
■スクコレ「Vol.07発売記念 スクコレはじめよう！キャンペーン」 ご協力店舗様一覧
こちらのお店で、キャンペーン開催期間（9/29～無くなり次第終了）に「スクフェス」のお知らせ画面を見せてスクコレを購入すると、
紙製プレイマットや特製ショートストレイジボックスをプレゼント！
詳細はスクコレ公式ホームページ（http://lovelive-sic.com/news/shop-events/vol-07-campaign/）をチェックしてね！

店舗名 都道府県 店舗様住所 所在地 店舗様連絡先
かーどげーむ夢翔屋 北海道 北海道札幌市北区北三十二条西３丁目１-１５　佐々木ビル１Ｆ https://goo.gl/maps/sq4JygvVHW62 011-758-6605
イエローサブマリン札幌店 北海道 北海道札幌市中央区南3条西4丁目12　アルシュビル6F https://goo.gl/maps/jiTDJjB38Sr 011-213-6003
カードショップ宝島 末広店 北海道 北海道旭川市末広東1条7丁目1-2 https://goo.gl/maps/pE6DX1WZZSt 0166-56-1222
カードショップさんれっど 北海道 北海道旭川市豊岡4条1丁目1-17　農協テナントビル1F https://goo.gl/maps/RZdCs3sQzJk 0166-31-6656
WonderGOO苫小牧店 北海道 北海道苫小牧市若草町1-7-14 https://goo.gl/maps/JqjJUN4JcKA2 0144-31-7500
ホビーショップ　パワーナイン 岩手県 岩手県一関市山目字寺前34-2 https://goo.gl/maps/8BJhqBh7WNG2 0191-48-5231
カードショップデッキビルダー秋田保戸野店 秋田県 秋田県秋田市 泉南３丁目２２－１ サイエービル１Ｆ ３号室 https://goo.gl/maps/X17aoaTjcxr 018-893-3073
ホビーステーション仙台駅前2号店 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央3-8-3 ピースビル仙台駅前5F https://goo.gl/maps/3M6vg4qpACr 022-263-8980
宝島　酒田店 山形県 山形県酒田市下安町15-1 https://goo.gl/maps/gdUkJBJ9jiS2 0234-24-9117
シーガル十日町店 山形県 山形県山形市十日町2丁目1-11 https://goo.gl/maps/zZmqugKX8zH2 023-633-9460
カード・TVゲームショップりらい 福島県 福島県福島市太田町14-42　尾形ビル1F https://goo.gl/maps/GXkGCKxaXq12 024-535-1660
トイスかんの 福島県 福島県郡山市駅前2-7-17 https://goo.gl/maps/TyE7iGHFcS92 024-923-3434
わくわくらんど土浦店 茨城県 茨城県土浦市大和町7-20 https://goo.gl/maps/rPRiqivqe6p 029-821-3651
カードショップ裁龍 茨城県 茨城県古河市東1-11-37 https://goo.gl/maps/U5igzJKdi7M2 0280-23-1556
WonderGOOひたち野うしく店 茨城県 茨城県牛久市ひたち野東5-5-1 https://goo.gl/maps/BuxsJpvquDu 029-870-1321
カンテラ龍ケ崎店 茨城県 茨城県龍ケ崎市馴馬町字上米754リブラ1Ｆ https://goo.gl/maps/RrPKB6EyRux 0297-61-1141
再楽リプラス太田本店 群馬県 群馬県太田市西本町57-4 https://goo.gl/maps/3ytNJaREuL52 0276-33-7340
カードキングダム伊勢崎店 群馬県 群馬県伊勢崎市宮前町173 https://goo.gl/maps/2TZx7FcwKrk 0270-26-5455
イエローサブマリン川越カードショップ 埼玉県 埼玉県川越市新富町2-11-4　マルキンビル3Ｆ-Ａ-1 https://goo.gl/maps/3T8AAa6XePJ2 049-229-6377
WonderGOO加須店 埼玉県 埼玉県加須市下高柳1-29 Vivamall 1番街 https://goo.gl/maps/5V3mrjVz7PL2  0480-67-0168
WonderGOO越谷店 埼玉県 埼玉県越谷市七左町2-144 https://goo.gl/maps/Rn2W8W9GouS2 048-961-5544
イエローサブマリン千葉ゲームSHOP 千葉県 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本ビル3F https://goo.gl/maps/2zkZZND3g3v 043-227-5388
トレカパーク柏東口店 千葉県 千葉県柏市柏3-7-21 2F　椎名ビル２F https://goo.gl/maps/bLncK6W9HEp 04-7128-7301
イエローサブマリン丸井柏店 千葉県 千葉県柏市柏1-1-11　丸井柏店VAT　B1F https://goo.gl/maps/9K9zaU6jpi92 04-7162-1616
ゲーマーズ津田沼店 千葉県 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/mEUh9ArGAZH2 047-403-8851
AKIHABARAゲーマーズ本店 東京都 東京都千代田区神田1-14-7　宝田ビル https://goo.gl/maps/2KqpC4JGkmu 03-5298-8720
カードキングダム秋葉原駅前 東京都 東京都千代田区外神田1-14-7 秋葉原野村ビル３F・４F https://goo.gl/maps/ijpesFHeZkt 03-6206-9232
