
■「スクフェス全国大会＆ミニ感謝祭2017」連動キャンペーン　ご協力店舗様一覧
・「スクフェス全国大会＆ミニ感謝祭2017」にて入場時にもらえるチラシを以下の対象店舗にお持ちいただくと、PRパックを1個プレゼント！
※どの会場でもらえるチラシを、どの店舗にお持ちいただいても大丈夫です。

店舗名 都道府県 店舗様住所 所在地 店舗様連絡先
カードラボ札幌店 北海道 060 - 0062 北海道 札幌市中央区南二条西1-5 丸大ビル4Ｆ https://goo.gl/maps/8yha3CNpe6H2 011-596-0520
（有）工藤模型 青森県 030 - 0823 青森県 青森市橋本3-4-1 https://goo.gl/maps/5DUNkXHNJex 0177-73-5160
ホビーショップパワーナイン 岩手県 021 - 0062 岩手県 一関市山目（寺前）34-2 https://goo.gl/maps/XtDXcRdWWx72 0191-48-5231
ホビーステーション仙台駅前２号店 宮城県 980 - 0021 宮城県 仙台市青葉区中央3-8-3 ピースビル５F https://goo.gl/maps/pMTAA8W6RRz 022-263-8980
サニーランド　フォルテ店 宮城県 989 - 1267 宮城県 柴田郡大河原町小島2-1 https://goo.gl/maps/aZru34eG6C62 022-451-1390
カードショップデッキビルダー 秋田県 010 - 0918 秋田県 秋田市泉南3丁目22-1 サイエ－ビル1Ｆ　3号室 https://goo.gl/maps/TSayAsCvL7r 0188-93-3073
おもしろいもの！遊ず堂 秋田県 012 - 0036 秋田県 湯沢市両神30-1 https://goo.gl/maps/U7XjupJcPoF2 0183-78-0456
シーガル十日町店 山形県 990 - 0031 山形県 山形市十日町2-1-11 https://goo.gl/maps/cnB98H8GmM22 0236-33-9460
宝島　酒田店 山形県 998 - 0012 山形県 酒田市下安町１５－１ https://goo.gl/maps/Q7jbuoqqmw42 0234-24-9117
カードＴＶゲームショップりらい 福島県 960 - 8068 福島県 福島市太田町14－42　尾形ビル１Ｆ https://goo.gl/maps/K9dQA1VWWb62 024-535-1660
WonderGOO小名浜店 福島県 971 - 8111 福島県 いわき市小名浜大原字東田70-1 https://goo.gl/maps/rcZMDSuAM7L2 0246-92-0430
Card Shop Orb less Orb 福島県 963 - 1165 福島県 郡山市田村町徳定字う干場32 コーポエメラルド107 https://goo.gl/maps/yXnMWSmMD3Q2 0249-53-7314
ピノキオ下妻店 茨城県 304 - 0056 茨城県 下妻市長塚41-1 https://goo.gl/maps/nzbSXMiercm 0296-44-6925
ピノキオ古河店 茨城県 306 - 0011 茨城県 古河市東1-11-37 https://goo.gl/maps/yu25vfhwSMu 0280-23-1556
カンテラ龍ヶ崎店 茨城県 301 - 0004 茨城県 龍ケ崎市馴馬町上米754 リブラ1Ｆ https://goo.gl/maps/DGmdvkNvP3s 0297-61-1141
わくわくらんど土浦店 茨城県 300 - 0036 茨城県 土浦市大和町7-20 https://goo.gl/maps/umBE7sAYAFn 029-821-3651
イエローサブマリン宇都宮GAMESHOP 栃木県 320 - 0803 栃木県 宇都宮市曲師町2-8 宇都宮フェスタ3F https://goo.gl/maps/gEgBQNih5cq 028-651-6966
再楽リプラス太田本店 群馬県 373 - 0033 群馬県 太田市西本町57-4 https://goo.gl/maps/bprivpe3Q4r 027-633-7340
おもちゃのキジマ 群馬県 378 - 0044 群馬県 沼田市下之町871 https://goo.gl/maps/UsjM4RKkYRC2 027-822-4010
ネギシモケイ 群馬県 379 - 2313 群馬県 みどり市笠懸町鹿4658 https://goo.gl/maps/7yc8c5G3VHy 027-776-5203
BOOKSながしま 群馬県 370 - 3102 群馬県 高崎市箕郷町生原589-4 https://goo.gl/maps/UxymZt9M7P92 027-371-2970
