｲﾌ鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野共進3-5-53 059-375-2271

すまいるキング 稲沢店 愛知県稲沢市井之口大坪町80-1 *3稲沢ﾊﾟｰﾙｼﾃｨ1F 0587-34-6772

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（パワーセンター松阪内） 0598-20-9696

多田屋ｻﾝﾋﾟｱ店 千葉県東金市東岩崎8-10 *3 0475-52-5561

ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ名張本店 三重県名張市夏見3303 0595-61-3501

ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 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

ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ津店 三重県津市一身田上津部田字口ノ坪115-1本の王国内 059-273-5576

ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ日本橋店 大阪府大阪市浪速区難波中2-5-12 2F 06-6556-6167



ｶｰﾄﾞﾎﾞ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ｱﾙﾊﾟｰｸ西棟4F 082-208-1988

ゲームワン 愛媛県松山市高砂町3-8-1 089-911-1481

八文字屋書店 天童店 山形県天童市鎌田2-4-16 SG鍬ノ町23街区-7 023-658-8811

ｶｻﾓ関口商店 埼玉県加須市本町12-41 0480-61-0041

ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ江戸屋 茨城県結城郡八千代町菅谷283-3 0296-48-2700

西沢書店 門田店 福島県会津若松市天神町22-27 0242-85-7555

平和書店TSUTAYAﾉｰｽｳｴｽﾄ店 岐阜県大垣市熊野町312 0584-92-2291

文栄堂愛知川店 滋賀県愛知郡愛荘町豊満490-2 *3 0749-42-3372

ＳＡＳＹＵ 鎌田店 福島県福島市鎌田字下釜5-1 D 024-553-7444

八文字屋 北店 山形県山形市嶋北1-2-2 023-682-3388

笠原書店 岡谷本店 長野県岡谷市塚間町2-1-15 0266-23-5070

北国書林 松任店 石川県白山市幸明町180-1 076-274-8511

ｽｰﾊﾟｰｶﾎﾞｽﾌﾟﾗｽｹﾞｵ敦賀店 福井県敦賀市木崎13-28 0770-22-3936

KaBoS大桑店 石川県金沢市大桑町3-176 076-226-1170

SuperKaBoS新二の宮店 福井県福井市二の宮5-18-8 0776-27-4678

SuperKaBoSﾜｯｾ店 福井県福井市久喜津町52-22 ﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰﾜｯｾ内 0776-33-5234

SuperKabos鯖江店 福井県鯖江市神中町2-2-26 0778-53-1755

SuperKabos武生店 福井県越前市新町4-7-1 0778-21-1555

Kabos藤沢店 神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-5ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ湘南藤沢ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F0466-30-5744

北国書林辰口店 石川県能美市辰口町辰口520-1 0761-51-8200

きくざわ書店 ﾌﾟﾗｽｹﾞｵ ﾅｯﾋﾟｨﾓｰﾙ店 石川県七尾市藤野町口-38 0767-53-8814

文苑堂書店清水町店 富山県高岡市泉町685-7 0766-26-2245

柳正堂書店ｵｷﾞﾉﾊﾞﾘｵ店 山梨県甲府市朝気3丁目1-12ｵｷﾞﾉｲｰｽﾄﾓｰﾙｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F 055-268-2213

柳正堂甲府昭和ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ店 山梨県中巨摩郡昭和町西条13-1-2F 055-268-2258

大垣書店 伏見店 京都府京都市伏見区羽束師菱川町334-1 075-924-3717

大垣書店 亀岡店 京都府亀岡市篠町野条上又11-1 0771-23-8038

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 075-326-6660

大垣書店 ﾌｫﾚｵ大津一里山店 滋賀県大津市一里山7-1-1ﾌｫﾚｵ大津一里山1F 077-547-1020

廣文館ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ広島店 広島県広島市中区宝町2-1フジグラン広島店内 3F 082-543-4744

廣文館 三原宮浦店 広島県三原市宮浦6-7-22 0848-60-0410

平安堂 座光寺店 長野県飯田市座光寺3715 0265-23-4646

平安堂川中島店 長野県長野市川中島御厨946-3 026-286-4545

平安堂更埴店 長野県千曲市桜堂字西沖380-3 026-274-4480

平安堂若槻店 長野県長野市稲田1-14-21 026-241-4545

平安堂あづみ野店 長野県安曇野市豊科南穂高1115 0263-72-8877

金龍堂 八代ﾌｧｰｽﾄ文庫店 熊本県八代市大手町2-4-25 SG 096-532-3700


