
都道府県 会場 住所
北海道 イエローサブマリン札幌店 北海道札幌市中央区南三条西4-12　アルシュ6階
北海道 GEO札幌発寒店 北海道札幌市西区発寒十三条2丁目1番30号
北海道 GEO札幌手稲店 北海道札幌市手稲区前田六条13丁目1番15号
北海道 GEO小樽店 北海道小樽市住吉町2番1号
北海道 GEO札幌新琴似四番通店 北海道札幌市北区新琴似八条8丁目2番10号
北海道 GEO余市店 北海道余市郡余市町黒川町12丁目29番地7
北海道 GEO札幌麻生店 北海道札幌市北区北三十六条西10丁目1番16号
北海道 GEO石狩店 北海道石狩市花川北三条3丁目9
北海道 GEO札幌星置店 北海道札幌市手稲区手稲山口494番地1
北海道 GEO札幌環状通東店 北海道札幌市東区北十四条東15丁目3番10号
北海道 GEO札幌篠路店 北海道札幌市北区篠路一条4丁目6番36号
北海道 GEO札幌東苗穂店 北海道札幌市東区東苗穂八条3丁目1番3号
北海道 GEO札幌光星店 北海道札幌市東区北十条東5丁目1番10号
北海道 GEO札幌北33条店 北海道札幌市北区北三十三条西5丁目120番1号
北海道 GEO札幌北49条店 北海道札幌市東区北四十九条東8丁目3番5号
北海道 GEO札幌北24条駅前店 北海道札幌市北区北二十三条西4丁目2番39号 ｽｶﾞｲ24 1F
北海道 GEO札幌西岡店 北海道札幌市豊平区西岡四条3丁目6番36号
北海道 GEO札幌豊平店 北海道札幌市豊平区豊平七条8丁目2番14号
北海道 GEO札幌ﾃﾞｨﾉｽ店 北海道札幌市白石区南郷通1丁目北8番1号
北海道 GEO苫小牧新生台店 北海道苫小牧市双葉町1丁目22番
北海道 GEO苫小牧桜木店 北海道苫小牧市桜木町3丁目16番18号
北海道 GEOｲｰｱｽ札幌店 北海道札幌市白石区東札幌三条1丁目1番1号 ｲｰｱｽ札幌Aﾀｳﾝ1F
北海道 GEO札幌月寒店 北海道札幌市豊平区月寒中央通10丁目1番1号
北海道 GEO札幌西町店 北海道札幌市西区西町南8丁目3番3号
北海道 GEO札幌狸小路店5F 北海道札幌市中央区南二条西3丁目6番地1 ｻﾝﾃﾞﾊﾟｰﾄﾋﾞﾙ5F
北海道 GEO札幌南21条店 北海道札幌市中央区南二十一条西9丁目2番15号 ﾗｰﾋﾟｽ南21条ﾋﾞﾙ内1･2F
北海道 GEO札幌南11条店 北海道札幌市中央区南十一条西8丁目540番2号
北海道 GEO札幌南平岸店 北海道札幌市豊平区平岸三条13丁目1番33号 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ平岸通り1F
北海道 GEO伊達ｲﾝﾀｰ店 北海道伊達市松ヶ枝町9番地98
北海道 GEO登別店 北海道登別市新生町1丁目18番地11
北海道 GEO室蘭東町店 北海道室蘭市東町1丁目13番
北海道 GEO八雲店 北海道二海郡八雲町富士見町127番地
北海道 GEO岩内店 北海道岩内郡岩内町字栄172番地
北海道 GEO森店 北海道茅部郡森町字森川町4番地の1
北海道 GEO江差店 北海道檜山郡江差町字愛宕町75番地
北海道 GEO函館昭和店 北海道函館市昭和3丁目24番18号
北海道 GEO北斗久根別店 北海道北斗市久根別1丁目26番2号
北海道 GEO函館戸倉店 北海道函館市戸倉町268番地2 ﾌﾚｽﾎﾟ函館戸倉ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内
北海道 GEO函館人見店 北海道函館市人見町21番6号
北海道 GEO函館鍛治店 北海道函館市鍛治2丁目7番10号
北海道 GEO函館桔梗店 北海道函館市桔梗町3丁目40番16号
北海道 GEO札幌南郷通店 北海道札幌市白石区南郷通20丁目南3番地23号
北海道 GEO札幌厚別店 北海道札幌市厚別区厚別東五条2丁目1番45号
北海道 GEO江別大麻店 北海道江別市大麻栄町8番地3
北海道 GEO札幌北郷店 北海道札幌市白石区北郷二条7丁目6番15号
北海道 GEO北広島店 北海道北広島市美沢1丁目2番地3
北海道 GEO札幌美しが丘店 北海道札幌市清田区美しが丘四条5丁目3番8号
北海道 GEO上野幌店 北海道札幌市厚別区上野幌三条2丁目1番10号
北海道 GEO砂川店 北海道砂川市東一条南11丁目4番1号
北海道 GEO千歳駅前店 北海道千歳市千代田町6丁目12番地
北海道 GEO岩見沢店 北海道岩見沢市十条西20丁目2
北海道 GEO滝川東町店 北海道滝川市東町7丁目7番14号
北海道 GEO千歳信濃店 北海道千歳市信濃3丁目5番21号
北海道 GEO恵庭恵み野店 北海道恵庭市恵み野西3丁目1番19
北海道 GEO旭川永山店 北海道旭川市永山二条16丁目6番12号
北海道 GEO旭川大町店 北海道旭川市大町二条8丁目77番地の2
北海道 GEO稚内店 北海道稚内市朝日2丁目1番18号
北海道 GEO旭川神楽店 北海道旭川市神楽四条9丁目3番34号
北海道 GEO旭川一条通店 北海道旭川市一条通23丁目111番地の25
北海道 GEO留萌店 北海道留萌市花園町4丁目8番5号
北海道 GEO音更木野大通店 北海道河東郡音更町木野大通西14丁目1番地3
北海道 GEO富良野店 北海道富良野市新富町1番80号
北海道 GEO帯広ﾄﾞﾘｰﾑﾀｳﾝ店 北海道帯広市白樺十六条西2丁目45番地1
北海道 GEO西帯広店 北海道帯広市西二十四条南2丁目22番地5
北海道 GEO静内店 北海道日高郡新ひだか町静内木場町2丁目1番28号
北海道 GEOﾌﾚｽﾎﾟ帯広稲田店 北海道帯広市稲田町南9線西11番地1
北海道 GEO釧路鳥取店 北海道釧路市鳥取大通2丁目2番8号
北海道 GEO釧路貝塚店 北海道釧路市貝塚3丁目2番28号
北海道 GEO根室店 北海道根室市大正町2丁目5番地
北海道 GEO釧路星が浦店 北海道釧路市星が浦大通2丁目5番32号
北海道 GEO中標津店 北海道標津郡中標津町東二十六条北1丁目1番地
北海道 GEO北見南大通店 北海道北見市とん田西町248番地2
北海道 GEO美幌店 北海道網走郡美幌町字青山南17番地の4
北海道 GEO遠軽店 北海道紋別郡遠軽町大通北10丁目2番地28
北海道 GEO網走店 北海道網走市駒場南6丁目1番1号
北海道 GEO北見とん田東町店 北海道北見市とん田東町617番地132
北海道 GEO紋別店 北海道紋別市落石町2丁目30番3号
北海道 SSS大谷地店 北海道札幌市厚別区大谷地東2丁目4番30号
北海道 GEO岩見沢日の出店 北海道岩見沢市日の出町13番地
北海道 GEO釧路睦店 北海道釧路郡釧路町睦1丁目1番地1
北海道 GEO札幌平岸ｱｰﾊﾞﾝｻｲﾄ店 北海道札幌市豊平区平岸一条22丁目2番20号
北海道 ポケモンセンターサッポロ 北海道札幌市中央区北5条西2丁目札幌エスタ9F
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北海道 ポケモンストア　新千歳空港店 北海道千歳市美々987 新千歳空港国内線ターミナルビル2階
都道府県 会場 住所
青森県 ﾏｴﾀﾞ沖館店 青森県青森市新田3-3-3
青森県 GEO五所川原店 青森県五所川原市中央3丁目196番地
青森県 GEO鯵ヶ沢店 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田91番地1
青森県 GEO青森東ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 青森県青森市東造道3丁目3番3号
青森県 GEO弘前安原店 青森県弘前市大字泉野1丁目8番地4
青森県 GEO黒石ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 青森県黒石市追子野木3丁目273番地1
青森県 GEO黒石東町店 青森県黒石市東町24番
青森県 GEO弘前新町店 青森県弘前市大字新町165番地2
青森県 GEO青森柳川店 青森県青森市柳川2丁目4番22号
青森県 GEO青森荒川店 青森県青森市大字大野字前田64番地5
青森県 GEO青森浜館店 青森県青森市浜館3丁目3番地18
青森県 GEO青森観光通店 青森県青森市大字浜田字玉川344番地
青森県 GEO野辺地駅前店 青森県上北郡野辺地町字上小中野6番地12
青森県 GEOむつ苫生町店 青森県むつ市苫生町1丁目1番7号
青森県 GEO八戸小中野店 青森県八戸市小中野4丁目1番47号
青森県 GEO八戸湊高台店 青森県八戸市湊高台2丁目1番4号
青森県 GEO八戸下長店 青森県八戸市下長4丁目10番11号
青森県 GEO八戸根城店 青森県八戸市根城2丁目26番7号
青森県 GEO三沢店 青森県三沢市栄町2丁目31番地
青森県 GEO十和田千歳森店 青森県十和田市大字三本木字千歳森167番地12
青森県 WonderGOO十和田店 青森県 十和田市 元町東１丁目６－２３
青森県 WonderGOO弘前店 青森県弘前市大字高田2-1-1 
都道府県 会場 住所
岩手県 湘南ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ水沢ATERUI店 岩手県奥州市水沢区佐倉河字東沖の目123
岩手県 GEO盛岡月が丘店 岩手県盛岡市月が丘3丁目39番50号
岩手県 GEOｸﾛｽﾃﾗｽ盛岡店 岩手県盛岡市大通3丁目4番1号
岩手県 GEO久慈店 岩手県久慈市新井田第4地割28番地1
岩手県 GEO盛岡三本柳店 岩手県盛岡市三本柳12地割20番地2
岩手県 GEO盛岡高松店 岩手県盛岡市高松2丁目13番3号
岩手県 GEO宮古長町店 岩手県宮古市長町2丁目2番4号
岩手県 GEO盛岡本宮店 岩手県盛岡市本宮1丁目20番5号
岩手県 GEO滝沢巣子店 岩手県滝沢市巣子110番地1
岩手県 GEO花巻店 岩手県花巻市下似内第17地割105番地1
岩手県 GEO遠野店 岩手県遠野市松崎町白岩15地割43番地1
岩手県 GEO釜石店 岩手県釜石市上中島町2丁目2番33号
岩手県 GEO奥州水沢佐倉河店 岩手県奥州市水沢区佐倉河字五反町65番地1
岩手県 GEO一関ｲﾝﾀｰ店 岩手県一関市山目字泥田34番地4
岩手県 GEO奥州水沢日高店 岩手県奥州市水沢区斉の神7番地1
岩手県 GEO北上常盤台店 岩手県北上市常盤台1丁目1番22号
岩手県 GEO大船渡店 岩手県大船渡市立根町字桑原28番地2
岩手県 TSUTAYA久慈店 岩手県 久慈市川崎町11-22
岩手県 WonderGOO奥州水沢店 岩手県奥州市水沢区佐倉河字羽黒田62-1
都道府県 会場 住所
秋田県 GEO秋田土崎店 秋田県秋田市土崎港南3丁目12番30号
秋田県 GEO秋田保戸野店 秋田県秋田市保戸野鉄砲町11番9号
秋田県 GEO秋田東通店 秋田県秋田市東通8丁目1番27号
秋田県 GEO秋田牛島店 秋田県秋田市牛島西2丁目3番13号
秋田県 GEO大館店 秋田県大館市清水3丁目2番3号
秋田県 GEO秋田飯島店 秋田県秋田市飯島道東3丁目7番13号
秋田県 GEO能代店 秋田県能代市字寺向90番地
秋田県 GEO鹿角店 秋田県鹿角市花輪字上花輪134番地
秋田県 GEO横手店 秋田県横手市婦気大堤字西野13番地3
秋田県 GEO湯沢店 秋田県湯沢市桜通り1番14号
秋田県 GEOﾌﾚｽﾎﾟ由利本荘店 秋田県由利本荘市石脇字田中8番地
秋田県 GEOｲｵﾝﾀｳﾝ大曲店 秋田県大仙市福田町18番31号
秋田県 GEO由利本荘桜小路店 秋田県由利本荘市桜小路43番地18
秋田県 GEO男鹿店 秋田県男鹿市船越字内子95番地1
秋田県 GEO角館店 秋田県仙北市角館町下菅沢171番地1
秋田県 GEO秋田旭南店 秋田県秋田市旭南3丁目1番32号
秋田県 新星堂ｲｵﾝﾓｰﾙ大曲店 秋田県大仙市和合字坪立177番地 イオンモール大曲1階
都道府県 会場 住所
宮城県 八文字屋ﾋﾙｻｲﾄﾞ店 宮城県仙台市青葉区錦ケ丘1-3-1　１Ｆ
宮城県 GEO気仙沼南郷店 宮城県気仙沼市南郷1番地の4
宮城県 GEO富谷店 宮城県黒川郡富谷町大清水1丁目33番地1
宮城県 GEO仙台南中山店 宮城県仙台市泉区南中山1丁目27番地の25
宮城県 GEO涌谷店 宮城県遠田郡涌谷町字田町裏32番地1
宮城県 GEO大崎古川駅前店 宮城県大崎市古川駅前大通2丁目2番17号
宮城県 GEO矢本店 宮城県東松島市矢本字作田浦189番地
宮城県 GEO仙台八乙女店 宮城県仙台市泉区八乙女中央1丁目6番15号
宮城県 GEO仙台松森店 宮城県仙台市泉区松森字後沢25番地の1
宮城県 GEO大崎古川ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 宮城県大崎市古川福浦字道の上188番地
宮城県 GEO仙台西多賀店 宮城県仙台市太白区西多賀5丁目16番10号
宮城県 GEO仙台南店 宮城県名取市上余田字千刈田817番地
宮城県 GEO仙台長町南店 宮城県仙台市太白区長町南1丁目1番1号
宮城県 GEO仙台中野店 宮城県仙台市宮城野区中野字大貝沼21番地
宮城県 GEO仙台古城店 宮城県仙台市若林区古城3丁目7番3号
宮城県 GEO利府店 宮城県宮城郡利府町利府字堀切前7番地1
宮城県 GEO岩沼桑原店 宮城県岩沼市桑原4丁目2番22号
宮城県 GEO角田店 宮城県角田市角田字扇町9番地14
宮城県 GEO大河原店 宮城県柴田郡大河原町字新桜町2番地11
宮城県 GEO白石店 宮城県白石市城南1丁目2番23号
宮城県 GEO佐沼店 宮城県登米市迫町佐沼字内町51番地
宮城県 GEO石巻中里店 宮城県石巻市南中里2丁目6番30号
宮城県 GEO塩竈杉の入店 宮城県塩竈市杉の入3丁目3番1号 みやぎ生協塩釜杉の入店2F
宮城県 GEO石巻蛇田店 宮城県石巻市蛇田字新大埣311番地1
宮城県 GEO亘理店 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北100番地 G棟