ホビーステーション南越谷店 埼玉県 343 - 0023 埼玉県 越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン2F https://goo.gl/maps/YfrbjgQ5bsQ2 048-940-5580
イエローサブマリン　川越カードショプ 埼玉県 350 - 0043 埼玉県 川越市新富町2-11-4 マルキンビル3階Ａ-1 https://goo.gl/maps/cZSbqofgtM22 049-229-6377
ゲーマーズ津田沼店 千葉県 275 - 0026 千葉県 習志野市谷津1-16-1 モリシアビル　レストラン5F https://goo.gl/maps/45WXAorQiRD2 047-403-8851
ドキドキ冒険島君津店 千葉県 299 - 1144 千葉県 君津市東坂田2-7-2 https://goo.gl/maps/CahVLos5sgk 0439-54-7864
カードショップ にけ 千葉県 272 - 0141 千葉県 市川市香取2-12-13-1Ｆ https://goo.gl/maps/pLifBQbwo9Q2 047-315-5453
イエローサブマリン千葉ゲームショップ 千葉県 260 - 0015 千葉県 千葉市中央区富士見2-3-1 塚本ビル3F https://goo.gl/maps/zUWjZ2tY9oK2 043-227-5388
トレカパーク柏東口 千葉県 277 - 0005 千葉県 柏市柏3-7-21-2F 椎名ビル https://goo.gl/maps/JMZgPJw6pe82 04-7128-7301
ホビーステーション立川店 東京都 190 - 0012 東京都 立川市曙町2-11-2 フロム中武6F https://goo.gl/maps/X4sHsYNRTuo 042-512-5479
ファミコンワールドＰＡＯ青梅店 東京都 198 - 0024 東京都 青梅市新町5-4-6 https://goo.gl/maps/wV3BLcS28m92 0428-32-7580
ピノキオ綾瀬店 東京都 120 - 0005 東京都 足立区綾瀬2-40-6 https://goo.gl/maps/aYmh4FedfU22 03-6662-7939
アメニティードリーム吉祥寺店 東京都 180 - 0001 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-13-4 テレーズ眸ビル３Ｆ https://goo.gl/maps/njC4vhnYjAR2 042-222-9862
カードキングダム秋葉原駅前店 東京都 101 - 0021 東京都 千代田区外神田1-14-7 秋葉原野村ビル3F https://goo.gl/maps/YsNepQGpeHG2 03-6206-9232
DESTINY 東京都 121 - 0813 東京都 足立区竹の塚6-8-16 201 https://goo.gl/maps/Byvxozr27gH2 03-5851-7766
マスターズスクウェア 東京都 192 - 0081 東京都 八王子市横山町5-13 渋谷ビル２F https://goo.gl/maps/17euboEU8fz 042-649-2319
カードラボ秋葉原店 東京都 101 - 0021 東京都 千代田区外神田4-3-2 アニメイト秋葉原店７階 https://goo.gl/maps/ftXyBAg47Av 03-3254-9990
アメニティードリーム秋葉原店 東京都 101 - 0021 東京都 千代田区外神田1-11-6 小暮ビル5Ｆ https://goo.gl/maps/h8LZJiWaUG62 03-3253-2726
AKIHABARAゲーマーズ本店 東京都 101 - 0021 東京都 千代田区外神田1-14-7 宝田ビル https://goo.gl/maps/dgc4AbV1VCq 03-5298-8720
イエローサブマリン池袋ゲームショップ 東京都 170 - 0013 東京都 豊島区東池袋1-15-1 真下ビル2F https://goo.gl/maps/ZNRjsR2EZFP2 03-5953-5808
イエローサブマリン秋葉原本店★ミント 東京都 101 - 0021 東京都 千代田区外神田 1-15-16　ラジオ会館6F https://goo.gl/maps/5yisAZxPxey 03-3526-3828
マルチメディアステーション ゼロワン綱島店 神奈川県 223 - 0053 神奈川県 横浜市港北区綱島西1-11-5 マルエスビス2階 https://goo.gl/maps/aQwNh7ofGYp 045-545-9117
