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北海道 イエローサブマリン札幌GAME SHOP 11月13日 https://t.livepocket.jp/e/ukj1d

北海道 アメニティードリーム札幌店 12月10日 https://t.livepocket.jp/e/jffso

北海道 トーナメントセンターバトロコ旭川駅前 12月11日 https://t.livepocket.jp/e/l_0pt

北海道 トーナメントセンターバトロコ旭川駅前 12月18日 https://t.livepocket.jp/e/gq6yz

青森県 TSUTAYA 青森中央店 11月5日 https://t.livepocket.jp/e/gcarf

宮城県 カードゲームのシーガル仙台駅前店 11月6日 https://t.livepocket.jp/e/vjik7

宮城県 フルコンプ仙台駅前店 11月20日 https://t.livepocket.jp/e/pxxnl

宮城県 フルコンプ仙台駅前店 11月4日 https://t.livepocket.jp/e/5ylhp

山形県 TENDO八文字屋 11月20日 https://t.livepocket.jp/e/pxxnl

福島県 カードゲームのシーガル郡山店 11月12日 https://t.livepocket.jp/e/d67j3

福島県 カードゲームのシーガル郡山店 11月19日 https://t.livepocket.jp/e/za68l
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群馬県 BOOKSながしま 11月12日 https://t.livepocket.jp/e/d67j3

群馬県 BOOKSながしま 12月31日 https://t.livepocket.jp/e/j13_r

埼玉県 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ ＧＩＧＡ武蔵浦和店 11月5日 https://t.livepocket.jp/e/gcarf

埼玉県 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ ＧＩＧＡ武蔵浦和店 11月20日 https://t.livepocket.jp/e/pxxnl

埼玉県 精文堂書店 11月19日 https://t.livepocket.jp/e/za68l

埼玉県 精文堂書店 12月3日 https://t.livepocket.jp/e/bh_ea

埼玉県 カードショップ竜星のPAO大宮店 11月20日 https://t.livepocket.jp/e/pxxnl

埼玉県 カードショップ竜星のPAO大宮店 12月25日 https://t.livepocket.jp/e/s8hc2

千葉県 トーナメントセンターバトロコ新津田沼駅 11月5日 https://t.livepocket.jp/e/gcarf

千葉県 トーナメントセンターバトロコ新津田沼駅 11月19日 https://t.livepocket.jp/e/za68l

千葉県 カードショップ竜星のPAO千葉中央店 11月13日 https://t.livepocket.jp/e/ukj1d

千葉県 カードショップ竜星のPAO千葉中央店 12月13日 https://t.livepocket.jp/e/jcg_m

千葉県 カードラボ千葉中央店 11月20日 https://t.livepocket.jp/e/pxxnl

千葉県 カードラボ千葉中央店 11月27日 https://t.livepocket.jp/e/sbk858

東京都 ティアワン渋谷 11月5日 https://t.livepocket.jp/e/gcarf

東京都 ティアワン渋谷 11月13日 https://t.livepocket.jp/e/ukj1d

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ 西五反田店 11月13日 https://t.livepocket.jp/e/ukj1d

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ 西五反田店 11月19日 https://t.livepocket.jp/e/za68l

東京都 Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 11月13日 https://t.livepocket.jp/e/ukj1d

東京都 Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 11月19日 https://t.livepocket.jp/e/za68l

東京都 BOOKOFF SUPER BAZAAR 立川駅北口店 11月13日 https://t.livepocket.jp/e/ukj1d

東京都 BOOKOFF SUPER BAZAAR 立川駅北口店 12月11日 https://t.livepocket.jp/e/l_0pt

東京都 カードショップ竜星のPAO八王子店 11月13日 https://t.livepocket.jp/e/ukj1d

東京都 カードショップ竜星のPAO八王子店 11月27日 https://t.livepocket.jp/e/sbk858

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 11月20日 https://t.livepocket.jp/e/pxxnl

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 12月11日 https://t.livepocket.jp/e/l_0pt