イエローサブマリン秋葉原本店★ミント 東京都 東京都千代田区外神田1-15-16 　秋葉原ラジオ会館本館6F https://goo.gl/maps/m7ZvkbM8Du32 03-3526-3828
トレカの洞窟 CARD WORLD TOWER AKIBA 東京都 東京都千代田区外神田1-15-15 第１宝田ビル https://goo.gl/maps/5c7LxuonFRE2 03-3526-2340
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 東京都千代田区外神田1-11-5　スーパービル7F https://goo.gl/maps/9expWzj8nML2 03-5207-5053
ホビーステーション秋葉原本店 東京都 東京都千代田区外神田1-10-11　森ビル１階 https://goo.gl/maps/BManh4QeSzq 03-3257-1715
トレカDESTINY 東京都 東京都足立区竹ノ塚1-25-16　大橋ビル201 https://goo.gl/maps/vzjwDPdqULR2 03-5851-7766
イエローサブマリン池袋ゲームショップ 東京都 東京都豊島区東池袋1-15-1 真下ビル2F https://goo.gl/maps/7Rhc7pehons 03-5953-5808
ホビーステーション立川店 東京都 東京都立川市曙町2-11-2 フロム中武6F https://goo.gl/maps/Q6AMatAdaRD2 042-512-5479
トレカパーク町田店 東京都 東京都町田市原町田4-2-8 ワコービル町田3F https://goo.gl/maps/gh4ZV2vyAcP2 042-732-6120
イエローサブマリン横浜ムービル店 神奈川県 神奈川県横浜西区南幸2-1-22　相鉄ムービル２階 https://goo.gl/maps/jgLPPmTitYp 045-317-9690
トレカE 神奈川県 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町2-61 オリエンタルビル2F https://goo.gl/maps/D1aa2SLCfTK2 045-262-1232
イエローサブマリン川崎店 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11　川崎ルフロン9Ｆ https://goo.gl/maps/8skKbwUsAkz 044-230-0523
カードキングダム溝の口店 神奈川県 神奈川県川崎市高津区溝口1-9-5 ブラパック2ビル 4F https://goo.gl/maps/q8QcnZ6Dnpz 044-822-6483
イエローサブマリン溝口店 神奈川県 神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1　ノクティスビルマルイファミリー溝口6F https://goo.gl/maps/cg5weQmJBSS2 044-814-1321
（株）テイツーホビー・トレカパーク藤沢店 神奈川県 神奈川県藤沢市南藤沢19-17 https://goo.gl/maps/ejGzfLKjzQU2 0466-55-6650
カードショップデュエルガルドDeKKY401店 新潟県 新潟県新潟市中央区上近江4-12-20 https://goo.gl/maps/SmEmKQAffQU2 025-288-6889
カードショップデュエルガルド 新潟県 新潟県新発田市中央町2-1-14上野ビル１F https://goo.gl/maps/FWpjXFMStSB2 050-3560-8990
ゲーム館ビート 新潟県 新潟県五泉市吉沢1-5-26 https://goo.gl/maps/xqJB4S7DUEH2 0250-43-7100
おもちゃのバンビ高岡駅南店 富山県 富山県高岡市赤祖父387 https://goo.gl/maps/RSzZXqNAeRS2 0766-21-0037
優美堂書店 山梨県 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1805 https://goo.gl/maps/s1WRpAU1p2C2 055-272-0207
タッチ松本店 長野県 長野県松本市深志3-7-2 エポックビル1F https://goo.gl/maps/4NUKJXZs7Jt 0263-38-7551
MagicBox 長野県 長野県上田市下之郷748-1 https://goo.gl/maps/E48XtypSmtH2 0268-55-6085
おもちゃのタグチ 岐阜県 岐阜県恵那市大井町262-16 https://goo.gl/maps/qoJEXjsiBYU2 0573-26-3552
イトーヨーカドー沼津店 静岡県 静岡県沼津市高島本町1-5 https://goo.gl/maps/wwAjgVMmMBJ2 055-924-2211
マスターズギルド 静岡県 静岡県浜松市中区常盤町143-18　ECOビル2F https://goo.gl/maps/RjvaMtVGSf82 053-457-0008
マスターズギルドなゆた 静岡県 静岡県浜松市浜北区貴布祢3000番　なゆた浜北110区画 https://goo.gl/maps/BMt3P7DFXvB2 053-545-9441
おもちゃのポッポ 静岡県 静岡県島田市中央町1897-1 https://goo.gl/maps/7BBiasMph9C2 0547-37-8228
イエローサブマリン名古屋ＧＡＭＥＳＨＯＰ 愛知県 愛知県名古屋市中区大須3-11-19　ＯＡシステムプラザ大須ビル6F https://goo.gl/maps/jiFya3WHVe12 052-238-3012