ヤマダアウトレット館横須賀店 神奈川県 238 - 0014 神奈川県 横須賀市三春町4-5 https://goo.gl/maps/FNwmo5pRNWL2 046-828-5321
イエローサブマリン川崎店 神奈川県 210 - 0024 神奈川県 川崎市川崎区日進町1-11 川崎ルフロン9階 https://goo.gl/maps/QrvqRcZkveH2 044-230-0523
トップボーイ01元住吉店 神奈川県 211 - 0025 神奈川県 川崎市中原区木月1-32-3 内田マンション101号 https://goo.gl/maps/wQJB7mtDM892 044-948-9100
中村書店本店 神奈川県 252 - 0242 神奈川県 相模原市中央区横山6-8-21 https://goo.gl/maps/LLrDrPJNikD2 042-750-2285
イエローサブマリン横浜ムービル店 神奈川県 220 - 0005 神奈川県 横浜市西区南幸2-1-22 相鉄ムービル２F https://goo.gl/maps/FfNSNjPVeXE2 045-317-9690
イエローサブマリン丸井溝口店 神奈川県 213 - 0001 神奈川県 川崎市高津区溝口 ノクティ2ビル　マルファミリー溝口6F https://goo.gl/maps/8P7UVqTyrTw 044-814-1321
OBITAL神奈川海老名店（旧カメレオンクラブ） 神奈川県 252 - 1132 神奈川県 綾瀬市寺尾中1-4-70 PATあやせ店 https://goo.gl/maps/C9g3j2MzJt92 0467-70-3338
ゲーム館ビート 新潟県 959 - 1824 新潟県 五泉市吉沢1-5-26 https://goo.gl/maps/XC2USfPpDzP2 025-043-7100
カードショップデュエルガルド中央町店 新潟県 957 - 0053 新潟県 新発田市中央町２－１－１４ 上野ビル１F https://goo.gl/maps/tgS1aNXE7tL2 050-3560-8990
メディア館 新潟県 943 - 0821 新潟県 上越市土橋1905-1 https://goo.gl/maps/vgsppSrg9Zz 025-527-3566
デュエルガルドDeKKY401店 新潟県 950 - 0973 新潟県 新潟市中央区上近江4-12-20 DeKKY401 https://goo.gl/maps/H2YsBiTv6fP2 025-288-6889
おもちゃのバンビ高岡駅南店 富山県 933 - 0806 富山県 高岡市赤祖父387 https://goo.gl/maps/3VFpT81dmis 0766-21-0037
北国書林辰口店 石川県 923 - 1245 石川県 能美市辰口520-1 https://goo.gl/maps/g4eo1bvPDJx 0761-51-8200
ホビーステーション金沢店 石川県 920 - 0997 石川県 金沢市竪町24 BELSEL3F https://goo.gl/maps/aT51GwtAuvo 076-264-1999
Cards of Paradise 金沢工大店 石川県 921 - 8811 石川県 野々市市高橋町14-43 https://goo.gl/maps/ajYbJ6sQHTB2 076-227-5317
キューピット 山梨県 401 - 0301 山梨県 南都留郡富士河口湖町船津4095-1 https://goo.gl/maps/bDCWB5twg1q 0555-73-3223
おもちゃのさいとう 山梨県 400 - 0031 山梨県 甲府市　丸の内　1-8-8 https://goo.gl/maps/8iC3toaiKGD2 055-235-5989
タッチ松本店 長野県 390 - 0815 長野県 松本市深志3丁目7-2 エポックビル1F https://goo.gl/maps/M7mQRggJ2BJ2 0263-38-7551
再起堂書店 長野県 382 - 0097 長野県 須坂市南横町1612 https://goo.gl/maps/NpDyKykYUh92 026-248-1580
おもちゃのタグチ 岐阜県 509 - 7201 岐阜県 恵那市大井町２６２ー１６ https://goo.gl/maps/P8afMF2DcFG2 057-326-3552
おもちゃのポッポ 静岡県 427 - 0042 静岡県 島田市中央町1897ー1 おもちゃのポッポ https://goo.gl/maps/WGWpYpXQ8sJ2 054-737-8228