宮城県 TSUTAYA富谷大清水店 宮城県 黒川郡富谷町字大清水２丁目１３番１
宮城県 シーガル大河原店 宮城県柴田郡大河原町字新東２１－１８
宮城県 シーガル石巻店 宮城県石巻市蛇田字下谷地５３-１５
宮城県 シーガル泉バイパス店 宮城県仙台市泉区市名坂御釜田１４２－２
宮城県 ｼｰｶﾞﾙ西多賀店 宮城県仙台市太白区西多賀１丁目１－６０
宮城県 WonderGOO大崎古川店 宮城県大崎市古川穂波3-4-1 
宮城県 ポケモンセンタートウホク 宮城県仙台市青葉区中央1丁目3-1ショップ＆ワンダー アエル3階
都道府県 会場 住所
山形県 GEO新庄店 山形県新庄市五日町1389番地の23
山形県 GEO天童店 山形県天童市糠塚1丁目6番36号
山形県 GEO鶴岡宝田店 山形県鶴岡市文下字広野18番地1
山形県 GEO酒田駅前店 山形県酒田市幸町2丁目9番36号
山形県 GEO鶴岡美咲町店 山形県鶴岡市美咲町1番3号
山形県 GEO東根中央店 山形県東根市中央3丁目1番2号
山形県 GEO村山駅前店 山形県村山市楯岡新町2丁目12番1号
山形県 GEO酒田ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 山形県酒田市大町19番7号
山形県 GEO鶴岡城南店 山形県鶴岡市城南町22番23号
山形県 GEO長井店 山形県長井市小出字台の前3737番地1
山形県 GEO山形高堂店 山形県山形市高堂2丁目7番22号
山形県 GEO山形花楯店 山形県山形市花楯2丁目14番57号
山形県 GEO山形小立店 山形県山形市小立2丁目1番73号
山形県 GEO寒河江店 山形県寒河江市新山1丁目33番地
山形県 GEO南陽店 山形県南陽市椚塚420番地
山形県 GEO上山店 山形県上山市矢来4丁目267番地1
山形県 GEO米沢金池店 山形県米沢市金池8丁目1番2号
山形県 ｼｰｶﾞﾙ十日町店 山形県山形市十日町２－１－１１　山西ビル１Ｆ
山形県 シーガル米沢店 山形県米沢市金池６－５－３３
都道府県 会場 住所
福島県 西沢書店 門田店 福島県会津若松市天神町22-27
福島県 ＳＡＳＹＵ  鎌田店 福島県福島市鎌田字下釜5-1
福島県 GEO福島西ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 福島県福島市南中央2丁目35番地の1
福島県 GEO伊達保原店 福島県伊達市保原町字東野崎21番地の1
福島県 GEO南相馬原町店 福島県南相馬市原町区北原字境堀183番地
福島県 GEO福島鳥谷野店 福島県福島市鳥谷野字扇田15番地の1
福島県 GEO相馬店 福島県相馬市中村字砂子田134番地の1
福島県 GEO福島鎌田店 福島県福島市鎌田字古舘45番地の2
福島県 GEO喜多方店 福島県喜多方市字屋敷免4007番地
福島県 GEOいわき平上荒川店 福島県いわき市平上荒川字長尾59番地の1
福島県 GEOいわき湯本店 福島県いわき市常磐関船町ほうの木作68番地の2
福島県 GEOいわき小名浜店 福島県いわき市小名浜字松の中65番地の1
福島県 GEO会津若松古川町店 福島県会津若松市古川町1番18号
福島県 GEO会津若松ｲﾝﾀｰ店 福島県会津若松市一箕町大字亀賀字川西126番地の1
福島県 GEO二本松店 福島県二本松市大壇34番地1
福島県 GEO須賀川店 福島県須賀川市稲荷町115番地の3
福島県 GEO郡山うねめ通り店 福島県郡山市朝日3丁目7番30号
福島県 GEO白河旭町店 福島県白河市明戸168番地
福島県 GEO棚倉店 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字新町10番地1
福島県 GEO郡山城清水店 福島県郡山市城清水18番地
福島県 GEO福島石川店 福島県石川郡石川町大字双里字赤沼12番地1
福島県 GEO郡山小山田店 福島県郡山市大槻町字小割林4番地の4
福島県 WonderGOOいわき鹿島店 福島県いわき市鹿島町走熊字西反町2 番
都道府県 会場 住所
茨城県 ｽﾞﾝﾄﾞｺつくば店 茨城県つくば市竹園1-2-2 ﾃﾞｲｽﾞﾀﾞｳﾝつくばB1F
茨城県 ｽﾞﾝﾄﾞｺひたちなか店 茨城県ひたちなか市田中後40-2
茨城県 ブックセンター江戸屋 茨城県結城郡八千代町菅谷283-3
茨城県 GEOｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ神栖店 茨城県神栖市居切1456番地12 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ神栖内
茨城県 GEO神栖波崎店 茨城県神栖市波崎7680番地2
茨城県 GEO守谷久保ヶ丘店 茨城県守谷市久保ヶ丘4丁目23番地
茨城県 GEO岩井店 茨城県坂東市岩井4303番地
茨城県 GEOつくば学園店 茨城県つくば市東新井31番地13
茨城県 GEO竜ヶ崎松ヶ丘店 茨城県龍ケ崎市松ヶ丘1丁目21番地7
茨城県 GEO阿見店 茨城県稲敷郡阿見町岡崎1丁目23番地1
茨城県 GEO牛久中央店 茨城県牛久市中央1丁目15番地2
茨城県 GEO木田余店 茨城県土浦市木田余4557番地2
茨城県 GEO土浦店 茨城県土浦市千束町1番10号
茨城県 GEO石岡店 茨城県石岡市旭台2丁目17番1号
茨城県 GEO大子町店 茨城県久慈郡大子町大字池田2730番地1
茨城県 GEO日立水木店 茨城県日立市水木町2丁目15番48号
茨城県 GEO河和田店 茨城県水戸市河和田2丁目1775番地の4
茨城県 GEO高萩店 茨城県高萩市大字安良川字川久保600番地の1
茨城県 GEOひたちなか高場店 茨城県ひたちなか市大字高場1140番地1
茨城県 GEO常陸太田店 茨城県常陸太田市金井町2918番地
茨城県 GEO日立本宮店 茨城県日立市本宮町4丁目11番3号
茨城県 GEO日立金沢店 茨城県日立市金沢町２丁目１番１号
茨城県 GEO水戸吉沢店 茨城県水戸市吉沢町744番地の2
茨城県 GEOｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ笠間店 茨城県笠間市寺崎1番地1
茨城県 GEO下館店 茨城県筑西市下中山321番地5
茨城県 GEO結城店 茨城県結城市大字結城11839番地1
茨城県 GEO三和店 茨城県古河市諸川1224番地
茨城県 GEO境店 茨城県猿島郡境町76番の1
茨城県 GEO古河下辺見店 茨城県古河市下辺見2466番地
茨城県 WonderGOOつくば店 茨城県つくば市研究学園　A65街区1
茨城県 WonderGOO大穂店 茨城県つくば市筑穂1-9-2
茨城県 WonderGOOひたちなか店 茨城県ひたちなか市中根3325-10 
茨城県 WonderGOO東店 茨城県稲敷市西代2868-1
茨城県 WonderGOO境FiSS店 茨城県猿島郡境町1156-1
茨城県 WonderGOO友部店 茨城県笠間市旭町字旭平394-3 
茨城県 WonderGOO古河店 茨城県古河市小堤字新割1900-1 



茨城県 WonderGOO高萩店 茨城県高萩市安良川字柳町187-1
茨城県 WonderGOO岩瀬店 茨城県桜川市明日香1-7
茨城県 WonderGOO守谷店 茨城県守谷市松ヶ丘6-6-4 
茨城県 WonderGOO常陸大宮 茨城県常陸大宮市石沢1802
茨城県 WonderGOO鹿島店 茨城県神栖市掘割3-3-20
茨城県 WonderGOO波崎店 茨城県神栖市波崎8283
茨城県 WonderGOO水戸笠原店 茨城県水戸市笠原町477-2
茨城県 WonderGOO石岡店 茨城県石岡市東石岡1-8-5
茨城県 WonderGOO下館店 茨城県筑西市菅谷字石堀1513
茨城県 WonderGOO土浦店 茨城県土浦市蓮河原新町4181
茨城県 WonderGOO水戸南店 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡字中丸原3481-97 
茨城県 WonderGOO東海店 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西1-11-16
茨城県 WonderGOO那珂店 茨城県那珂市菅谷2431-1 
茨城県 WonderGOO日立中央店 茨城県日立市鮎川町1-3-3
茨城県 WonderGOO日立田尻店 茨城県日立市田尻町5-14-2
茨城県 WonderGOO鉾田店 茨城県鉾田市鉾田572-1 
茨城県 WonderGOO北茨城店 茨城県北茨城市中郷町上桜井2268
茨城県 WonderGOO竜ヶ崎店 茨城県竜ヶ崎市小柴1-7
茨城県 WonderGOOひたち野うしく 茨城県牛久市ひたち野東5-5-1
茨城県 ホビーゾーン土浦店 茨城県土浦市上高津367番地イオンモール土浦3F
茨城県 ホビーゾーンつくば店 茨城県つくば市稲岡66-1外　ｲｵﾝﾓｰﾙつくば１Ｆ
茨城県 ホビーゾーンイーアスつくば店 茨城県つくば市研究学園5丁目19番地イーアスつくば3F
都道府県 会場 住所
栃木県 イエローサブマリン宇都宮店 栃木県宇都宮市曲師町2-8 宇都宮フェスタ5階
栃木県 TSUTAYAさくら店 栃木県さくら市櫻野505
栃木県 GEO間々田店 栃木県小山市大字間々田807番地
栃木県 GEO城東店 栃木県小山市城北6丁目4番地13
栃木県 GEO大平店 栃木県栃木市大平町西野田157番地
栃木県 GEO羽川店 栃木県小山市羽川503番地3
栃木県 GEO鹿沼店 栃木県鹿沼市東町3丁目1番12号
栃木県 GEO並木店 栃木県真岡市並木町4丁目6番地23
栃木県 GEO東峰町店 栃木県宇都宮市東峰町3030番地
栃木県 GEOからす山店 栃木県那須烏山市城東1853番地
栃木県 GEO西那須野店 栃木県那須塩原市南郷屋2丁目146番地39
栃木県 GEO宇都宮鶴田店 栃木県宇都宮市鶴田2丁目39番46号
栃木県 GEO宇都宮今泉店 栃木県宇都宮市中今泉3丁目28番16号
栃木県 GEO足利鹿島店 栃木県足利市鹿島町47番地
栃木県 GEO足利店 栃木県足利市堀込町2481番地3
栃木県 GEO佐野高萩店 栃木県佐野市高萩町411番地
栃木県 新星堂ﾗﾗｽｸｴｱ宇都宮店 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6 ララスクエア宇都宮4F
栃木県 WonderGOO下野店 栃木県下野市下古山2888-4
栃木県 新星堂ｲｵﾝﾓｰﾙ佐野新都市店 栃木県佐野市高萩町1324-1イオンモール佐野新都市2F
栃木県 WonderGOO鹿沼店 栃木県鹿沼市西茂呂4-16-16
栃木県 WonderGOO小山店 栃木県小山市東城南4-7
栃木県 WonderGOO真岡店 栃木県真岡市大谷新町18-6
栃木県 WonderGOO足利店 栃木県足利市朝倉町255-1
栃木県 WonderGOO大田原店 栃木県大田原市若松町1650-10
都道府県 会場 住所
埼玉県 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
埼玉県 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 ﾏﾙｷﾝﾋﾞﾙ3FA-1
埼玉県 カサモ関口商店 埼玉県加須市本町12-41
埼玉県 精文堂書店 埼玉県川越市脇田本町6-3
埼玉県 GEO東越谷店 埼玉県越谷市東越谷4丁目8番地17
埼玉県 GEO北越谷店 埼玉県越谷市神明町2丁目119番地
埼玉県 GEO草加花栗店 埼玉県草加市花栗4丁目26番21号
埼玉県 GEO谷塚店 埼玉県草加市瀬崎4丁目5番37号 丸石ﾋﾞﾙ1F
埼玉県 GEO草加稲荷店 埼玉県草加市稲荷3丁目13番16号
埼玉県 GEO吉川店 埼玉県吉川市大字保439番地
埼玉県 GEOﾌﾚｽﾎﾟ八潮店 埼玉県八潮市大瀬1丁目1番地3
埼玉県 GEO草加新田店 埼玉県草加市旭町1丁目381番地1
埼玉県 GEO川口赤山店 埼玉県川口市大字新井宿603番地の2
埼玉県 GEO川口元郷店 埼玉県川口市元郷6丁目20番20号
埼玉県 GEO東川口店 埼玉県川口市東川口2丁目3番6号 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞﾙA棟1F
埼玉県 GEO川口駅前店 埼玉県川口市本町4丁目2番3号 友愛ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F
埼玉県 GEO川口前川店 埼玉県川口市南前川2丁目26番10号
埼玉県 GEO川口芝店 埼玉県川口市芝宮根町20番3号
埼玉県 GEO川口柳崎店 埼玉県川口市柳崎1丁目20番4号
埼玉県 GEO蕨店 埼玉県蕨市中央2丁目1番7号 ﾒｿﾞﾝｱｰﾃｨｰｽﾞ1F
埼玉県 GEO大和田店 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目1154番地1
埼玉県 GEO春日部ﾕﾘﾉｷ通り店 埼玉県春日部市豊町4丁目1番地7
埼玉県 GEO春日部店 埼玉県春日部市緑町5丁目8番16号
埼玉県 GEO東大宮店 埼玉県さいたま市見沼区東大宮1丁目71番17号
埼玉県 GEO大宮本郷店 埼玉県さいたま市北区本郷町777番地1
埼玉県 GEO岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区太田2丁目4番20号
埼玉県 GEO西大宮店 埼玉県さいたま市西区大字清河寺字大塚23番地
埼玉県 GEO武里店 埼玉県春日部市大場1077番地1
埼玉県 GEO原山店 埼玉県さいたま市緑区原山2丁目28番1号
埼玉県 GEO新座片山店 埼玉県新座市野寺1丁目4番13号
埼玉県 GEOつるせ店 埼玉県富士見市関沢2丁目24番35号
埼玉県 GEO東浦和店 埼玉県さいたま市緑区東浦和1丁目5番地8 ﾛｲﾔﾙﾋﾙｽﾞ池田
埼玉県 GEO武蔵浦和店 埼玉県さいたま市南区四谷1丁目7番1号 ﾛｲﾔﾙｺｰﾄⅠ
埼玉県 GEO新座大和田店 埼玉県新座市大和田1丁目25番21号
埼玉県 GEO所沢駅前店 埼玉県所沢市日吉町12番1号 ﾜﾙﾂﾋﾞﾙB1F
埼玉県 GEO埼大通り店 埼玉県さいたま市桜区栄和4丁目23番6号
埼玉県 GEO新狭山店 埼玉県狭山市大字下奥富505番地の1
埼玉県 GEO坂戸店 埼玉県坂戸市鎌倉町16番26号
埼玉県 GEO狭山店 埼玉県狭山市富士見1丁目28番7号
埼玉県 GEO川越新宿店 埼玉県川越市新宿町6丁目5番8号