東京都 遊Vic中野店 11月23日 https://t.livepocket.jp/e/fn5vk

東京都 竜星のPAO町田店 11月23日 https://t.livepocket.jp/e/fn5vk

東京都 ドラゴンスター秋葉原駅前店 11月27日 https://t.livepocket.jp/e/sbk858

東京都 ドラゴンスター秋葉原駅前店 12月2日 https://t.livepocket.jp/e/cr2vv

東京都 トーナメントセンターバトロコ高田馬場 11月26日 https://t.livepocket.jp/e/u-cjg

東京都 トーナメントセンターバトロコ高田馬場 12月2日 https://t.livepocket.jp/e/cr2vv

東京都 カードランド秋葉原店 11月27日 https://t.livepocket.jp/e/sbk858

東京都 トーナメントセンターバトロコ渋谷センター街 12月4日 https://t.livepocket.jp/e/fk3li

東京都 アメニティードリーム蒲田店 12月24日 https://t.livepocket.jp/e/ycrbh

東京都 カードショップ竜星のPAO立川店 12月17日 https://t.livepocket.jp/e/svn-z

神奈川県 トーナメントセンターバトロコ本厚木駅前 11月5日 https://t.livepocket.jp/e/gcarf

神奈川県 トーナメントセンターバトロコ本厚木駅前 11月30日 https://t.livepocket.jp/e/4e3p63

神奈川県 カードボックス横浜西口店 11月23日 https://t.livepocket.jp/e/fn5vk

神奈川県 ホビーステーション溝口店 12月17日 https://t.livepocket.jp/e/svn-z

神奈川県 ホビーステーション溝口店 12月26日 https://t.livepocket.jp/e/nq0mn

神奈川県 CARDBOX青馬堂矢向店 12月25日 https://t.livepocket.jp/e/s8hc2
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新潟県 カードショップ デュエルガルド イオン長岡店 12月3日 https://t.livepocket.jp/e/bh_ea

新潟県 カードショップ デュエルガルド イオン長岡店 12月10日 https://t.livepocket.jp/e/jffso

長野県 最楽リプラス佐久本店 11月27日 https://t.livepocket.jp/e/sbk858

長野県 最楽リプラス佐久本店 12月11日 https://t.livepocket.jp/e/l_0pt

福井県 SuperKaBoS新二の宮店 11月20日 https://t.livepocket.jp/e/pxxnl

福井県 SuperKaBoS新二の宮店 11月26日 https://t.livepocket.jp/e/u-cjg

静岡県 TSUTAYA静岡流通どおり店 11月19日 https://t.livepocket.jp/e/za68l

岐阜県 宝島 可児店 11月26日 https://t.livepocket.jp/e/u-cjg

岐阜県 三洋堂書店 中津川店 12月3日 https://t.livepocket.jp/e/bh_ea

岐阜県 三洋堂書店 中津川店 12月17日 https://t.livepocket.jp/e/svn-z

愛知県 三洋堂書店 乙川店 11月13日 https://t.livepocket.jp/e/ukj1d

愛知県 三洋堂書店 乙川店 11月27日 https://t.livepocket.jp/e/sbk858

愛知県 三洋堂書店 新開橋店 12月4日 https://t.livepocket.jp/e/fk3li

愛知県 三洋堂書店 新開橋店 12月11日 https://t.livepocket.jp/e/l_0pt

愛知県 フルコンプ名古屋大須店 12月4日 https://t.livepocket.jp/e/fk3li

愛知県 宝島 長久手店 12月4日 https://t.livepocket.jp/e/fk3li

愛知県 宝島 高蔵寺店 12月17日 https://t.livepocket.jp/e/svn-z

三重県 三洋堂書店 菰野店 12月10日 https://t.livepocket.jp/e/jffso

三重県 三洋堂書店 菰野店 12月17日 https://t.livepocket.jp/e/svn-z
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滋賀県 三洋堂書店 豊郷店 12月4日 https://t.livepocket.jp/e/fk3li