マスターズギルド 静岡県 430 - 0917 静岡県 浜松市中区常盤町143-1 ECOビル2Ｆ https://goo.gl/maps/Cf1nBPTJYt82 053-457-0008
マスターズギルドなゆた 静岡県 434 - 0038 静岡県 浜松市浜北区貴布祢3000 https://goo.gl/maps/fUEDMN824352 053-545-9441
サンエイト沼津店 静岡県 410 - 0044 静岡県 沼津市五月町４－２０ https://goo.gl/maps/NspccTv4GDr 055-924-8657
すまいるキング浜松雄踏店 静岡県 431 - 0103 静岡県 浜松市西区雄踏2丁目11-35 https://goo.gl/maps/hB1NThFJ7h22 053-59-63118
ホビーステーション名古屋店 愛知県 460 - 0011 愛知県 名古屋市中区大須3-11-34 4F https://goo.gl/maps/YEpWvA3n8mL2 052-242-5252
カード・ブランチ本山店 愛知県 464 - 0032 愛知県 名古屋市千種区猫洞通5丁目15 MSビル２F https://goo.gl/maps/r1fdBYZnYvv 052-757-0415
カードラボ名古屋大須店 愛知県 460 - 0011 愛知県 名古屋市中区大須3-30-40 万松寺ビル1F https://goo.gl/maps/AHyR2rYEBhN2 052-263-0601
TCGショップ193大須店 愛知県 460 - 0011 愛知県 名古屋市中区大須3-26-21 https://goo.gl/maps/abbdCjaHS8o 052-242-0193
後藤商店 愛知県 496 - 0825 愛知県 津島市橋詰町1-35 https://goo.gl/maps/ps8YACCaWEw 0567-26-2073
TCGshop193名駅店 愛知県 453 - 0016 愛知県 名古屋市中村区竹橋町5-12 イトゼンビル１Ｆ https://goo.gl/maps/5TMrFQ2YrC82 052-451-0193
ファミコンプラザ里町店 愛知県 446 - 0001 愛知県 安城市里町東山ノ田138 https://goo.gl/maps/KWBBDnmAc6w 0566-97-1400
トレカプラザ55大須店 愛知県 460 - 0011 愛知県 名古屋市中区大須3-30-93 メガタウン1F https://goo.gl/maps/YLVk4N1LYbn 052-265-9583
DiceRoll 愛知県 460 - 0011 愛知県 名古屋市中区大須4丁目2-26 赤門ビル3F https://goo.gl/maps/j4r9muWz2Gq 052-228-6848
イエローサブマリン名古屋ＧＡＭＥＳＨＯＰ 愛知県 460 - 0011 愛知県 名古屋市中区大須 3-11-19　OAｼｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞ大須ﾋﾞﾙ6階 https://goo.gl/maps/ACGNZxECFi12 052-238-3012
アメニティードリーム大須店 愛知県 460 - 0011 愛知県 名古屋市中区大須3-30-60 OSU301ビル2F https://goo.gl/maps/F4in3teanr42 052-265-8848
ホビーステーション名駅店 愛知県 453 - 0015 愛知県 名古屋市中村区椿町20-12 https://goo.gl/maps/FSJ7rvPM6Bx 052-452-8577
カード・ブランチ金山店 愛知県 460 - 0021 愛知県 名古屋市中区平和1丁目23番17号 廣栄ビル１F https://goo.gl/maps/JrFT3VbiLpn 052-331-5907
ホビーステーション名古屋ささしま店 愛知県 453 - 0872　愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-14　マーケットスクエアささしま1F https://goo.gl/maps/1q3oPdxM3Q22 052-485-7337
カードショップ札屋 三重県 510 - 0072 三重県 四日市市九の城町1-10 メゾンスイリュウ１Ｆ https://goo.gl/maps/8T25pqCwJDH2 059-340-3132
本の王国 文化センター前店 三重県 514 - 0061 三重県 津市一身田上津部田115-1 https://goo.gl/maps/WVdt7vGGUUH2 059-232-8866