埼玉県 GEOふじみ野店 埼玉県ふじみ野市鶴ｹ岡1丁目16番2号
埼玉県 GEO毛呂山店 埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目30番8号
埼玉県 GEO若葉店 埼玉県鶴ヶ島市富士見2丁目5番5号
埼玉県 GEO飯能柳町店 埼玉県飯能市柳町26番4号
埼玉県 GEO入間店 埼玉県入間市東町2丁目3番40号
埼玉県 GEO北本店 埼玉県北本市大字北本宿208番地14
埼玉県 GEO久喜店 埼玉県久喜市久喜北2丁目6番18号
埼玉県 GEO蓮田店 埼玉県蓮田市西新宿5丁目164番地
埼玉県 GEO加須店 埼玉県加須市三俣2丁目18番地9号
埼玉県 GEO上尾中妻店 埼玉県上尾市中妻5丁目8番地1
埼玉県 GEO鴻巣吹上店 埼玉県鴻巣市鎌塚4丁目56番地2
埼玉県 GEO鴻巣店 埼玉県鴻巣市人形1丁目4番44号
埼玉県 GEO上尾小泉店 埼玉県上尾市小泉1丁目3番地5
埼玉県 GEO羽生店 埼玉県羽生市東6丁目1番地15
埼玉県 GEO東松山店 埼玉県東松山市松本町2丁目1番51号
埼玉県 GEO寄居店 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1360番地1
埼玉県 GEO熊谷店 埼玉県熊谷市中央2丁目260番地
埼玉県 GEO新本庄店 埼玉県本庄市緑2丁目5700番地
埼玉県 GEO大沼店 埼玉県深谷市西大沼332番地1
埼玉県 GEO新行田店 埼玉県行田市行田120番1号
埼玉県 GEO石原店 埼玉県熊谷市石原1327番地1
埼玉県 GEO深谷上柴店 埼玉県深谷市上柴町東6丁目8番地7
埼玉県 GEO秩父店 埼玉県秩父市中宮地町24番地2
埼玉県 SSS大宮日進店 埼玉県さいたま市北区日進町3丁目372番地
埼玉県 GEO大宮駅前店 埼玉県さいたま市大宮区宮町１丁目５番地４　中西ビル１Ｆ
埼玉県 WonderGOO越谷店 埼玉県越谷市七左町2-144
埼玉県 WonderGOO加須店 埼玉県加須市下高柳１丁目29番地 Vivamall １番街
埼玉県 WonderGOO三郷店 埼玉県三郷市彦川戸2-46　2階 
埼玉県 新星堂 和光店 埼玉県春日部市中央1-13-1 イトーヨーカドー春日部店5F
埼玉県 WonderGOO川越店 埼玉県川越市小室385-1クルリ生鮮市場TOP川越店2階
埼玉県 WonderGOO入間店 埼玉県入間市上藤沢387-2
埼玉県 WonderGOO本庄店 埼玉県本庄市寿3-4-22
埼玉県 新星堂錦町ヨーカドー店 埼玉県蕨市錦町1-12-1 イトーヨーカドー錦町店2F
埼玉県 ホビーステーション所沢店 埼玉県所沢市東町5-22 ダイエー所沢店3F
埼玉県 ホビーステーション大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-4-3　109ビル3F
埼玉県 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 楽園タウン2F
埼玉県 ホビーゾーン春日部店 埼玉県春日部市下柳420-1　ｲｵﾝﾓｰﾙ春日部3Ｆ
埼玉県 ホビーゾーン与野店 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9　イオンモール与野3Ｆ
埼玉県 ホビーゾーンレイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1イオンレイクタウンｍｏｒｉ3Ｆ
都道府県 会場 住所
群馬県 GEO館林店 群馬県館林市富士見町12番60号
群馬県 GEO太田宝町店 群馬県太田市宝町884番地
群馬県 GEO連取店 群馬県伊勢崎市連取町3281番地8
群馬県 GEO内ヶ島店 群馬県太田市内ｹ島町801番地1
群馬県 GEO赤堀店 群馬県伊勢崎市堀下町1478番地
群馬県 GEO笠懸店 群馬県みどり市笠懸町阿左美143番地
群馬県 GEO太田店 群馬県太田市東本町56番13号
群馬県 GEO新里店 群馬県桐生市新里町新川1163番地1
群馬県 GEO伊勢崎南店 群馬県伊勢崎市富塚町249番地2
群馬県 GEO桐生店 群馬県桐生市錦町3丁目1322番地1
群馬県 GEO西吉井店 群馬県高崎市吉井町長根1870番地1
群馬県 GEO片貝店 群馬県前橋市西片貝町1丁目315番地5
群馬県 GEO飯塚店 群馬県高崎市飯塚町1005番地1
群馬県 GEO藤岡店 群馬県藤岡市藤岡892番地1
群馬県 GEO沼田店 群馬県沼田市東原新町1453番地1
群馬県 GEO上原店 群馬県沼田市上原町１７５６番２３号
群馬県 GEO前橋高井店 群馬県前橋市高井町1丁目33番地3
群馬県 GEO高崎福島店 群馬県高崎市福島町794番地22
群馬県 GEO渋川店 群馬県渋川市石原348番地1
群馬県 TSUTAYA安中店 群馬県安中市原市409
群馬県 WonderGOO館林店 群馬県館林市朝日町12-38
群馬県 WonderGOO高崎店 群馬県高崎市緑町4-9-1
群馬県 WonderGOO渋川店 群馬県渋川市有馬139-1
群馬県 WonderGOO富岡店 群馬県富岡市七日市1712-1
群馬県 ホビーゾーン伊勢崎店 群馬県伊勢崎市西小保方町368　スマーク伊勢崎3Ｆ
都道府県 会場 住所
千葉県 イエローサブマリン柏マルイ店 千葉県柏市柏1-1-11 柏マルイ　 B1階
千葉県 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　塚本大千葉ビル3階
千葉県 多田屋サンピア店 千葉県東金市東岩崎8-10
千葉県 GEO市川南店 千葉県市川市市川南1丁目3番5号
千葉県 GEO佐倉志津店 千葉県佐倉市井野1444番地
千葉県 GEO幕張店 千葉県千葉市美浜区幕張西2丁目1番8号
千葉県 GEO八千代高津店 千葉県八千代市高津東2丁目6番地1
千葉県 GEO船橋薬園台店 千葉県船橋市滝台町105番地1
千葉県 GEO習志野台店 千葉県船橋市習志野台5丁目4番11号
千葉県 GEO京成大久保店 千葉県習志野市大久保1丁目22番10号
千葉県 GEO浦安猫実店 千葉県浦安市猫実4丁目6番40号
千葉県 GEO市原店 千葉県市原市東五所5番地18
千葉県 GEOおゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央7丁目3番地1
千葉県 GEO千葉末広店 千葉県千葉市中央区末広2丁目13番2号
千葉県 GEO千葉都町店 千葉県千葉市中央区都町1243番地1
千葉県 GEO木更津店 千葉県木更津市太田4丁目2番18号
千葉県 GEO稲毛店 千葉県千葉市稲毛区山王町336番地2
千葉県 GEO袖ヶ浦店 千葉県袖ケ浦市福王台2丁目8番地5
千葉県 GEO千葉園生町店 千葉県千葉市稲毛区園生町380番地1
千葉県 GEO四街道大日店 千葉県四街道市大日299番地1
千葉県 GEO東金店 千葉県東金市道庭659番地
千葉県 GEO茂原店 千葉県茂原市小林1606番地10 茂原ｾﾝﾄﾗﾙﾓｰﾙ内



千葉県 GEO九十九里店 千葉県山武郡九十九里町田中荒生225番地
千葉県 GEO旭店 千葉県旭市二2852番地
千葉県 GEO大網白里店 千葉県大網白里市みやこ野1丁目2番地8
千葉県 GEO匝瑳八日市場店 千葉県匝瑳市八日市場ﾎ字大鏡76番地1
千葉県 GEO鴨川横渚店 千葉県鴨川市横渚186番地1
千葉県 GEOいすみ深堀店 千葉県いすみ市深堀1438番地
千葉県 GEO富里店 千葉県富里市七栄575番地
千葉県 GEO成田江弁須店 千葉県成田市江弁須487番地11
千葉県 GEO銚子清川町店 千葉県銚子市清川町4丁目1082番地
千葉県 GEO銚子松岸店 千葉県銚子市松岸町4丁目348番地の1
千葉県 GEO香取小見川店 千葉県香取市小見川1110番地
千葉県 GEO流山店 千葉県流山市大字東深井121番地
千葉県 GEO柏明原店 千葉県柏市明原3丁目2番25号
千葉県 GEO八柱店 千葉県松戸市日暮3丁目19番地の18
千葉県 GEO湖北台店 千葉県我孫子市湖北台8丁目6番7号
千葉県 GEO北小金店 千葉県松戸市小金きよしヶ丘1丁目1番地の2
千葉県 GEO君津南子安店 千葉県君津市南子安2丁目18番6号
千葉県 GEO宮野木店 千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘5丁目28番59号
千葉県 GEO君津中野店 千葉県君津市中野3丁目10番16号
千葉県 バトロコ 柏駅前 千葉県 柏市柏１－２－３１ 柏共同ビル（カルチェ５新星堂）地下１階
千葉県 WonderGOO旭店 千葉県旭市二字五郎作5888-1 
千葉県 WonderGOO千葉ＮＴ店 千葉県印西市草深1494-7
千葉県 WonderGOO鎌ヶ谷店 千葉県鎌ヶ谷市東鎌ヶ谷1-6
千葉県 WonderGOO成東店 千葉県山武市成東486-1
千葉県 ｴﾝﾀｰｷﾝｸﾞ鶴沢店 千葉県千葉市中央区鶴沢町20-21
千葉県 新星堂ｲｵﾝ鎌取店 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-16-1 イオン鎌取店4階
千葉県 新星堂 おゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野南5-37-1 イオンタウンおゆみ野2F
千葉県 TSUTAYA長浦2号店 千葉県袖ケ浦市蔵波台7-14-1
千葉県 WonderGOO-RE増尾店 千葉県柏市南増尾1-27-10
千葉県 WonderGOO八街店 千葉県八街市文違字文違野301番地115
千葉県 WonderGOO富里店 千葉県富里市七栄1005-5
千葉県 WonderGOO茂原店 千葉県茂原市木崎2272
千葉県 新星堂ｲｵﾝﾓｰﾙ木更津店 千葉県木更津市築地１－４イオンモール木更津２Ｆ
千葉県 WonderGOO江戸川台店 千葉県流山市美原2-131-1
千葉県 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4F
千葉県 ホビーステーショングローボ蘇我 千葉県千葉市中央区川崎町1-34 GLOBO内
千葉県 ホビーゾーン船橋店 千葉県船橋市山手1-1-8　ｲｵﾝﾓｰﾙ船橋3F
千葉県 ホビーゾーンちはら台店 千葉県市原市ちはら台西3丁目4番ショッピングモールunimoちはら台2Ｆ
千葉県 ホビーゾーンユーカリが丘店 千葉県佐倉市西ユーカリが丘6丁目12番地３イオンタウンユーカリが丘東街区3F
千葉県 ポケモンセンタートウキョーベイ 千葉県船橋市浜町2-1-1三井ショッピングパーク　ららぽーとTOKYO-BAY 西館2階
千葉県 ポケモンストア　成田空港店 千葉県成田市成田国際空港内　第2旅客ターミナルビル本館4階
都道府県 会場 住所
東京都 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
東京都 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
東京都 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
東京都 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
東京都 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
東京都 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1-16-9　淺川ビル2階
東京都 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2階
東京都 イエローサブマリン町田カードショップ 東京都町田市原町田6-18-13　サニーサイドビル2階
東京都 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 スーパービル7階
東京都 イエローサブマリン京王八王子店 東京都八王子市明神町3-27-1京王八王子ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ9階
東京都 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　秋葉原ラジオ会館6Ｆ
東京都 カードキングダム練馬春日店店 東京都練馬区春日町6-7-37
東京都 カードキングダム蒲田店 東京都大田区蒲田5-25-1　岩崎ビル1Ｆ
東京都 カードキングダム秋葉原駅前店 東京都千代田区外神田1-14-7秋葉原野村ビル3階
東京都 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529
東京都 ブックセンターいとう立川羽衣店 東京都立川市羽衣町2-49-9
東京都 カードラボ八王子店 東京都八王子市東町12-8　長澤ビル4F
東京都 GEO巣鴨店 東京都豊島区巣鴨1丁目20番10号
東京都 GEO要町店 東京都豊島区池袋3丁目3番5号
東京都 GEOﾎﾞｰﾄ店 東京都板橋区熊野町41番地
東京都 GEO蔵前店 東京都台東区寿1丁目1番9号
東京都 GEO鶯谷店 東京都台東区根岸1丁目2番21号
東京都 GEO大塚駅南口店 東京都豊島区南大塚2丁目43番7号 ｻﾝｻｰﾗ大塚1F
東京都 GEO葛西店 東京都江戸川区南葛西1丁目12番16号
東京都 GEO江戸川店 東京都江戸川区大杉3丁目10番1号
東京都 GEO立石店 東京都葛飾区立石1丁目22番1号
東京都 GEO瑞江店 東京都江戸川区南篠崎町3丁目3番1号
東京都 GEO西葛西店 東京都江戸川区西葛西3丁目17番6号 ｼｬﾝﾌﾞﾙ西葛西ﾋﾞﾙ1F
東京都 GEO船堀店 東京都江戸川区松江5丁目1番24号
東京都 GEO新小岩店 東京都葛飾区新小岩1丁目56番14号 ｷｬｯｽﾙﾏﾝｼｮﾝ新小岩
東京都 GEO竹ﾉ塚東店 東京都足立区竹の塚2丁目5番8号
東京都 GEO保木間店 東京都足立区保木間1丁目37番11号
東京都 GEO綾瀬店 東京都足立区綾瀬3丁目14番2号 ﾙﾐｴｰﾙ･ｱﾔｾ
東京都 GEO鹿浜店 東京都足立区谷在家2丁目11番2号
東京都 GEO西新井大師西店 東京都足立区谷在家1丁目1番3号 第一宝ﾏﾝｼｮﾝ
東京都 GEO町屋店 東京都荒川区町屋6丁目32番21号 2F
東京都 GEO西新井店 東京都足立区梅島3丁目32番6号 第8矢野新ﾋﾞﾙ1&2F
東京都 GEO板橋本町店 東京都板橋区本町12番2号
東京都 GEO北赤羽駅前店 東京都北区赤羽北2丁目31番16号 ｱｸﾄﾋﾟｱ壱番館ﾓｰﾙ2F
東京都 GEO西台店 東京都板橋区高島平1丁目79番1号 ﾜｲｹｲｴﾑﾋﾞﾙ1F
東京都 GEO高島平店 東京都板橋区高島平2丁目1番7号
東京都 GEO板橋駅前店 東京都北区滝野川7丁目2番1号
東京都 GEO氷川台店 東京都練馬区氷川台4丁目55番3号
東京都 GEOひばりヶ丘店 東京都西東京市栄町2丁目6番12号
東京都 GEO都立家政店 東京都中野区鷺宮1丁目28番7号 ｻｷﾞﾉﾐﾔﾌﾗｯﾂB1
東京都 GEO下石神井店 東京都練馬区下石神井4丁目1番3号 ｺﾝﾊﾟｽｺｰﾄﾆｰｸﾗ1F