滋賀県 三洋堂書店 豊郷店 12月17日 https://t.livepocket.jp/e/svn-z

京都府 カードボックス京都ファミリー店 11月6日 https://t.livepocket.jp/e/vjik7

京都府 カードボックス京都ファミリー店 12月11日 https://t.livepocket.jp/e/l_0pt

京都府 BOOKOFF SUPER BAZAAR 1号京都伏見店 11月6日 https://t.livepocket.jp/e/vjik7

京都府 ドラゴンスター京都店 11月12日 https://t.livepocket.jp/e/d67j3

京都府 ドラゴンスター京都店 11月20日 https://t.livepocket.jp/e/pxxnl

京都府 ビデオインアメリカ京都西七条店 12月18日 https://t.livepocket.jp/e/gq6yz

京都府 ビデオインアメリカ京都西七条店 12月25日 https://t.livepocket.jp/e/s8hc2

大阪府 TSUTAYA あべの橋店 11月5日 https://t.livepocket.jp/e/gcarf

大阪府 TSUTAYA あべの橋店 11月23日 https://t.livepocket.jp/e/fn5vk

大阪府 TSUTAYA 枚方ベルパルレ店 11月6日 https://t.livepocket.jp/e/vjik7

大阪府 ドラゴンスター日本橋2号店 11月20日 https://t.livepocket.jp/e/pxxnl

大阪府 トレカショップ竜のしっぽ 大阪梅田店 11月12日 https://t.livepocket.jp/e/d67j3

大阪府 トレカショップ竜のしっぽ 大阪梅田店 11月13日 https://t.livepocket.jp/e/ukj1d

大阪府 トレカチャンス 日本橋店 11月26日 https://t.livepocket.jp/e/u-cjg

大阪府 トレカチャンス 日本橋店 12月17日 https://t.livepocket.jp/e/svn-z

大阪府 アメニティードリームなんば2号店 12月10日 https://t.livepocket.jp/e/jffso

大阪府 竜星の嵐十三店 12月18日 https://t.livepocket.jp/e/gq6yz

大阪府 竜星の嵐十三店 12月21日 https://t.livepocket.jp/e/mjqj0

奈良県 三洋堂書店 香芝店 12月11日 https://t.livepocket.jp/e/l_0pt

奈良県 三洋堂書店 香芝店 12月17日 https://t.livepocket.jp/e/svn-z

和歌山県 マナソース和歌山駅前店 11月13日 https://t.livepocket.jp/e/ukj1d

和歌山県 マナソース和歌山駅前店 11月16日 https://t.livepocket.jp/e/nx98m

兵庫県 ドラゴンスター神戸三宮店 11月5日 https://t.livepocket.jp/e/gcarf

兵庫県 ドラゴンスター神戸三宮店 11月26日 https://t.livepocket.jp/e/u-cjg

兵庫県 イエローサブマリン姫路店 12月17日 https://t.livepocket.jp/e/svn-z
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広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ 皆実町店 11月19日 https://t.livepocket.jp/e/za68l

広島県 カードボックス広島店 11月19日 https://t.livepocket.jp/e/za68l

広島県 カードボックス広島店 11月20日 https://t.livepocket.jp/e/pxxnl

広島県 ゲームアーク三原店 12月4日 https://t.livepocket.jp/e/fk3li

山口県 カードキングダムイオンタウン周南 12月3日 https://t.livepocket.jp/e/bh_ea

山口県 カードキングダムイオンタウン周南 12月10日 https://t.livepocket.jp/e/jffso

徳島県 ビデオ１００徳島藍住店 11月6日 https://t.livepocket.jp/e/vjik7

徳島県 ビデオ１０１徳島藍住店 11月13日 https://t.livepocket.jp/e/ukj1d

愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ 松山平井店 12月18日 https://t.livepocket.jp/e/gq6yz

愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ 松山平井店 12月25日 https://t.livepocket.jp/e/s8hc2

福岡県 オレタン福岡天神店 11月5日 https://t.livepocket.jp/e/gcarf

福岡県 オレタン福岡天神店 11月19日 https://t.livepocket.jp/e/za68l

福岡県 竜星の嵐 小倉駅前店 11月23日 https://t.livepocket.jp/e/fn5vk

福岡県 竜星の嵐 小倉駅前店 11月27日 https://t.livepocket.jp/e/sbk858

宮崎県 トレカショップNISHIKI 11月13日 https://t.livepocket.jp/e/ukj1d

宮崎県 トレカショップNISHIKI 12月4日 https://t.livepocket.jp/e/fk3li
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