おもちゃのナカヤ 三重県 519 - 0125 三重県 亀山市東町2-1-11 https://goo.gl/maps/Y4Kk4CcrBJQ2 0595-82-0561
かまくら屋 滋賀県 525 - 0054 滋賀県 草津市東矢倉2-1-1 磯村荘3号 https://goo.gl/maps/2YYj3aTcHqJ2 077-565-6215
文栄堂 愛知川店 滋賀県 529 - 1321 滋賀県 愛知郡愛荘町豊満490-2 https://goo.gl/maps/3UJUbV52pWn 074-942-3372
株式会社あさだ 京都府 600 - 8872 京都府 京都市下京区西七条南東野町３ https://goo.gl/maps/iYdNJoyj6L12 075-313-3086
レストアストアー京都新堀川店 京都府 612 - 8371 京都府 京都市伏見区竹田松林町8番 https://goo.gl/maps/X7UeQFWuKey 075-604-1632
ホビーステーションイオンモールＫＹＯＴＯ店 京都府 601 - 8417 京都府 京都市南区西九条鳥居口町1番地 イオンモールＫＹＯＴＯ４階 https://goo.gl/maps/CHWWjNo13tE2 075-661-2010
トレーディングカードショップジャスティス 大阪府 532 - 0003 大阪府 大阪市淀川区宮原5丁目3-55 カーサ東三国103 https://goo.gl/maps/73J1VQeRC3C2 06-6398-9480
ハリケーン心斎橋店 大阪府 542 - 0086 大阪府 大阪市中央区西心斎橋2-17-8 レバンガ心斎橋ビル1階 https://goo.gl/maps/qRo9dzSKcFn 06-6484-7109
カードマックス高石店 大阪府 592 - 0012 大阪府 高石市西取石5-11-3 https://goo.gl/maps/K7dmqnLwVk22 072-267-1231
ドラゴンスター日本橋２号店 大阪府 556 - 0011 大阪府 大阪市浪速区難波中2-1-17 コスモビル6F https://goo.gl/maps/FS71fiR1DwT2 06-6630-7115
カードショップコロコロ 大阪府 581 - 0056 大阪府 八尾市南太子堂2-2-6 昭陽ビル1A https://goo.gl/maps/ovWafUsrxg12 072-926-6425
トイコンプ弁天町店 大阪府 552 - 0007 大阪府 大阪市港区弁天3-13-1 MEGAドン・キホーテ2F https://goo.gl/maps/pkSxN6oDNU22 06-6576-2123
天牛堺書店　津久野店 大阪府 593 - 8322 大阪府 堺市西区津久野町1-1-1 https://goo.gl/maps/J6kARoue1J72 072-271-1415
カードボックス高槻店 大阪府 569 - 0802 大阪府 高槻市北園町19-12 切目ビル4Ｆ https://goo.gl/maps/AJzfmj5qfkJ2 072-668-2244
ジーストア大阪 大阪府 542 - 0075 大阪府 大阪市中央区難波千日前7-7 https://goo.gl/maps/ZBqtCnsfsWC2 06-6630-7655
トレカショップ　スキップ 大阪府 559 - 0007 大阪府 大阪市住之江区粉浜西１－４－３ エバーグリーン住吉２F https://goo.gl/maps/cWLhCaaWwu52 06-6676-0077
アメニティードリームなんば２号店 大阪府 556 - 0011 大阪府 大阪市浪速区難波中2-1-7 なんば東ビル3Ｆ https://goo.gl/maps/WyKzEHSgWFq 06-6644-4694
イエローサブマリンなんば3号店 大阪府 556 - 0011 大阪府 大阪市浪速区難波中2-1-3 川合ビル https://goo.gl/maps/nSp2ADkqkA22 06-6635-2101
ハリケーン川西店 兵庫県 666 - 0014 兵庫県 川西市小戸1-3-12 司ビル2階 https://goo.gl/maps/43v3fmsF3dT2 072-755-1117
TUTAYA  AVIX 豊岡店 兵庫県 668 - 0031 兵庫県 豊岡市大手町7番30号 https://goo.gl/maps/MhujFfwcCuT2 0796-24-1122
ジョイランド柏原店 兵庫県 669 - 3311 兵庫県 丹波市柏原町母坪408-1 https://goo.gl/maps/3dMS1YcB9tB2 0795-72-2229
サンクスバラ公園店 兵庫県 664 - 0001 兵庫県 伊丹市荒牧7-11-7 https://goo.gl/maps/EdpbyQhGPXn 072-784-1900