東京都 GEO豊玉店 東京都練馬区豊玉中2丁目19番20号
東京都 GEO大泉学園店 東京都練馬区大泉学園町2丁目14番18号
東京都 GEO田無駅前店 東京都西東京市田無町4丁目28番17号 田無ﾏｰﾌﾞﾙﾋﾞﾙ2F
東京都 GEO井荻駅南口店 東京都杉並区下井草5丁目19番14号
東京都 GEO田無北原店 東京都西東京市田無町1丁目2番4号 ｺｰﾄ･ﾘｼﾞｪｰﾙ1F
東京都 GEO東中野店 東京都中野区東中野3丁目16番20号 ｾｻﾞｰﾙ東中野1F
東京都 GEO高円寺店 東京都杉並区高円寺南3丁目1番4号
東京都 GEO中野本町店 東京都中野区本町3丁目30番14号 ｺｱｼﾃｨ中野坂上1F
東京都 GEO小滝橋店 東京都新宿区高田馬場3丁目46番25号
東京都 GEO北新宿店 東京都新宿区北新宿3丁目4番1号
東京都 GEO三鷹南口店 東京都三鷹市下連雀3丁目34番8号 三鷹ﾊｲﾃﾞﾝｽ2F
東京都 GEOｱｺﾙﾃﾞ代々木上原店 東京都渋谷区西原3丁目8番5号
東京都 GEO駒沢大学店 東京都世田谷区上馬3丁目18番6号 IMAX-2ﾋﾞﾙ1F
東京都 GEO青物横丁店 東京都品川区南品川2丁目4番1号 YMDﾋﾞﾙ1･2F
東京都 GEO池上店 東京都大田区池上6丁目4番18号 ﾌﾞﾘｯｸﾀｳﾝ小林2F
東京都 GEO大森駅西口店 東京都大田区山王2丁目3番13号 ｼｵｶﾜﾋﾞﾙ1F
東京都 GEO国立店 東京都国立市富士見台3丁目3番地14
東京都 GEO狛江店 東京都狛江市岩戸南2丁目5番地5号
東京都 GEO東村山久米川店 東京都東村山市栄町2丁目5番地10
東京都 GEOつつじヶ丘駅前店 東京都調布市西つつじヶ丘3丁目31番地8 つつじヶ丘ｼﾃｨﾀﾜｰ
東京都 GEO西国分寺店 東京都国分寺市日吉町3丁目2番地2
東京都 GEO小平小川町店 東京都小平市小川町2丁目2062番地1
東京都 GEO羽村店 東京都羽村市五ノ神2丁目1番地10
東京都 GEO青梅新町店 東京都青梅市新町5丁目4番3号
東京都 GEO青梅河辺店 東京都青梅市河辺町10丁目1番地の1
東京都 GEO昭島店 東京都昭島市松原町2丁目11番10号
東京都 GEO八王子堀之内店 東京都八王子市堀之内3丁目30番地3
東京都 GEO西八王子店 東京都八王子市散田町3丁目9番19号 田沢ﾋﾞﾙ1F
東京都 GEO福生南田園店 東京都福生市南田園2丁目8番地7
東京都 GEO成瀬店 東京都町田市成瀬が丘1丁目29番地3
東京都 TVﾊﾟﾆｯｸ赤羽店 東京都北区赤羽2丁目24番3号
東京都 TSUTAYA瑞江店 東京都 江戸川区西瑞江2-14
東京都 新星堂葛西店 東京都江戸川区東葛西9-3-3 イトーヨーカドー葛西店3F
東京都 新星堂昭島店 東京都昭島市田中町562-1 モリタウン2F
東京都 PAO青梅店 東京都青梅市新町5-4-6
東京都 TOPBOY蒲田店 東京都大田区蒲田5-24-2　損保ジャパンビル1F
東京都 新星堂 東大和店 東京都東大和市桜ケ丘2-142-1イトーヨーカドー2F
東京都 新星堂 八王子店 東京都八王子市狭間町1462-1イトーヨーカドー3F
東京都 新星堂武蔵境店 東京都武蔵野市境南町2-3-6 イトーヨーカドー武蔵境店5F
東京都 ホビーステーション秋葉原3ｒｄ店 東京都千代田区外神田1-10-11森ビル3F
東京都 ホビーステーションサンライズ蒲田店 東京都大田区西蒲田 7-49-10　ナヲミビル2F
東京都 ホビーステーションラジオ会館店 東京都千代田区外神田1-15-16　秋葉原ラジオ会館　1階
東京都 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
東京都 ホビーゾーン東久留米店 東京都東久留米市南沢５丁目17　イオンモール東久留米3Ｆ
東京都 ホビーゾーン日の出店 東京都西多摩郡日の出大字平井字三吉野桜木237-3　イオンモール日の出3Ｆ
東京都 ポケモンセンターメガトウキョー 東京都豊島区東池袋3-1-2　サンシャインシティ 専門店街アルパ 2F
東京都 ポケモンセンタースカイツリータウン 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ　イーストヤード5階
東京都 ポケモンストア　東京駅店 東京都千代田区丸の内1-9-1　東京駅一番街B1F　東京キャラクターストリート内
都道府県 会場 住所
神奈川県 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
神奈川県 イエローサブマリン溝口店 神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1 ノクティ２ビル マルイファミリー溝口6階
神奈川県 イエローサブマリン川崎店 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 川崎ルフロン9階
神奈川県 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－ビル2階
神奈川県 カードキングダム溝の口店 神奈川県川崎市高津区溝口1-9-5ブラパックIIビル4階
神奈川県 ﾔﾏﾀﾞ電機ｱｳﾄﾚｯﾄ館 横須賀店 神奈川県横須賀市三春町4-5
神奈川県 ﾌﾞｯｸｵﾌ横浜警察署前店 神奈川県横浜市緑区台村町370-1
神奈川県 GAMEMATE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
神奈川県 青馬堂書店矢向店 神奈川県横浜市鶴見区矢向5-8-42
神奈川県 TSUTAYA鹿島田店 神奈川県川崎市幸区新塚越201ﾙﾘｴ新川崎2F
神奈川県 ﾋﾞｰﾄﾀﾞｳﾝ ｾﾝﾀｰ北駅前店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-2-2 ﾛｰﾊﾞｰｾﾝﾀｰ北２階A
神奈川県 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2F
神奈川県 中村書店本店 神奈川県相模原市中央区横山6丁目8-21
神奈川県 ﾌﾞｯｸﾋﾟｱｵﾙﾄﾖｺﾊﾏ店 神奈川県横浜市神奈川区新子安1-2-4 ｵﾙﾄﾖｺﾊﾏ内
神奈川県 GEO野川店 神奈川県川崎市宮前区野川1089番地
神奈川県 GEO木月店 神奈川県川崎市中原区木月3丁目52番12号
神奈川県 GEO川崎店 神奈川県川崎市川崎区貝塚1丁目3番18号
神奈川県 GEO稲田堤店 神奈川県川崎市多摩区菅馬場2丁目15番7号
神奈川県 GEO相模原駅前店 神奈川県相模原市中央区相模原5丁目1番1号
神奈川県 GEO本牧店 神奈川県横浜市中区本牧宮原7番4号
神奈川県 GEO横浜磯子店 神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目6番23号 磯子ｱｲﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ2F
神奈川県 GEO横浜笠間店 神奈川県横浜市栄区笠間4丁目2番16号
神奈川県 GEO六角橋店 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目6番7号
神奈川県 GEO横浜六浦店 神奈川県横浜市金沢区六浦1丁目21番19号
神奈川県 GEO弥生台店 神奈川県横浜市泉区西が岡1丁目27番地2 ｸｴｽﾄ山手台1F
神奈川県 GEO湘南台店 神奈川県藤沢市湘南台2丁目5番11号 湘南台ｳｴｽﾄﾌﾟﾗｻﾞ1番地
神奈川県 GEO横浜栗木店 神奈川県横浜市磯子区栗木1丁目31番5号
神奈川県 GEO横浜岡野店 神奈川県横浜市西区岡野2丁目5番18号 ｻﾐｯﾄ横浜岡野内
神奈川県 GEO今宿店 神奈川県横浜市旭区今宿西町161番地1
神奈川県 GEO大和中央店 神奈川県大和市中央1丁目4番19号
神奈川県 GEO相模台店 神奈川県相模原市南区相模台6丁目17番16号
神奈川県 GEO市ヶ尾店 神奈川県横浜市都筑区荏田南3丁目35番15号
神奈川県 GEO瀬谷店 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸2丁目38番地1
神奈川県 GEO中央林間店 神奈川県大和市中央林間4丁目27番12号 中央林間古木ﾋﾞﾙ1F
神奈川県 GEO横浜中山店 神奈川県横浜市緑区台村町373番地1
神奈川県 GEO愛川店 神奈川県愛甲郡愛川町中津765番地1
神奈川県 GEO平塚四之宮店 神奈川県平塚市四之宮6丁目14番40号
神奈川県 GEO厚木店 神奈川県厚木市妻田西3丁目1番2号
神奈川県 GEO海老名店 神奈川県海老名市中央2丁目5番41号



神奈川県 GEO平塚店 神奈川県平塚市明石町15番12号 片野ﾋﾞﾙ2F
神奈川県 GEO寒川店 神奈川県高座郡寒川町宮山3586番地1
神奈川県 GEO伊勢原大住台店 神奈川県伊勢原市大住台1丁目12番地の12
神奈川県 新星堂綾瀬店 神奈川県 綾瀬市 深谷３７３４－１ －Ａ
神奈川県 TSUTAYA三ツ境駅前店 神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境5-14-2F
神奈川県 新星堂 立場店 神奈川県横浜市泉区中田西1-1-15イトーヨーカドー　3F
神奈川県 新星堂 大和鶴間店 神奈川県大和市下鶴間1-3-1イトーヨーカドー　3F
神奈川県 新星堂 湘南台店 神奈川県藤沢市石川６-２-１イトーヨーカドー湘南台店　3F
神奈川県 ホビーステーション藤沢プラザ店 神奈川県藤沢市鵠沼東1-2　藤沢プラザ本館B1F
神奈川県 ホビーステーション本厚木店 神奈川県厚木市中町4丁目14-6 パティオビル2F
神奈川県 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
神奈川県 ホビーステーション横須賀中央店 神奈川県横須賀市若松町1-5　横須賀プライム3F
神奈川県 ポケモンセンターヨコハマ 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1　ランドマークプラザ4F
都道府県 会場 住所
山梨県 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 ｲｰｽﾄﾓｰﾙｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
山梨県 柳正堂書店ｵｷﾞﾉﾘﾊﾞｰｼﾃｨ店 山梨県中央市山之神1122ｵｷﾞﾉﾘﾊﾞｰｼﾃｨ1F
山梨県 GEO塩山店 山梨県甲州市塩山下於曽1671番地
山梨県 GEO石和店 山梨県笛吹市石和町窪中島88番地1
山梨県 GEO南ｱﾙﾌﾟｽ店 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市荊沢1303番地
山梨県 GEO甲府昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町押越105番地
山梨県 GEO甲府国母店 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1347番地1
山梨県 GEO敷島店 山梨県甲斐市中下条1360番地1
都道府県 会場 住所
新潟県 GEO出来島店 新潟県新潟市中央区南出来島1丁目3番6号
新潟県 GEO新潟空港通り店 新潟県新潟市東区浜谷町2丁目4番6号
新潟県 GEO加茂店 新潟県加茂市大郷町1丁目7番2号
新潟県 GEO竹尾ｲﾝﾀｰ店 新潟県新潟市東区竹尾583番地10
新潟県 GEO新津店 新潟県新潟市秋葉区新津4543番地1
新潟県 GEO阿賀野店 新潟県阿賀野市岡山町8番9号
新潟県 GEO村上店 新潟県村上市仲間町535番地1
新潟県 GEO寺尾店 新潟県新潟市西区五十嵐東1丁目7番1号
新潟県 GEO佐渡佐和田店 新潟県佐渡市中原226番地1
新潟県 GEO新発田店 新潟県新発田市舟入町3丁目8番32号
新潟県 GEO上越高田店 新潟県上越市高土町1丁目1番7号
新潟県 GEO新井店 新潟県妙高市中川4番17号
新潟県 GEO長岡宮内店 新潟県長岡市宮内町3346番地1
新潟県 GEO塩沢店 新潟県南魚沼市塩沢760番地1
新潟県 GEO巻店 新潟県新潟市西蒲区巻甲4800番地
新潟県 GEO柏崎店 新潟県柏崎市日吉町8番2号
新潟県 GEO燕吉田店 新潟県燕市吉田3681番地1
新潟県 GEO直江津店 新潟県上越市五智1丁目13番30号
新潟県 GEO長岡西津店 新潟県長岡市西津町3796番地1
都道府県 会場 住所
富山県 GEO新湊店 富山県高岡市姫野517番地
富山県 GEO高岡蓮花寺店 富山県高岡市蓮花寺743番地
富山県 GEO小矢部店 富山県小矢部市本町218番地
富山県 GEO小杉店 富山県射水市三ヶ2602番地1
富山県 GEO滑川店 富山県滑川市上小泉74番地1
富山県 GEO富山婦中店 富山県富山市婦中町板倉455番地
富山県 GEO富山本郷店 富山県富山市本郷町58番地1
富山県 GEO富山布瀬店 富山県富山市布瀬町南1丁目5番地4
富山県 GEO富山北の森店 富山県富山市森3丁目3番63号
富山県 GEO富山上飯野店 富山県富山市上飯野字水窪41番地4
富山県 ポケモンストア　アウトレット　小矢部店 富山県小矢部市西中野972-1　三井アウトレットパーク 北陸小矢部2階20070
都道府県 会場 住所
石川県 KaBoS大桑店 石川県金沢市大桑町3-176
石川県 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
石川県 GEO小松有明町店 石川県小松市有明町115番地
石川県 GEO能美辰口店 石川県能美市三ﾂ屋町3番地1
石川県 GEO小松符津店 石川県小松市符津町夕36番地1
石川県 GEO金沢ﾊﾟﾚｯﾄ店 石川県金沢市笠舞1丁目23番23号ﾊﾟﾚｯﾄB1
石川県 GEO金沢元菊店 石川県金沢市元菊町17番49号
石川県 GEO松任店 石川県白山市幸明町188番地
石川県 GEO野々市矢作店 石川県野々市市矢作2丁目126番地1
石川県 GEO金沢桜町店 石川県金沢市桜町19番14号
石川県 GEO金沢久安店 石川県金沢市久安2丁目26番地1
石川県 GEO金沢東大通店 石川県金沢市神宮寺1丁目8番13号
石川県 GEO金沢御経塚店 石川県野々市市御経塚5丁目62番地
石川県 GEO津幡店 石川県河北郡津幡町字横浜へ24番地5
石川県 GEO内灘店 石川県河北郡内灘町千鳥台4丁目1番
石川県 GEO羽咋店 石川県羽咋市石野町ﾎ83番地1
石川県 GEO輪島店 石川県輪島市堀町三字16番地4
石川県 GEO金沢鞍月店 石川県金沢市戸水２丁目８５番地
都道府県 会場 住所
長野県 再楽ﾘﾌﾟﾗｽ佐久本店 長野県佐久市猿久保896-1
長野県 笠原書店 今井店 長野県岡谷市神明町3-1-3
長野県 平安堂川中島店 長野県長野市川中島御厨946-3
長野県 平安堂更埴店 長野県千曲市桜堂字西沖380-3
長野県 平安堂若槻店 長野県長野市稲田1-14-21
長野県 平安堂あづみ野店 長野県安曇野市豊科南穂高1115
長野県 GEO善光寺下店 長野県長野市三輪6丁目6番15号
長野県 GEO大豆島店 長野県長野市大字大豆島3990番地1
長野県 GEO稲里店 長野県長野市稲里町中央4丁目5番12号
長野県 GEO須坂店 長野県須坂市墨坂2丁目6番1号
長野県 GEO中野ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 長野県中野市大字吉田522番地 ｱｯﾌﾟﾙﾊｰﾄ内
長野県 GEO更埴店 長野県千曲市大字杭瀬下51番地1
長野県 GEO穂高店 長野県安曇野市穂高2450番地
長野県 GEO篠ﾉ井店 長野県長野市篠ﾉ井布施五明294番地1