カード・ブランチ金山店 愛知県 愛知県名古屋市中区平和1-23-17 廣栄ビル1F https://goo.gl/maps/id8y2AMG7Gx 052-331-5907
カード・ブランチ本山店 愛知県 愛知県名古屋市千種区猫洞通5-15 MSビル2F北 https://goo.gl/maps/mEeswQAd7dn 052-752-0415
文栄堂 愛知川店 滋賀県 滋賀県愛知郡愛荘町豊満490-2 https://goo.gl/maps/BnHxfuvxPK22 0749-42-3372
イエローサブマリン京都 京都府 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 https://goo.gl/maps/7mQJAkYj97q 075-253-4300
イエローサブマリンなんば3号店 大阪府 大阪府大阪市浪速区難波中2-1-3 川合ビル https://goo.gl/maps/cu7gQb4C4Yr 06-6635-2101
トレーディングカードショップ ジャスティス 大阪府 大阪府大阪市淀川区宮原5-3-55　カーサ東三国103 https://goo.gl/maps/FMMBF1iyqQz 06-6398-9480
トイコンプ大阪駅前第3ビル店 大阪府 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル2F-21 https://goo.gl/maps/UNZKvibFmUK2 06-4796-8688
カードショップフロンティア守口店 大阪府 大阪府守口市豊秀町1-5-1 https://goo.gl/maps/tVG5FGTR4o62 06-6926-9609
カードボックス江坂店 大阪府 大阪府吹田市豊津町14-10 丸萬ビル303号 https://goo.gl/maps/kJLPUkSK8AU2 06-6386-2789
すみの玩具 大阪府 大阪府池田市栄町3-11 https://goo.gl/maps/YmzvYqUrvRQ2 072-751-3747
カードボックス高槻店 大阪府 大阪府高槻市北園町19-12　切目ビル4Ｆ https://goo.gl/maps/TiP6KYb2aY12 072-668-2244
イエローサブマリン三宮店 兵庫県 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/Vi2Lru63ehQ2 078-327-5202
ジョイランド柏原店 兵庫県 兵庫県丹波市柏原町母坪408-1 https://goo.gl/maps/kqXoZXCa2HD2 0795-72-2229
サンクス　バラ公園店 兵庫県 兵庫県伊丹市荒牧7-11-7 https://goo.gl/maps/fe4YC95G4jC2 072-784-1900
ヤマダアウトレット館奈良店 奈良県 奈良県奈良市西九条町5-3-13 https://goo.gl/maps/WFB3e6csVc82 0742-50-6133
カードショップNOAH 和歌山県 和歌山県和歌山市本町2丁目37 ウエデビル2F https://goo.gl/maps/yiaiiU3NeZG2 073-488-7249
カードボックス藤田店 岡山県 岡山県岡山市南区藤田560-209 宮脇書店Pモール藤田店内 https://goo.gl/maps/cEuVM9AJeSE2 086-296-0003
GAMESHOP WiZ 岡山県 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目3-3　岡ビル１F https://goo.gl/maps/GSNiLB3GAYy 086-223-4855
カードショップオレタン 岡山県 岡山県岡山市北区大元上町12-23 https://goo.gl/maps/Q3waDHq4mqR2 086-250-1900
チャレンジャー 広島県 広島県福山市宝町3-19　下江ビル1F https://goo.gl/maps/89dAenh7riD2 084-922-7526
カードショップ ショーケース 広島県 広島県福山市南蔵王町五丁目15-20 https://goo.gl/maps/zFvcEb9wjRD2 084-945-9800
CARDBOX廣文館サンリブ五日市店 広島県 広島県広島市佐伯区八幡1-24-17 サンリブ内2F https://goo.gl/maps/adeehTXxLH12 082-926-1201
カードボックス周南店 山口県 山口県周南市久米3219 https://goo.gl/maps/h4QR53sGsvj 0834-34-9500
カードキングダムイオンタウン周南店 山口県 山口県周南市古市1-4-1 https://goo.gl/maps/W6d5b14kRG22 0834-33-8569
Book'sジュピター 徳島県 徳島県板野郡藍住町奥野字西中洲62-1 https://goo.gl/maps/hP1LGHXaW6p 088-692-1818
スミレヤ 香川県 香川県丸亀市通町24 https://goo.gl/maps/ym7xXTdPhFR2 0877-23-4560
イエローサブマリンマジッカーズ福岡店 福岡県 福岡県福岡市中央区天神2-7-14 天神ｼﾃｨﾋﾞﾙ3Ｆ https://goo.gl/maps/n2U3h7iL5g62 092-739-1970
カードファイト フォレオ博多店 福岡県 福岡県福岡市博多区東那珂1丁目14-46 https://goo.gl/maps/yRf3YPU8qJG2 092-483-8173
TSUTAYAコスタ行橋店 福岡県 福岡県行橋市西泉6-1-1 https://goo.gl/maps/QqGjEDVpbZM2 0930-26-1558
ホビーショップ アグリ 熊本県 熊本県熊本市中央区新町4-7-2 https://goo.gl/maps/JxVXYDw8Gg52 096-352-6607