イエローサブマリン三宮店 兵庫県 650 - 0021 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 https://goo.gl/maps/2mBBZ1NsUhx 078-327-5202
ブックイレブン高砂店 兵庫県 676 - 0805 兵庫県 高砂市米田町米田１１２２ https://goo.gl/maps/GNbwpPxiBr32 079-432-8705
イエローサブマリン姫路店 兵庫県 670 - 0925 兵庫県 姫路市亀井町 52外川ビル3Ｆ https://goo.gl/maps/XAUBuSFYPCU2 079-221-8230



ＧＥＮＫＩぶらくり丁店 和歌山県 640 - 8108 和歌山県 和歌山市雑賀町59 元気ビル1階 https://goo.gl/maps/DtRn4spdeJU2 073-422-7338
HOBBY ZONE浜田店 島根県 697 - 0052 島根県 浜田市港町227番地の1 ゆめタウン浜田3Ｆ　ＨＯＢＢＹ ＺＯＮＥ浜田店https://goo.gl/maps/bceLqiPYBm62 085-522-0803
アソビア 岡山県 710 - 0056 岡山県 倉敷市鶴形1-2-15 鶴形ビル204 https://goo.gl/maps/RxELi8LEdg12 086-697-6090
カードゲームショップ　オレタン 岡山県 700 - 0925 岡山県 岡山市北区大元上町12-23 https://goo.gl/maps/1Vo2Ppw3GvE2 086-250-1900
ホビーステーション岡山店 岡山県 703 - 8221 岡山県 岡山市中区長岡 601-1 https://goo.gl/maps/c3Kr6a9P6dN2 086-279-6351
カードボックス藤田店 岡山県 701 - 0221 岡山県 岡山市南区藤田560-209 宮脇書店Pモール藤田店 https://goo.gl/maps/J9nfcuJ4Yvn 086-296-0003
GAMESHOP WiZ 岡山県 700 - 0815 岡山県 岡山市北区野田屋町1-3-3 岡ビル1F https://goo.gl/maps/ZW5mo55Ds9u 086-223-4855
チャレンジャー 広島県 720 - 0045 広島県 福山市宝町3-19 下江ビル1階 https://goo.gl/maps/dhri5dtgkfx 084-922-7526
カードショップ　ショーケース 広島県 721 - 0973 広島県 福山市南蔵王町５丁目１５－２０ https://goo.gl/maps/1iELiEdB6GN2 084-945-9800
株式会社ホビーベースイエローサブマリン広島店 広島県 730 - 0051 広島県 広島市中区大手町1-5-15 本通西ビル1F https://goo.gl/maps/adbpLzi5XqP2 082-546-2399
カメレオンクラブ宇部西岐波店 山口県 755 - 0154 山口県 宇部市今村南３－１－４ https://goo.gl/maps/8cuSLxBetAF2 0836-51-8922
スミレヤ 香川県 763 - 0043 香川県 丸亀市通町24 https://goo.gl/maps/vZLVVKsg8eE2 0877-23-4560
カード素材屋サクサク 福岡県 815 - 0033 福岡県 福岡市南区大橋１-８-１８ 大橋Sビル401 https://goo.gl/maps/FXQpaHuSx932 092-562-4250
G-PROJECT 古賀店 福岡県 811 - 3101 福岡県 古賀市天神1丁目2-7 クオリティ21 2F https://goo.gl/maps/iYETFkw7pCJ2 092-942-2202
イエローサブマリンマジッカーズ福岡店 福岡県 810 - 0001 福岡県 福岡市中央区天神2-7-14 天神シティビル3F https://goo.gl/maps/xGAovH6LYwu 092-739-1970
CARDBOX北谷店 沖縄県 904 - 0115 沖縄県 中頭郡北谷町美浜１５－６８ ドラゴンパレス２Ｆ https://goo.gl/maps/Bx2UXQJai3F2 050-1284-7021
カードキングダム那覇店 沖縄県 900 - 0004 沖縄県那覇市銘苅３－１１－１８　スカイハイツ１－Ａ号 https://goo.gl/maps/Xtd6UCUNc3U2 098-863-0778
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