長野県 GEO佐久店 長野県佐久市大字野沢307番地1
長野県 GEO上田国分店 長野県上田市国分1丁目3番26号
長野県 GEO茅野店 長野県茅野市ちの2617番地4
長野県 GEO伊那福島店 長野県伊那市福島234番地1
長野県 GEO上田しおだ野店 長野県上田市大字神畑502番地1 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸしおだ野内
長野県 GEO佐久ｲﾝﾀｰｳｪｰﾌﾞ店 長野県佐久市小田井613番地1 佐久ｲﾝﾀｰｳｪｰﾌﾞ内
長野県 GEO塩尻店 長野県塩尻市広丘高出字上村1616番地
長野県 GEO上田秋和店 長野県上田市秋和349番地1
都道府県 会場 住所
福井県 KaBoS＋GEO 敦賀昭和店 福井県敦賀市昭和町2-22-37
福井県 SuperKaBoS新二の宮店 福井県福井市二の宮5-18-8
福井県 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
福井県 SuperKabos武生店 福井県越前市新町4-7-1
福井県 GEO小浜店 福井県小浜市四谷町3番25号
福井県 GEO福井日の出店 福井県福井市日之出5丁目12番14号
福井県 GEO大野店 福井県大野市中挾3丁目909番地
福井県 GEO福井二の宮店 福井県福井市二の宮3丁目39番15号
福井県 GEO福井つくし野店 福井県福井市石盛町520番地
福井県 GEO福井日赤前店 福井県福井市月見2丁目1番28号
都道府県 会場 住所
岐阜県 ﾌﾟﾘﾆｰｸﾗﾌﾞ各務原本店 岐阜県各務原市蘇原六軒町3-38-2
岐阜県 平和書店TSUTAYAﾉｰｽｳｴｽﾄ店 岐阜県大垣市熊野町312
岐阜県 GEO土岐店 岐阜県土岐市泉大島町5丁目17番地
岐阜県 GEO高山昭和店 岐阜県高山市昭和町1丁目123番地1
岐阜県 GEO恵那店 岐阜県恵那市長島町正家3丁目2番地8
岐阜県 GEO多治見光ヶ丘店 岐阜県多治見市光ヶ丘3丁目52番地
岐阜県 GEO可児店 岐阜県可児市下恵土5473番地
岐阜県 GEO郡上八幡店 岐阜県郡上市八幡町五町1丁目4番地2
岐阜県 GEO美濃加茂店 岐阜県美濃加茂市古井町下古井477番地
岐阜県 GEO蘇原店 岐阜県各務原市蘇原新栄町1丁目4番地の1
岐阜県 GEO関緑ヶ丘店 岐阜県関市緑ヶ丘2丁目7番52号
岐阜県 GEO岐阜北島店 岐阜県岐阜市北島6丁目1番18号
岐阜県 GEOせき東新町店 岐阜県関市東新町1丁目5番地1
岐阜県 GEO岐阜芥見店 岐阜県岐阜市芥見南山3丁目2番7号
岐阜県 GEO岐阜茜部店 岐阜県岐阜市水主町1丁目160番
岐阜県 GEO岐南店 岐阜県羽島郡岐南町上印食4丁目184番地
岐阜県 GEO岐阜市橋店 岐阜県岐阜市市橋2丁目9番1号
岐阜県 GEO鵜沼店 岐阜県各務原市鵜沼西町2丁目165番地
岐阜県 GEO池田店 岐阜県揖斐郡池田町池野228番地の1
岐阜県 GEO岐阜真正店 岐阜県本巣市政田1273番地
岐阜県 GEO大垣ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 岐阜県大垣市楽田町2丁目70番地
岐阜県 GEO岐阜柳津店 岐阜県岐阜市柳津町北塚4丁目1番地
岐阜県 GEO大垣築捨店 岐阜県大垣市築捨町5丁目64番地1
岐阜県 GEO不破垂井店 岐阜県不破郡垂井町宮代3015番地の3
岐阜県 GEO瑞穂岐大ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 岐阜県瑞穂市稲里544番地1
岐阜県 GEO岐阜河渡店 岐阜県岐阜市河渡3丁目37番地38
岐阜県 GEO岐阜羽島店 岐阜県羽島市小熊町島1丁目124番地
岐阜県 SS岐阜長良店 岐阜県岐阜市上土居1丁目6番8号
岐阜県 GEO中津川店 岐阜県中津川市中津川2944番地8
岐阜県 王の洞窟岐南店 岐阜県羽島郡岐南町 徳田西1-27
岐阜県 ﾋﾞﾃﾞｵｲﾝｱﾒﾘｶ各務原店ｺﾐｯｸ館 岐阜県各務原市 那加前野町４丁目９８－１
岐阜県 ホビーゾーンモレラ店 岐阜県本巣市三橋1100モレラ岐阜2Ｆ
都道府県 会場 住所
静岡県 GEO函南店 静岡県田方郡函南町塚本151番地の1
静岡県 GEO三島店 静岡県三島市萩256番地
静岡県 GEO御殿場店 静岡県御殿場市川島田字石原坂368番地
静岡県 GEO沼津原店 静岡県沼津市原1781番地の1
静岡県 GEO熱海店 静岡県熱海市中央町3番1号
静岡県 GEO柿田川店 静岡県駿東郡清水町玉川61番地の2 ｻﾝﾄﾑｰﾝ柿田川内
静岡県 GEO沼津学園通り店 静岡県沼津市五月町17番28号
静岡県 GEO静岡ｲﾝﾀｰ店 静岡県静岡市駿河区西中原2丁目1番16号
静岡県 GEO富士青葉通店 静岡県富士市本市場町983番地
静岡県 GEO蒲原店 静岡県静岡市清水区蒲原322番地の11
静岡県 GEO富士店 静岡県富士市伝法3024番地の1
静岡県 GEO清水庵原店 静岡県静岡市清水区庵原町145番地の1
静岡県 GEO静岡昭府店 静岡県静岡市葵区昭府1丁目18番1号
静岡県 GEO静岡川合店 静岡県静岡市葵区川合1丁目10番35号
静岡県 GEO富士宮店 静岡県富士宮市富士見ヶ丘65番地
静岡県 GEO静岡SBS通り店 静岡県静岡市駿河区豊田3丁目9番17号
静岡県 GEO榛原店 静岡県牧之原市静波1720番地1
静岡県 GEO菊川店 静岡県菊川市半済1870番地
静岡県 GEO掛川大池店 静岡県掛川市大池652番地
静岡県 GEOBiVi藤枝店 静岡県藤枝市前島1丁目7番10号 2F
静岡県 GEO島田店 静岡県島田市中溝町2595番地の1
静岡県 GEO大井川店 静岡県焼津市相川469番地1
静岡県 GEO浜岡店 静岡県御前崎市池新田5771番地
静岡県 GEO藤枝水上店 静岡県藤枝市水上210番95号
静岡県 GEO袋井店 静岡県袋井市新屋2丁目8番地の14
静岡県 GEO焼津店 静岡県焼津市祢宜島29番地の1
静岡県 GEO浜松幸店 静岡県浜松市中区幸1丁目4番20号
静岡県 GEO浜松布橋店 静岡県浜松市中区布橋2丁目21番12号
静岡県 GEO浜松天王店 静岡県浜松市東区天王町1982番地1
静岡県 GEO浜松さんじの店 静岡県浜松市南区参野町62番地の2
静岡県 GEO浜北店 静岡県浜松市浜北区本沢合167番地の1
静岡県 GEO磐田今之浦店 静岡県磐田市今之浦4丁目18番地8
静岡県 GEO浜松市野店 静岡県浜松市東区市野町1634番地の1
静岡県 GEO浜松舞阪店 静岡県浜松市西区舞阪町浜田727番地
静岡県 GEO浜松西伊場店 静岡県浜松市中区西伊場町56番5号



静岡県 GEO磐田豊田店 静岡県磐田市立野2007番地5
静岡県 GEO浜松初生店 静岡県浜松市北区初生町805番地の2
静岡県 ホビーゾーン浜松市野店 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3　ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松市野2F
静岡県 ホビーゾーン富士南店 静岡県富士市鮫島118-10　ｲｵﾝﾀｳﾝ富士南2F
静岡県 ポケモンストア　御殿場店 静岡県御殿場市深沢1312御殿場プレミアム・アウトレット内 2630区
都道府県 会場 住所
愛知県 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
愛知県 イエローサブマリン名古屋 GAME SHOP 愛知県名古屋市中区大須3丁目11-19　ＯＡシステムプラザ大須ビル6階
愛知県 ワイプ藤が丘駅前店 愛知県名古屋市名東区明が丘126春日井ジャストビル1F
愛知県 ﾌﾟﾘﾆｰｸﾗﾌﾞ金山店 愛知県名古屋市中区金山4-6-27 金山共同ﾋﾞﾙ3F
愛知県 本の王国 安城店(ｶｰﾄﾞ) 愛知県安城市住吉町5-13-40
愛知県 すまいるキング稲沢店（カード） 愛知県稲沢市井之口大坪町80-1 稲沢ﾊﾟｰﾙｼﾃｨ1F
愛知県 ｸﾞﾛｽﾚｺｰﾄﾞ豊橋南店 愛知県豊橋市野依町字落合1-12 ｲｵﾝ豊橋南店内
愛知県 GEO春日井ｲﾝﾀｰ店 愛知県春日井市東野町6丁目1番地13
愛知県 GEO守山吉根店 愛知県名古屋市守山区深沢1丁目2603番地 2F
愛知県 GEO名古屋大曽根店 愛知県名古屋市東区矢田1丁目3番1号
愛知県 GEO小牧桜井店 愛知県小牧市大字北外山字桜井806番地1
愛知県 GEO一社店 愛知県名古屋市名東区一社3丁目8番地
愛知県 GEO春日井店 愛知県春日井市如意申町5丁目11番地の3
愛知県 GEO高蔵寺店 愛知県春日井市気噴町北1丁目158番地
愛知県 GEO瀬戸みずの店 愛知県瀬戸市みずの坂4丁目1番地
愛知県 GEO千種駅南店 愛知県名古屋市千種区新栄3丁目20番17号
愛知県 GEO御器所店 愛知県名古屋市昭和区御器所通3丁目13番地の1
愛知県 GEO栄生店 愛知県名古屋市中村区千原町2番61号
愛知県 GEO名古屋亀島店 愛知県名古屋市中村区井深町17番15号
愛知県 GEOﾂﾙﾏ店 愛知県名古屋市中区千代田3丁目11番2号
愛知県 GEO吹上店 愛知県名古屋市千種区千種通7丁目25番地
愛知県 GEO名駅南店 愛知県名古屋市中川区松重町4番35号
愛知県 GEO名古屋大野木店 愛知県名古屋市西区歌里町377番地1
愛知県 GEO名古屋平針店 愛知県名古屋市天白区平針2丁目706番地
愛知県 GEO名古屋黒川店 愛知県名古屋市北区城見通2丁目16番地
愛知県 GEO辻本通店 愛知県名古屋市北区辻本通1丁目48番地
愛知県 GEO名古屋徳重店 愛知県名古屋市緑区亀が洞1丁目501番地
愛知県 GEO焼山店 愛知県名古屋市天白区焼山1丁目314番地
愛知県 GEO萩野通店 愛知県名古屋市北区萩野通1丁目25番地1
愛知県 GEO名古屋塩釜口店 愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目1201番地
愛知県 GEOほら貝店 愛知県名古屋市天白区久方2丁目61番地
愛知県 GEO名古屋高畑店 愛知県名古屋市中川区野田1丁目710番地
愛知県 GEO弥富店 愛知県弥富市前ヶ須町午新田613番地
愛知県 GEO名古屋南陽店 愛知県名古屋市港区七反野1丁目2306番地
愛知県 GEO蟹江店 愛知県海部郡蟹江町緑2丁目123番地
愛知県 GEO当知店 愛知県名古屋市港区当知3丁目802番地
愛知県 GEO甚目寺店 愛知県あま市坂牧坂塩139番地 夢屋書店2階
愛知県 GEO津島店 愛知県津島市今市場町3丁目17番地1
愛知県 GEO知多つつじが丘店 愛知県知多市新知東町2丁目23番地の6
愛知県 GEO道徳店 愛知県名古屋市南区豊田5丁目12番45号
愛知県 GEO武豊店 愛知県知多郡武豊町字口田11番地1
愛知県 GEO半田有楽店 愛知県半田市旭町5丁目3番地の4
愛知県 GEO弥富通店 愛知県名古屋市瑞穂区彌富通2丁目23番地
愛知県 GEO東海荒尾店 愛知県東海市荒尾町脇ﾉ田136番地
愛知県 GEO阿久比店 愛知県知多郡阿久比町大字阿久比字駅前2丁目5番地
愛知県 GEO半田店 愛知県半田市岩滑中町4丁目152番地
愛知県 GEO知多巽ヶ丘店 愛知県知多市八幡字笹廻間4番地1
愛知県 GEO熱田大宝店 愛知県名古屋市熱田区大宝2丁目426番地1
愛知県 GEO碧南店 愛知県碧南市中後町1丁目27番地
愛知県 GEO安城大東店 愛知県安城市大東町17番20号
愛知県 GEO西尾店 愛知県西尾市山下町東八幡山102番地2
愛知県 GEO刈谷井ヶ谷店 愛知県刈谷市井ヶ谷町前田45番地1
愛知県 GEO知立店 愛知県知立市八ﾂ田町川畔60番地1
愛知県 GEO共和店 愛知県大府市追分町1丁目56番地
愛知県 GEO刈谷稲場店 愛知県刈谷市稲場町4丁目201番地
愛知県 GEO高浜店 愛知県高浜市小池町2丁目15番地15
愛知県 GEOﾋﾞﾊﾞﾘｰ扶桑店 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字下野7番地
愛知県 GEO犬山小牧店 愛知県犬山市字外屋敷6番地
愛知県 GEO犬山駅東店 愛知県犬山市松本町2丁目24番地
愛知県 GEO江南飛高店 愛知県江南市飛高町栄340番地
愛知県 GEO尾西店 愛知県一宮市開明字南井保理25番地1
愛知県 GEO一宮音羽店 愛知県一宮市音羽3丁目11番20号
愛知県 GEO一宮名岐ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 愛知県一宮市赤見4丁目13番4号
愛知県 GEO一宮ｲﾝﾀｰ店 愛知県一宮市島崎1丁目7番7号
愛知県 GEO西春店 愛知県北名古屋市弥勒寺西2丁目28番地
愛知県 GEO稲沢平和店 愛知県稲沢市平和町丸渕上363番地
愛知県 GEO岩倉駅前店 愛知県岩倉市栄町2丁目15番地
愛知県 GEO師勝店 愛知県北名古屋市高田寺北の川29番地1
愛知県 GEO豊橋藤沢店 愛知県豊橋市藤沢町123番地
愛知県 GEO豊橋花田店 愛知県豊橋市花田町字荒木31番地1
愛知県 GEO田原店 愛知県田原市赤石1丁目37番地
愛知県 GEO豊川店 愛知県豊川市南大通6丁目2番地
愛知県 GEO新城店 愛知県新城市野田字東町屋敷100番地
愛知県 GEO豊橋岩田店 愛知県豊橋市中岩田3丁目2番地の6
愛知県 GEOﾄﾞﾐｰ小坂井店 愛知県豊川市伊奈町慶応23番地194
愛知県 GEO豊川ｲﾝﾀｰ店 愛知県豊川市東名町2丁目101番地
愛知県 GEO豊橋高師店 愛知県豊橋市松井町字中新切11番地の1
愛知県 GEO豊田東山店 愛知県豊田市東山町1丁目8番地7
愛知県 GEO豊田広路店 愛知県豊田市広路町2丁目8番地
愛知県 GEO豊田美里店 愛知県豊田市美里5丁目12番地9
愛知県 GEO岡崎上地店 愛知県岡崎市上地1丁目36番地1
愛知県 GEO豊田福受店 愛知県豊田市福受町字下ﾉ切110番地5



愛知県 GEO岡崎緑丘店 愛知県岡崎市緑丘2丁目2番地4
愛知県 GEO岡崎大樹寺店 愛知県岡崎市井ﾉ口町字和田屋3番地
愛知県 GEOｸﾗｽﾎﾟ蒲郡店 愛知県蒲郡市鹿島町浅井新田1番地26 ｸﾗｽﾎﾟ蒲郡2F
愛知県 SSS名古屋みなと店 愛知県名古屋市港区築盛町3番地
愛知県 SS小牧西店 愛知県小牧市西之島350番地1
愛知県 GEO名古屋守山店 愛知県名古屋市守山区小幡太田16番11号
愛知県 GEO常滑長間店 愛知県常滑市字長間23番地1
愛知県 ﾌｧﾐｺﾝﾌﾟﾗｻﾞ安城店 愛知県安城市百石町2-15-5
愛知県 ﾌｧﾐｺﾝﾌﾟﾗｻﾞ里町店 愛知県安城市里町東山ノ田138
愛知県 ﾋﾞﾃﾞｵｲﾝｱﾒﾘｶ一宮店 愛知県一宮市妙興寺１丁目２－８
愛知県 ｹﾞｰﾑﾌﾟﾗｻﾞ33岡崎店 愛知県岡崎市井ノ口町河原西31-1 
愛知県 ｹﾞｰﾑﾌﾟﾗｻﾞ33高浜店 愛知県高浜市湯山町4-8-5
愛知県 ﾋﾞﾃﾞｵｲﾝｱﾒﾘｶ小牧店 愛知県小牧市常普請3丁目198番
愛知県 ﾌｧﾐｺﾝﾌﾟﾗｻﾞ西尾店 愛知県西尾市今川町落33番地1
愛知県 ﾋﾞﾃﾞｵｲﾝｱﾒﾘｶ長久手店 愛知県長久手市杁ヶ池２０６番
愛知県 ﾄﾚｶﾌﾟﾗｻﾞ55 愛知県名古屋市中区大須3丁目３０－９３メガタウン万松寺１階
愛知県 ﾄﾚｶﾌﾟﾗｻﾞ55 上前津店 愛知県名古屋市中区大須3丁目46-9 不二屋ビル2Ｆ
愛知県 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
愛知県 ホビーステーション名古屋ささしま店 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-14　1F
愛知県 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
愛知県 ホビーゾーン新瑞橋店 愛知県名古屋市南区菊住1丁目7-10ｲｵﾝﾓｰﾙ新瑞橋2F
愛知県 ホビーゾーン千種店 愛知県名古屋市千種区千種2丁目16番13号　ｲｵﾝﾀｳﾝ千種2Ｆ
愛知県 ポケモンセンターナゴヤ 愛知県名古屋市中区栄三丁目16番1号　松坂屋名古屋店 本館5階
愛知県 ポケモンストア　中部国際空港店 愛知県常滑市セントレア1-1中部国際空港旅客ターミナルビル4F
愛知県 ポケモンストア　イオンモール常滑店 愛知県常滑市りんくう町2-20-3イオンモール常滑2F
都道府県 会場 住所
三重県 ﾄﾚｶﾗｲﾌ鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野共進3-5-53
三重県 ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ伊賀忍者店 三重県伊賀市上野丸之内74-1
三重県 ネクスト･ワン名張本店 三重県名張市夏見3303
三重県 ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ｱﾋﾟﾀ伊賀上野店 三重県伊賀市服部町1788ｱﾋﾟﾀ伊賀上野店2F
三重県 GEO桑名七和店 三重県桑名市大字大仲新田533番地1
三重県 GEO四日市金場町店 三重県四日市市金場町1番9号
三重県 GEO四日市日永店 三重県四日市市日永3丁目1158番地1
三重県 GEO鈴鹿西条店 三重県鈴鹿市西條町423番地の1
三重県 GEO亀山ｴｺｰ店 三重県亀山市東御幸町238番地4
三重県 GEO菰野店 三重県三重郡菰野町大字宿野434番地
三重県 GEO朝日町店 三重県三重郡朝日町大字小向317番地1
三重県 GEO津高野尾店 三重県津市高野尾町1178番地1
三重県 GEO鈴鹿磯山店 三重県鈴鹿市磯山3丁目5番20号
三重県 GEO伊賀店 三重県伊賀市上野農人町563番地の1
三重県 GEO三重大学前店 三重県津市栗真町屋町475番地の1
三重県 GEO志摩磯部店 三重県志摩市磯部町穴川1183番地の27
三重県 GEO久居店 三重県津市久居北口町48番地1
三重県 GEO松阪大塚店 三重県松阪市大塚町380番地1
三重県 GEO玉城店 三重県度会郡玉城町世古字ｶﾘｺ401番地の16
三重県 GEO津南店 三重県津市藤方590番地1
三重県 GEO伊勢店 三重県伊勢市船江3丁目11番6号
三重県 GEO松阪久保店 三重県松阪市久保町1822番地12
三重県 WonderGOO鈴鹿店 三重県鈴鹿市道伯町2515
都道府県 会場 住所
滋賀県 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
滋賀県 GEO彦根高宮店 滋賀県彦根市高宮町1721番地2
滋賀県 GEO守山大門店 滋賀県守山市大門町22番地
滋賀県 GEO高島新旭店 滋賀県高島市新旭町新庄1002番地
滋賀県 GEO長浜店 滋賀県長浜市室町422番地1
滋賀県 GEO草津店 滋賀県草津市野村4丁目1番16号
滋賀県 GEO大津瀬田店 滋賀県大津市大江4丁目4番6号
滋賀県 189ドラゴン★ 滋賀県草津市東矢倉２丁目５-３６
都道府県 会場 住所
京都府 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新京極東入裏寺町598 興ビル4階
京都府 大垣書店 伏見店 京都府京都市伏見区羽束師菱川町334-1
京都府 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
京都府 GEO山科東野店 京都府京都市山科区東野北井ﾉ上町1番地6 大翔第一ﾋﾞﾙ1F
京都府 GEO北大路下鴨店 京都府京都市左京区下鴨本町12番地
京都府 GEO桂店 京都府京都市西京区下津林南大般若町90番地の1
京都府 GEO宇治神明店 京都府宇治市神明宮東14番地
京都府 GEO円町店 京都府京都市中京区西ﾉ京西鹿垣町63番地
京都府 GEO伏見新堀川店 京都府京都市伏見区中島北ﾉ口町11番地
京都府 GEO亀岡店 京都府亀岡市古世町芝原40番地
京都府 GEO向日店 京都府向日市向日町北山61番地
京都府 GEO京田辺店 京都府京田辺市興戸塚ﾉ本4番地10
京都府 GEO八幡店 京都府八幡市八幡源氏垣外1番地の4 ﾌｧﾐﾚやわた2F
京都府 GEO舞鶴店 京都府舞鶴市字森492番地
京都府 GEO京丹後峰山店 京都府京丹後市峰山町長岡1629番地1
京都府 ドラゴンスター京都新京極店 京都府京都市中京区新京極通蛸薬師下る東側町503-16
京都府 ﾋﾞﾃﾞｵｲﾝｱﾒﾘｶ 福知山店 京都府 福知山市前田新町１－１ １－２
京都府 ﾋﾞﾃﾞｵｲﾝｱﾒﾘｶ 亀岡店 京都府亀岡市余部町宝久保31-1
京都府 ﾋﾞﾃﾞｵｲﾝｱﾒﾘｶ白梅町店 京都府京都市北区北野紅梅町４９番
京都府 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番地-14020　イオンモールKYOTO Sakura館4F
京都府 ホビーゾーン高の原店 京都府木津川市相楽台1丁目1番１　イオンﾓｰﾙ高の原4Ｆ
京都府 ホビーゾーン久御山店 京都府久世郡久御山町森南大内156-1　ｲｵﾝﾓｰﾙ久御山2F
京都府 ポケモンセンターキョウト 京都市下京区四条通河原町西入真町52番地　京都髙島屋5F
都道府県 会場 住所
大阪府 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2-1-3 川合ビル
大阪府 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
大阪府 デューク書店 大阪府箕面市半町4-2-33
大阪府 ﾄｲｺﾝﾌﾟ茨木店 大阪府茨木市双葉町6-1　2F
大阪府 TSUTAYA JR 住道店 大阪府大東市住道2-3-1



大阪府 ﾄｲｺﾝﾌﾟ寝屋川市駅前店 大阪府寝屋川市八坂町16-16 丸善ビル202
大阪府 ﾄｲｺﾝﾌﾟ弁天町店 大阪府大阪市港区弁天3-13-1 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ弁天町店2F
大阪府 ﾄｲｺﾝﾌﾟ大阪駅前第3ﾋﾞﾙ店 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル1F　35-2号
大阪府 GEO高槻浦堂店 大阪府高槻市浦堂2丁目10番1号
大阪府 GEO高槻緑町店 大阪府高槻市緑町18番20号
大阪府 GEO阪急茨木店 大阪府茨木市園田町2番4号
大阪府 GEO高槻寿町店 大阪府高槻市寿町1丁目7番14号
大阪府 GEO中環茨木店 大阪府茨木市美沢町16番38号
大阪府 GEO福島店 大阪府大阪市福島区大開4丁目1番145号
大阪府 GEO東淀川店 大阪府大阪市東淀川区豊新2丁目11番3号
大阪府 GEO箕面店 大阪府箕面市粟生外院1丁目15番2号
大阪府 GEO大阪加島店 大阪府大阪市淀川区加島1丁目53番35号
大阪府 GEO三国本町店 大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目14番34号
大阪府 GEOｸﾛｽｼﾃｨ弁天町店 大阪府大阪市港区弁天1丁目3番3号
大阪府 GEO泉大津店 大阪府泉大津市東雲町11番25号
大阪府 GEO高石店 大阪府和泉市葛の葉町3丁目1番65号
大阪府 GEO堺一条店 大阪府堺市堺区一条通14番15号
大阪府 GEO大阪狭山店 大阪府大阪狭山市池之原2丁目1080番地1
大阪府 GEO八尾店 大阪府八尾市東本町4丁目2番50号
大阪府 GEO藤井寺ｲﾝﾀｰ店 大阪府藤井寺市沢田1丁目29番13号 1F
大阪府 GEO松原店 大阪府松原市田井城2丁目1番30号
大阪府 GEO東大阪花園店 大阪府東大阪市吉田本町1丁目2番36号
大阪府 GEO東大阪善根寺店 大阪府東大阪市善根寺町4丁目10番15号
大阪府 GEO大東店 大阪府大東市大東町10番13号
大阪府 GEO東大阪若江店 大阪府東大阪市若江北町3丁目6番10号
大阪府 GEOくらわんか枚方店 大阪府枚方市池之宮1丁目2番12号
大阪府 GEO関目高殿店 大阪府大阪市旭区高殿4丁目22番26号
大阪府 GEO野江内代店 大阪府大阪市都島区内代町1丁目7番6号 ｸﾞﾚｰｽｱｻﾋﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ1F
大阪府 GEO鶴見緑地公園店 大阪府大阪市鶴見区諸口5丁目浜6番9号
大阪府 GEO古川橋店 大阪府門真市速見町8番31号
大阪府 GEO外環寝屋川店 大阪府寝屋川市高宮栄町32番3号
大阪府 GEO岸和田店 大阪府岸和田市荒木町2丁目20番15号
大阪府 GEO泉南店 大阪府泉南市樽井2丁目33番17号
大阪府 カードマックス高石店 大阪府高石市西取石5丁目11-3
大阪府 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
大阪府 ｼﾞｬｽﾃｨｽ 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目3-55　カーサ東三国103
大阪府 ドラゴンスター泉佐野店 大阪府 泉佐野市上町2-3-8 ポートサイドビル1F
大阪府 トイコンプ茨木店 大阪府茨木市双葉町6-1-2F
大阪府 カードマックス羽曳野店 大阪府羽曳野市尺度17-2
大阪府 e-forum河内長野店 大阪府河内長野市西之山町１−２
大阪府 新星堂ｲｵﾝ高槻店 大阪府高槻市萩之庄3-47-2　イオン高槻店　3階
大阪府 ドラゴンスター尾崎店 大阪府阪南市黒田590　サンギャラリー1F
大阪府 トイコンプ寝屋川店 大阪府寝屋川市八坂町16-16 丸善ビル202号室
大阪府 トイコンプ弁天町店 大阪府大阪市港区弁天3-13-1-2F
大阪府 スキップ玉出店 大阪府大阪市住之江区粉浜西1丁目4-3 エバーグリーン住吉2F
大阪府 ドラゴンスター日本橋店 大阪府大阪市浪速区難波中2-5-12
大阪府 TSUTAYA JR住道店 大阪府大東市住道2-3-1
大阪府 ホビーゾーン鶴見緑地店 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1　ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴見緑地4F
大阪府 ホビーゾーン大阪ドームシティ店 大阪府大阪市西区千代崎3-13-1　イオンモール大阪ドームシティ3Ｆ
大阪府 ホビーゾーンｵﾍﾟﾗﾊﾟｰｸ店 大阪府大東市赤井１丁目2番12号　ポップタウン住道ｵﾍﾟﾗﾊﾟｰｸ東館3F
大阪府 ホビーゾーン八尾店 大阪府八尾市光町2丁目3番　アリオ八尾3Ｆ
大阪府 ホビーゾーン茨木店 大阪府茨木市松ヶ本町8-30　ｲｵﾝ茨木ＳＣ3Ｆ
大阪府 ホビーゾーン四條畷店 大阪府四條畷市砂４丁目３番２号イオンモール四條畷3F
大阪府 ポケモンセンターオーサカ 大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸梅田店 13F
大阪府 ポケモンストア　関西空港店 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地 関西国際空港 第一ターミナルビル2階
大阪府 ポケモンEXPOジムオフィシャルショップ 大阪府吹田市千里万博公園2-1EXPOCITY内
都道府県 会場 住所
兵庫県 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ビル2階
兵庫県 イエローサブマリン姫路店 兵庫県姫路市亀井町52番地　外川ビル3階
兵庫県 TSUTAYA WAY 福崎店 兵庫県神崎郡福崎町西田原1336-1
兵庫県 GEO川西山下店 兵庫県川西市見野3丁目17番28号
兵庫県 GEO伊丹店 兵庫県伊丹市行基町2丁目1番地3
兵庫県 GEOﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ摩耶店 兵庫県神戸市灘区味泥町6番1号 ﾌｪﾆｯｸｽﾌﾟﾗｻﾞ1F
兵庫県 GEO北須磨店 兵庫県神戸市須磨区多井畑字東山ﾉ上13番地31
兵庫県 GEO鳴尾店 兵庫県西宮市里中町2丁目1番3号
兵庫県 GEOつかしん店 兵庫県尼崎市塚口本町4丁目8番1号 ｸﾞﾝｾﾞﾀｳﾝｾﾝﾀｰつかしん西街1F
兵庫県 GEO武庫之荘店 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目2番25号 ｱｽｶﾃﾞｨｱ武庫之荘1F
兵庫県 GEO新開地店 兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1番1号 神鉄ﾋﾞﾙ1F
兵庫県 GEO阪神御影店 兵庫県神戸市東灘区御影本町4丁目10番1号 阪神御影駅南ビル2F
兵庫県 GEO西神ﾊﾟﾙﾃｨ店 兵庫県神戸市西区美賀多台9丁目2番地2
兵庫県 GEO三田ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ店 兵庫県三田市すずかけ台3丁目3番2
兵庫県 GEO伊川谷店 兵庫県神戸市西区白水3丁目2番12号
兵庫県 GEO明石魚住店 兵庫県明石市魚住町住吉1丁目5番12号
兵庫県 GEO洲本店 兵庫県洲本市塩屋1丁目2番19号
兵庫県 GEO西明石店 兵庫県明石市旭が丘21番24号
兵庫県 GEO鈴蘭台店 兵庫県神戸市北区山田町小部峠谷28番地5
兵庫県 GEO神戸有野店 兵庫県神戸市北区有野中町2丁目9番8号
兵庫県 GEO三木青山店 兵庫県三木市志染町青山3丁目14番地の1
兵庫県 GEO豊岡店 兵庫県豊岡市三坂町160番地
兵庫県 GEO赤穂店 兵庫県赤穂市中広179番地7
兵庫県 GEO姫路飾磨店 兵庫県姫路市飾磨区清水3丁目31番地
兵庫県 GEO姫路店 兵庫県姫路市増位本町2丁目12番10号
兵庫県 GEO姫路砥堀店 兵庫県姫路市砥堀726番地1
兵庫県 GEO西脇店 兵庫県西脇市小坂町116番地
兵庫県 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
兵庫県 竜のしっぽ西宮店 兵庫県西宮市高木東町30-15ベルメゾン西宮１F
兵庫県 ﾋﾞﾃﾞｵｲﾝｱﾒﾘｶ朝霧店 兵庫県明石市朝霧東町3丁目6-36
兵庫県 ホビーゾーン伊丹昆陽店 兵庫県伊丹市池尻4丁目1番１　イオンﾓｰﾙ伊丹昆陽2Ｆ



兵庫県 ホビーゾーンつかしん店 兵庫県尼崎市塚口本町4丁目8番1号グンゼタウンセンターひがしまち北館3F
都道府県 会場 住所
奈良県 GEO斑鳩店 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西5丁目2番19号
奈良県 GEO桜井店 奈良県桜井市大字慈恩寺810番地
奈良県 GEO奈良押熊店 奈良県奈良市押熊町404番地
奈良県 GEO大和郡山店 奈良県大和郡山市今国府町136番地1
奈良県 GEO奈良四条大路店 奈良県奈良市四条大路3丁目4番62号
奈良県 GEO香芝店 奈良県香芝市高149番地1
奈良県 GEO東生駒駅前店 奈良県生駒市東生駒1丁目61番地5 OMﾏﾝｼｮﾝ東生駒1F
奈良県 GEO橿原店 奈良県橿原市城殿町1番地の7
奈良県 ｽｰﾊﾟｰﾗｯｸｽ橿原店 奈良県橿原市醍醐町338-1
奈良県 ホビーゾーン橿原店 奈良県橿原市曲川町7丁目20番1号イオンモール橿原3F
都道府県 会場 住所
和歌山県 GEO南紀田辺店 和歌山県田辺市新庄町2番地の38
和歌山県 GEO御坊店 和歌山県御坊市薗70番地2
和歌山県 GEO和歌山駅南店 和歌山県和歌山市吹屋町5丁目4番地
和歌山県 GEO新宮店 和歌山県新宮市新宮3615番地の4
和歌山県 GEO和歌山紀三井寺店 和歌山県和歌山市紀三井寺840番地の1
都道府県 会場 住所
鳥取県 GEO鳥取安長店 鳥取県鳥取市安長112番地3
鳥取県 GEO米子西福原店 鳥取県米子市西福原9丁目22番47号
鳥取県 GEO鳥取雲山店 鳥取県鳥取市雲山302番地1
鳥取県 GEO倉吉店 鳥取県倉吉市山根583番地の2
鳥取県 GEO境港店 鳥取県境港市蓮池町90番地4
鳥取県 ホビーゾーン日吉津店 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1　イオンﾓｰﾙ日吉津西館2Ｆ
都道府県 会場 住所
岡山県 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
岡山県 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 ﾄﾞﾚﾐの街1F
岡山県 ｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ津島店 岡山県岡山市北区津島南1-1-21
岡山県 廣文館書店 ｱﾘｵ倉敷店 岡山県倉敷市寿町12-2　アリオ倉敷2F
岡山県 GEO井原店 岡山県井原市笹賀町26番地1
岡山県 GEO新倉敷店 岡山県倉敷市玉島爪崎924番地1
岡山県 GEO児島店 岡山県倉敷市児島下の町1丁目1番20号
岡山県 GEO笠岡店 岡山県笠岡市一番町1番地の7
岡山県 GEO玉島店 岡山県倉敷市玉島1338番地1
岡山県 GEO総社店 岡山県総社市井手1081番地4
岡山県 GEO水島神田店 岡山県倉敷市神田1丁目5番25号
岡山県 GEO津山ｲﾝﾀｰ店 岡山県津山市河辺965番地の1
岡山県 GEO笹沖店 岡山県倉敷市吉岡373番地1
岡山県 GEO小田中店 岡山県津山市小田中1300番地の1
岡山県 GEO水島店 岡山県倉敷市東塚1丁目8番15号
岡山県 GEO倉敷真備店 岡山県倉敷市真備町川辺1904番地1
岡山県 GEO倉敷沖店 岡山県倉敷市沖92番地1
岡山県 GEO中庄店 岡山県倉敷市中庄2304番地1
岡山県 GEO高屋店 岡山県岡山市中区高屋281番地の1
岡山県 GEO益野店 岡山県岡山市東区益野町246番地の1
岡山県 GEO平島店 岡山県岡山市東区瀬戸町沖37番地の1
岡山県 GEO福浜店 岡山県岡山市南区福浜町20番8号
岡山県 GEO下中野店 岡山県岡山市北区下中野465番地の4
岡山県 GEO玉野店 岡山県玉野市宇野1丁目28番20号
岡山県 GEO備前店 岡山県備前市西片上51番地の25 坂口ﾋﾞﾙ1F
岡山県 GEO茶屋町店 岡山県倉敷市茶屋町1621番地1
岡山県 GEO妹尾店 岡山県岡山市南区妹尾2403番地1
岡山県 オレタン 岡山県岡山市北区大元上町12-23
都道府県 会場 住所
島根県 GEO益田店 島根県益田市中吉田町280番地2
島根県 GEO松江菅田店 島根県松江市菅田町14番地1
島根県 GEO出雲斐川店 島根県出雲市斐川町上庄原1129番地1
島根県 GEO出雲店 島根県出雲市天神町29番地
島根県 ホビーゾーン松江店 島根県松江市東朝日町１５１　イオン松江1F
島根県 ホビーゾーン浜田店 島根県浜田市港町２２７番地　ゆめタウン浜田3F
島根県 ホビーゾーン出雲店 島根県出雲市大塚町650-1　ゆめタウン出雲東館2Ｆ
都道府県 会場 住所
広島県 イエローサブマリン広島店 広島県広島市中区大手町1-5-15 本通り西ビル1階
広島県 廣文館ｱﾙﾊﾟｰｸﾌﾞｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ 広島県広島市西区井口明神1-16-1
広島県 廣文館 三原宮浦店 広島県三原市宮浦6-7-22
広島県 GEO東広島西条店 広島県東広島市西条中央3丁目6番5号
広島県 GEO廿日市店 広島県廿日市市串戸2丁目23番5号
広島県 GEO広島矢野駅前店 広島県広島市安芸区矢野西4丁目1番9号
広島県 GEO三原店 広島県三原市宮浦3丁目1番22号
広島県 GEO広島長束店 広島県広島市安佐南区長束2丁目1番21号
広島県 GEOｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ高陽店 広島県広島市安佐北区深川5丁目30番38号
広島県 GEO五日市店 広島県広島市佐伯区吉見園1番25号
広島県 GEO呉焼山店 広島県呉市焼山此原町22番11号
広島県 GEO福山蔵王店 広島県福山市南蔵王町5丁目16番17号
広島県 GEO東尾道店 広島県尾道市高須町4778番地12
広島県 GEO福山みどりまち店 広島県福山市松浜町3丁目8番38号
広島県 GEO因島店 広島県尾道市因島中庄町西浦区2108番地5
広島県 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
広島県 ホビーゾーン東広島店 広島県東広島市西条町御薗宇４４０５番地　フジグラン東広島SC１F
広島県 ホビーゾーン可部店 広島県広島市安佐北区可部４丁目１－１０　
広島県 ホビーゾーン広島店 広島県広島市南区皆実町2-8-17　ゆめタウン広島3F
広島県 ホビーゾーンｱﾙﾊﾟｰｸ店 広島県広島市西区草津新町2丁目26番１号　アルパーク東棟3F
広島県 ホビーゾーン廿日市店 広島県廿日市市下平良2丁目1317-30 ゆめタウン廿日市3Ｆ
広島県 ポケモンセンターヒロシマ 広島県広島市中区基町6-27そごう広島店 本館6階
都道府県 会場 住所
山口県 カードボックス周南店 山口県周南市久米3219
山口県 GEO宇部工学部通店 山口県宇部市海南町1670番1



山口県 GEO山口大内店 山口県山口市大内御堀1168番地1
山口県 GEO萩店 山口県萩市大字土原209番地
山口県 GEO下関大坪店 山口県下関市大坪本町35番7号
山口県 GEO小野田店 山口県山陽小野田市高栄2丁目6429番地1
山口県 GEO宇部小松原店 山口県宇部市小松原町2丁目7番12号
山口県 GEO防府店 山口県防府市駅南町4番30号
山口県 GEO山口湯田店 山口県山口市葵2丁目9番11号
山口県 GEO新南陽店 山口県周南市政所3丁目5番13号
山口県 GEO光店 山口県光市虹ヶ浜1丁目5番1号
山口県 GEO下松店 山口県下松市桜町1丁目14番29号
山口県 GEO柳井店 山口県柳井市南町5丁目3番10号
山口県 GEO下関長府店 山口県下関市長府才川1丁目41番66号
山口県 ホビーゾーン防府店 山口県防府市中央町1-3　イオン防府3F
山口県 ホビーゾーン長府店 山口県下関市ゆめタウン１番１号　ゆめタウン長府１F
山口県 ホビーゾーンシティ店 山口県下関市伊倉新町3丁目1番　ゆめシティ3Ｆ
山口県 ホビーゾーンY山口店 山口県山口市大内御堀1302-1　ゆめタウン山口2F
都道府県 会場 住所
徳島県 GEO鳴門店 徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜4番地1
徳島県 GEO藍住店 徳島県板野郡藍住町東中富字長江傍示30番地1
徳島県 GEO徳島矢三店 徳島県徳島市北矢三町2丁目2番15号
徳島県 GEO脇町店 徳島県美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南114番地1 1F
徳島県 GEO徳島沖浜店 徳島県徳島市沖浜東3丁目65番地の3
徳島県 GEO鴨島店 徳島県吉野川市鴨島町中島487番地1
徳島県 ホビーゾーン石井店 徳島県名西郡石井町高川原５４４番地１　フジグラン石井2F
徳島県 ホビーゾーン徳島店 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須　ゆめタウン徳島2F
都道府県 会場 住所
愛媛県 GEO伊予西条店 愛媛県西条市古川甲352番地1
愛媛県 GEO新居浜店 愛媛県新居浜市星原町11番21号
愛媛県 GEO大洲店 愛媛県大洲市新谷乙503番地1
愛媛県 GEO宇和島店 愛媛県宇和島市川内字八月田甲1069番地2
愛媛県 GEO北宇和島店 愛媛県宇和島市高串1番耕地1399番地
愛媛県 GEO伊予三島店 愛媛県四国中央市中之庄町467番地1
愛媛県 GEO川之江店 愛媛県四国中央市川之江町4066番地1
愛媛県 GEO今治鳥生店 愛媛県今治市南鳥生町3丁目1番19号
愛媛県 GEO松山朝生田店 愛媛県松山市朝生田町7丁目1番19号
愛媛県 GEO松山中央店 愛媛県松山市中央1丁目17番58号
愛媛県 GEO松山椿店 愛媛県松山市居相4丁目17番25号
愛媛県 GEO松山山西店 愛媛県松山市山西町983番地
愛媛県 GEO松山北条店 愛媛県松山市北条辻608番地1
愛媛県 GEO松山谷町店 愛媛県松山市谷町148番地1
愛媛県 GEO伊予店 愛媛県伊予市下吾川996番地1
愛媛県 ホビーゾーン今治店 愛媛県今治市馬越町８－１　イオン今治3F
愛媛県 ホビーゾーン重信店 愛媛県東温市野田３－１－１３　フジグラン重信2F
愛媛県 ホビーゾーン松山店 愛媛県松山市宮西１－２－１　フジグラン松山4F
愛媛県 ホビーゾーン新居浜店 愛媛県新居浜市前田町8-8　イオンモール新居浜店2F
愛媛県 ホビーゾーン今治新都市店 愛媛県今治市にぎわい広場1-1イオンモール今治新都市2F
都道府県 会場 住所
高知県 GEO四万十店 高知県四万十市右山五月町8番13号
高知県 GEO高知横浜店 高知県高知市横浜西町54番20号
高知県 GEO高知土佐道路店 高知県高知市河ﾉ瀬町141番地1
高知県 GEO宿毛店 高知県宿毛市駅前町2丁目12番地6
高知県 GEO高知安芸店 高知県安芸市染井町1番27号
高知県 GEO土佐高岡店 高知県土佐市高岡町甲745番地
高知県 GEO高知高須店 高知県高知市高須857番地11
高知県 GEO高知南国店 高知県南国市大そね甲2520番地2
都道府県 会場 住所
香川県 GEO東ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 香川県高松市太田下町2481番地1
香川県 GEO三木店 香川県木田郡三木町大字氷上474番地
香川県 GEO川島店 香川県高松市川島東町531番地1
香川県 GEOﾐﾗｸﾙﾀｳﾝ店 香川県高松市郷東町210番地1
香川県 GEO円座店 香川県高松市円座町544番地1
香川県 GEO丸亀南店 香川県丸亀市田村町平池823番地1
香川県 GEO琴平店 香川県仲多度郡琴平町苗田954番地1
香川県 GEO白鳥店 香川県東かがわ市白鳥144番地1
香川県 GEO土庄店 香川県小豆郡土庄町甲1360番地71
香川県 GEO国分寺店 香川県高松市国分寺町新居529番地1
香川県 GEO坂出店 香川県坂出市入船町2丁目1番64号
香川県 GEO屋島店 香川県高松市高松町2554番地30
香川県 GEO観音寺店 香川県観音寺市吉岡町726番地1
香川県 GEO詫間店 香川県三豊市詫間町松崎2780番地508
香川県 竜星のあらし高松店 香川県高松市上天神町200-3 1F
香川県 ホビーゾーン丸亀店 香川県丸亀市新田町150　ゆめタウン丸亀3Ｆ
香川県 ホビーゾーン綾川店 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1　イオンﾓｰﾙ綾川2F 
香川県 ホビーゾーン高松店 香川県高松市香西本町1-1　ｲｵﾝﾓｰﾙ高松2F
都道府県 会場 住所
福岡県 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3階
福岡県 TSUTAYA AVｸﾗﾌﾞ筑紫野店 福岡県筑紫野市塔原東5-11-5
福岡県 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
福岡県 TSUTAYA AVｸﾗﾌﾞ 神松寺店 福岡県福岡市城南区神松寺2-1-10
福岡県 TSUTAYA前原店 福岡県糸島市高田5-23-6
福岡県 GEO北九州中津口店 福岡県北九州市小倉北区中津口2丁目2番16号
福岡県 GEO北九州大里店 福岡県北九州市門司区下二十町1番1号
福岡県 GEO北九州徳吉店 福岡県北九州市小倉南区徳吉西1丁目7番5号
福岡県 GEO北九州原町店 福岡県北九州市小倉北区原町2丁目6番14号
福岡県 GEO北九州葛原店 福岡県北九州市小倉南区葛原東2丁目1番1号
福岡県 GEO行橋店 福岡県行橋市行事7丁目3番16号
福岡県 GEO門司西店 福岡県北九州市門司区上馬寄1丁目16番4号
福岡県 GEO苅田店 福岡県京都郡苅田町神田町1丁目1番地1



福岡県 GEO北九州折尾店 福岡県北九州市八幡西区大浦2丁目4番11号
福岡県 GEO北九州穴生店 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣3丁目1番9号
福岡県 GEOｲｵﾝﾀｳﾝ黒崎店 福岡県北九州市八幡西区西曲里町4番1号
福岡県 GEO北九州八幡東店 福岡県北九州市八幡東区東田2丁目1番15号
福岡県 GEO宗像野坂店 福岡県宗像市野坂2652番地1
福岡県 GEO岡垣店 福岡県遠賀郡岡垣町野間2丁目16番11号
福岡県 GEO宗像稲元店 福岡県宗像市稲元4丁目23番7号
福岡県 GEO北九州平野店 福岡県北九州市八幡東区平野1丁目3番9号
福岡県 GEO直方店 福岡県直方市大字頓野字五田太3234番地1
福岡県 GEO福岡土井店 福岡県福岡市東区土井1丁目14番10号
福岡県 GEO古賀店 福岡県古賀市花見東1丁目10番7号
福岡県 GEO福岡和白丘店 福岡県福岡市東区和白丘3丁目4番39号
福岡県 GEO飯塚秋松店 福岡県飯塚市秋松879番地3
福岡県 GEO福津店 福岡県福津市宮司2丁目1番10号
福岡県 GEO福岡香椎店 福岡県福岡市東区千早5丁目4番8号
福岡県 GEO飯塚幸袋店 福岡県飯塚市幸袋481番地1
福岡県 GEO飯塚穂波店 福岡県飯塚市横田288番地13
福岡県 GEO吉井店 福岡県うきは市吉井町若宮30番地1
福岡県 GEO太宰府向佐野店 福岡県太宰府市向佐野4丁目8番47号
福岡県 GEO筑後店 福岡県筑後市山ﾉ井477番地1
福岡県 GEO八女店 福岡県八女市大島539番地1
福岡県 GEO小郡店 福岡県小郡市小郡628番地6
福岡県 GEO久留米ｲﾝﾀｰ店 福岡県久留米市東合川2丁目4番20号
福岡県 GEO久留米諏訪野店 福岡県久留米市諏訪野町字上牟田1783番地1
福岡県 GEO筑紫野原田店 福岡県筑紫野市原田7丁目2番3号
福岡県 GEO大川店 福岡県大川市大字榎津144番地6
福岡県 GEO大牟田田隈店 福岡県大牟田市大字田隈928番地1
福岡県 GEO福岡若久店 福岡県福岡市南区若久3丁目14番1号
福岡県 GEO福岡博多口店 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番24号
福岡県 GEO福岡原田店 福岡県福岡市東区原田2丁目1番4号
福岡県 GEO福岡吉塚駅前店 福岡県福岡市博多区吉塚本町13番21号
福岡県 GEO福岡大橋店 福岡県福岡市南区大橋3丁目14番2号
福岡県 GEO志免店 福岡県糟屋郡志免町志免中央4丁目8番18号
福岡県 GEO福岡東光寺店 福岡県福岡市博多区東光寺町2丁目7番30号
福岡県 GEO福岡大博通店 福岡県福岡市博多区奈良屋町14番20号
福岡県 GEO福岡小笹店 福岡県福岡市中央区平和5丁目4番1号
福岡県 GEO福岡片江店 福岡県福岡市城南区片江4丁目3番1号
福岡県 GEO那珂川いちょう通り店 福岡県筑紫郡那珂川町今光4丁目76番地3
福岡県 GEO福岡曰佐店 福岡県福岡市南区曰佐4丁目24番1号
福岡県 GEO春日店 福岡県春日市大和町4丁目30番地
福岡県 GEO前原店 福岡県糸島市前原西3丁目1番1号
福岡県 GEO福岡西新店 福岡県福岡市早良区西新4丁目8番20号
福岡県 GEO大野城店 福岡県大野城市錦町3丁目5番30号
福岡県 GEO福岡賀茂店 福岡県福岡市早良区賀茂4丁目35番23号
福岡県 GEO福岡姪浜駅前店 福岡県福岡市西区内浜1丁目1番5号
福岡県 SSS箱崎店 福岡県福岡市東区箱崎4丁目7番55号
福岡県 WonderGOOコスタ行橋店 福岡県行橋市西泉6-1-1
福岡県 ｶｰﾄﾞｽﾄﾗｲｸ 福岡県福岡市中央区天神３－４－１　旭栄第一天神ビル３Ｆ
福岡県 ホビーゾーン博多店 福岡県福岡市東区東浜１丁目１番１号　ゆめタウン博多2F
福岡県 ホビーゾーン木の葉ﾓｰﾙ橋本店 福岡県福岡市西区橋本２丁目２７－２　木の葉ﾓｰﾙ橋本2F
福岡県 ホビーゾーン久留米店 福岡県久留米市新合川１丁目２－１　ゆめタウン久留米2F
福岡県 ホビーゾーン行橋店 福岡県行橋市西宮市3丁目８番１号　ゆめタウン行橋2F
福岡県 ホビーゾーン八幡店 福岡県北九州市八幡東区東田3丁目2-102　イオンモール八幡東3F
福岡県 ホビーゾーン大牟田店 福岡県大牟田市旭町２丁目28-1　ゆめタウン大牟田2F
福岡県 ホビーゾーン福津店 福岡県福津市793番地　ｲｵﾝﾓｰﾙ福津3F
福岡県 ホビーゾーン福岡店 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ﾉ木192-1　イオンモール福岡2Ｆ
福岡県 ホビーゾーンイオンモール筑紫野店 福岡県筑紫野市立明寺434-1イオンモール筑紫野3F
福岡県 ポケモンセンターフクオカ 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号JR博多シティ8Ｆ（アミュプラザ博多内）
都道府県 会場 住所
佐賀県 GEO佐賀上峰店 佐賀県三養基郡上峰町坊所1587番地
佐賀県 GEO鳥栖店 佐賀県鳥栖市宿町962番地7
佐賀県 GEO鍋島店 佐賀県佐賀市鍋島2丁目2番9号
佐賀県 GEO佐賀北川副店 佐賀県佐賀市北川副町大字光法1469番地1
佐賀県 GEO佐賀南部ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄197番地1
佐賀県 GEO佐賀兵庫店 佐賀県佐賀市兵庫南1丁目14番11号
佐賀県 GEO伊万里店 佐賀県伊万里市二里町大里乙279番地1
佐賀県 GEO鹿島店 佐賀県鹿島市大字高津原3637番地1
佐賀県 GEO和多田店 佐賀県唐津市和多田本村4393番地1
佐賀県 GEO伊万里大坪店 佐賀県伊万里市大坪町乙42番地3
佐賀県 ホビーゾーン佐賀店 佐賀県佐賀市兵庫北5丁目14番1号 ゆめタウン佐賀2F
佐賀県 ホビーゾーン武雄店 佐賀県武雄市武雄町武雄4992　ゆめタウン武雄2Ｆ
都道府県 会場 住所
長崎県 GEO対馬店 長崎県対馬市美津島町鶏知甲82番地
長崎県 GEO長崎大学前店 長崎県長崎市大橋町10番25号
長崎県 GEO壱岐店 長崎県壱岐市郷ﾉ浦町柳田触143番地1
長崎県 GEO長崎矢上店 長崎県長崎市矢上町6番8号
長崎県 GEO時津店 長崎県西彼杵郡時津町左底郷1832番地1 ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ時津ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
長崎県 GEO島原店 長崎県島原市白山町65番地1
長崎県 GEO諫早店 長崎県諫早市野中町648番地5
長崎県 GEO福江店 長崎県五島市籠淵町2357番地1
長崎県 GEO長崎小ヶ倉店 長崎県長崎市新小が倉1丁目4番6号
長崎県 GEO長崎蛍茶屋店 長崎県長崎市中川2丁目15番8号
長崎県 GEO佐世保大塔店 長崎県佐世保市大塔町1857番地2
長崎県 GEO佐世保大野店 長崎県佐世保市瀬戸越4丁目4番36号
長崎県 GEO大村店 長崎県大村市協和町780番地
長崎県 GEO佐世保藤原店 長崎県佐世保市藤原町22番10号
長崎県 GEO佐世保相浦店 長崎県佐世保市愛宕町186番地
長崎県 ホビーゾーン長崎店 長崎県長崎市元船町10-1　夢彩都1F



都道府県 会場 住所
大分県 GEO医大ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 大分県大分市大字荏隈754番地の1
大分県 GEO別府青山店 大分県別府市山の手町15番15号
大分県 GEO大分王子店 大分県大分市王子南町35番
大分県 GEO別府鶴見店 大分県別府市大字鶴見字尾ﾉ根2796番地1
大分県 GEOｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞおおいた店 大分県大分市金池南1丁目1番5号
大分県 GEO国東店 大分県国東市武蔵町古市144番地
大分県 GEO日出店 大分県速見郡日出町3839番地11
大分県 GEO中津店 大分県中津市大字下池永114番地
大分県 GEO宇佐店 大分県宇佐市大字石田1番地の1
大分県 GEO大分高城店 大分県大分市城東町1丁目7番
大分県 GEO大分明野店 大分県大分市明野北4丁目1番10号
大分県 GEO臼杵店 大分県臼杵市大字市浜1075番地
大分県 GEO日田店 大分県日田市十二町790
大分県 GEO大分森町店 大分県大分市大字森五郎丸506番地1
大分県 GEO大分戸次店 大分県大分市中戸次4813番地
大分県 GEO豊後大野店 大分県豊後大野市三重町赤嶺1185番地
大分県 GEO佐伯店 大分県佐伯市鶴岡西町2丁目118番地 ｺｽﾓﾀｳﾝ佐伯内
大分県 GEO大分古国府店 大分県大分市大字古国府222番地1
大分県 ホビーゾーン中津店 大分県中津市蛭子町３丁目９９番地　ゆめタウン中津3F
大分県 ホビーゾーンﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ店 大分県大分市公園通り西2丁目1番ﾊﾟｰｸﾌﾟﾚｲｽ大分ｼｬﾝｸﾞﾘﾗ3F
大分県 ホビーゾーン別府店 大分県別府市楠町382-7　ゆめタウン別府3F
大分県 ポケモンストア　アミュプラザおおいた店 大分県大分市要町1-14アミュプラザおおいた3F
都道府県 会場 住所
熊本県 GEOｲｵﾝﾀｳﾝ荒尾店 熊本県荒尾市原万田字八反田630番地1
熊本県 GEO山鹿店 熊本県山鹿市方保田字鳥越3462番地1
熊本県 GEO菊池店 熊本県菊池市大琳寺286番地1
熊本県 GEO玉名店 熊本県玉名市中1799番地1
熊本県 GEOｻﾝﾛｰﾄﾞｼﾃｨ人吉店 熊本県球磨郡錦町大字西字打越715番地の1
熊本県 GEO天草瀬戸橋店 熊本県天草市亀場町亀川2番地32
熊本県 GEO八代松江店 熊本県八代市松江町128番地の1
熊本県 GEOｻﾝﾛｰﾄﾞｼﾃｨ熊本店 熊本県熊本市東区東町3丁目2番33号
熊本県 GEO八代海士江店 熊本県八代市海士江町3355番地
熊本県 GEO人吉ﾚｯｸｽ店 熊本県人吉市宝来町字下町1307番地1
熊本県 GEOｸﾞﾗﾝﾊﾟﾚｯﾀ熊本店 熊本県熊本市中央区大江4丁目2番65号
熊本県 GEO熊本光の森店 熊本県菊池郡菊陽町光の森2丁目7番地1
熊本県 GEO熊本室園店 熊本県熊本市北区室園町1番1号
熊本県 GEO熊本萩原店 熊本県熊本市中央区萩原町2番10号
熊本県 ホビーゾーン光の森店 熊本県菊池郡菊陽町光の森7丁目39-1　ゆめタウン光の森別館2F
熊本県 ホビーゾーン八代店 熊本県八代市建馬町３－１　ゆめタウン八代2F
都道府県 会場 住所
宮崎県 GEO日向店 宮崎県日向市大字日知屋16320番地1
宮崎県 GEOｸﾛｽﾓｰﾙ清武店 宮崎県宮崎市清武町正手2丁目37番8
宮崎県 GEO門川店 宮崎県東臼杵郡門川町東栄町4丁目1番18号
宮崎県 GEO宮崎平和台店 宮崎県宮崎市矢の先町124番地2
宮崎県 GEO宮崎恒久店 宮崎県宮崎市大字恒久字今井手874番地4
宮崎県 GEO延岡店 宮崎県延岡市出北3丁目19番17号
宮崎県 GEO宮崎大塚店 宮崎県宮崎市大塚町城ﾉ下2776番地
宮崎県 GEO高鍋店 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦5517番地2
宮崎県 GEO日南店 宮崎県日南市大字星倉4430番地
宮崎県 GEO西都店 宮崎県西都市小野崎2丁目52番地
宮崎県 GEO佐土原店 宮崎県宮崎市佐土原町大字下田島9632番地
宮崎県 GEO都城上東店 宮崎県都城市上東町18街区14号
宮崎県 GEO小林店 宮崎県小林市大字堤2977番地80
宮崎県 GEO都城郡元店 宮崎県都城市郡元町2981番地1
宮崎県 GEO小林店 宮崎県小林市堤３００５番地７　ベスト電器小林店内
都道府県 会場 住所
鹿児島県 GEO阿久根店 鹿児島県阿久根市赤瀬川3011番地1
鹿児島県 GEO奄美店 鹿児島県奄美市名瀬鳩浜町334番地
鹿児島県 GEO徳之島店 鹿児島県大島郡徳之島町亀津7382番地
鹿児島県 GEO出水店 鹿児島県出水市六月田町397番地
鹿児島県 GEO鹿児島国分店 鹿児島県霧島市国分野口西12番55号
鹿児島県 GEO姶良店 鹿児島県姶良市東餅田2312番地5
鹿児島県 GEO鹿児島小松原店 鹿児島県鹿児島市小松原1丁目36番24号
鹿児島県 GEO鹿屋店 鹿児島県鹿屋市札元1丁目12番43号
鹿児島県 GEO指宿店 鹿児島県指宿市十二町306番地5
鹿児島県 GEO鹿児島草牟田店 鹿児島県鹿児島市草牟田町4番地5
鹿児島県 GEO伊集院店 鹿児島県日置市伊集院町郡2丁目104番地
鹿児島県 GEO薩摩川内店 鹿児島県薩摩川内市原田町14番1号
鹿児島県 GEO鹿児島宇宿店 鹿児島県鹿児島市宇宿1丁目10番2号
鹿児島県 GEO鹿児島下荒田店 鹿児島県鹿児島市下荒田4丁目14番15号
鹿児島県 GEO坂之上店 鹿児島県鹿児島市光山2丁目2番25号
鹿児島県 ホビーゾーン鹿児島店 鹿児島県鹿児島市東開町７ イオンモール鹿児島3F
鹿児島県 ポケモンストア　アミュプラザ鹿児島店 鹿児島県鹿児島市中央町1番地1 アミュプラザ鹿児島本館4階
都道府県 会場 住所
沖縄県 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
沖縄県 GEO宜野湾店 沖縄県宜野湾市宇地泊697番地
沖縄県 GEO石垣店 沖縄県石垣市字真栄里266番地の1
沖縄県 GEO首里大名店 沖縄県那覇市首里大名町3丁目80番地 2F
沖縄県 GEO与那原店 沖縄県島尻郡与那原町字与那原1106番地
沖縄県 GEO宮古店 沖縄県宮古島市平良字西里1290番地
沖縄県 GEO浦添店 沖縄県浦添市城間2丁目2番6号
沖縄県 GEO那覇小禄店 沖縄県那覇市赤嶺1丁目3番10号
沖縄県 GEO一日橋店 沖縄県島尻郡南風原町字兼城530番地
沖縄県 GEO西原店 沖縄県浦添市当山2丁目2番3号
沖縄県 GEO津嘉山店 沖縄県那覇市字仲井真379番地2
沖縄県 GEO那覇新都心店 沖縄県那覇市おもろまち4丁目3番22号
沖縄県 GEO石川店 沖縄県うるま市石川1丁目14番1号



沖縄県 GEO沖縄美里店 沖縄県沖縄市美原3丁目22番28号
沖縄県 GEO豊見城店 沖縄県豊見城市字上田11番地1
沖縄県 GEO名護びいまた店 沖縄県名護市大北5丁目22番18号
沖縄県 GEO北谷国道58号店 沖縄県中頭郡北谷町北前1丁目6番10号
沖縄県 GEOﾈｰﾌﾞﾙｶﾃﾞﾅ店 沖縄県中頭郡嘉手納町字兼久下原372番地2
沖縄県 GEO泡瀬店 沖縄県沖縄市高原7丁目22番7号
沖縄県 GEOｻﾝｴｰしおざきｼﾃｨ店 沖縄県糸満市潮崎町2丁目2番地
沖縄県 GEO名護店 沖縄県名護市東江5丁目22番25号
沖縄県 GEO具志川店 沖縄県うるま市みどり町6丁目1番18号
沖縄県 GEO沖縄山内店 沖縄県沖縄市南桃原4丁目31番地11
沖縄県 ポケモンストア　沖縄国際通り店 沖縄県那覇市牧志2-2-30　HAPiNAHA　1F


