
店舗名 都道府県 市区町村 　 電話番号

カードショップ　サード 北海道 砂川市東一条北2-1-1-27 中央市場内 0125-52-7733

カルチャー城東店 青森県 弘前市城東北1-9-12 0172-28-5080

トレカショップジョニー 青山店 岩手県 盛岡市青山3-3-50 019-656-0733

カードTVゲームショップりらい 福島県 福島市太田町14－42 尾形ビル１F 024-535-1660

WonderGOOひたち野うしく店 茨城県 牛久市ひたち野東5-5-1 029-870-1321

カードショップさくら 茨城県 茨城県土浦市大和町2-1 パティオビル2Ｆ 029-879-8916

トイ＆ホビーイリエ 栃木県 真岡市台町2352-1 0285-80-1368

ソフトプラザYOU-KIフェスタカード館 栃木県 宇都宮市曲師町2-8 オリオン通りフェスタビル2階 028-651-0789

再楽リプラス太田本店 群馬県 太田市西本町57-4 0276-33-7340

カードキングダム伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市宮前町173 0270-26-5455

WonderGOO加須店 埼玉県 加須市下高柳1-29　 Vivamall1番街 0480-67-0168

カードナイト 埼玉県 上尾市浅間台4-12-8 048-782-4632

カードキングダム川口駅前店 埼玉県 川口市栄町3-5-1 川口ミツワビル2階 048-452-4524

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3F 043-227-5388

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 042-645-6238

AKIHABARAゲーマーズ本店 東京都 千代田区外神田1-14-7 宝田ビル 03-5298-8720

カードラボ秋葉原店 東京都 千代田区外神田4-3-2 アニメイト秋葉原店7F 03-3254-9990

BIGmagic秋葉原店 東京都 千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館9F 03-3526-2667

カードショップ　シャカシャカトレカ 東京都 千代田区外神田4-7-2 小林ビル5階 03-5289-3125

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3F・4F 03-6206-9232

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６階 03-3526-3828

トレカの洞窟CardWorldAKIBA 東京都 千代田区外神田1-3-7 鈴木ビル 03-3525-4015

トレカの洞窟　本店 東京都 千代田区外神田1-4-3 03-5577-5650

トップボーイ01元住吉店 神奈川県 川崎市中原区木月1-32-3 内田マンション1F 044-948-9100

ゼロワン綱島店 神奈川県 横浜市港北区綱島西1-11-5 マルエスビル２階 045-545-9117

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 プラパックⅡビル4Ｆ 044-822-6483

カードラボ武蔵小杉店 神奈川県 川崎市中原区小杉町3-441 大久保ビル2F 044-712-3566

アニメイト横浜 神奈川県 横浜市西区高島2-12-12 ヨコハマプラザホテル1F/2F/3F 045-453-6990

デュエルガルドDeKKY401店 新潟県 新潟市中央区上近江4-12-20 DeKKY401　1階 025-288-6889

カードショップデュエルガルド中央町店 新潟県 新発田市中央町2-1-14 上野ビル1階 050-3560-8990

MRCメディア館 新潟県 上越市土橋1905-1 025-527-3566

タッチ松本店 長野県 松本市深志3-7-2 エポックビル1Ｆ 0263-38-7551

ビデオインアメリカ各務ヶ原店コミックレンタル館 岐阜県 各務原市那加前野町4-110 0583-22-7900

零式書店 大垣店 岐阜県 大垣市楽田町3-74 0584-74-6560

おもちゃのポッポ 静岡県 島田市中央町1897-1 0547-37-8228

マスターズギルド 静岡県 浜松市中区常盤町143-18 ECOビル2F 053-457-0008

マスターズギルドなゆた 静岡県 浜松市浜北区貴布祢3000番 なゆた浜北110区画 053-545-9441

ファミコンプラザ里町店 愛知県 安城市里町東山ノ田138 0566-97-1400

カード・ブランチ金山店 愛知県 名古屋市中区平和1-23-17 廣栄ビル1F 052-331-5907

王の洞窟jr.一宮２２号バイパス店 愛知県 一宮市朝日3-5-4 0586-26-3891

カードラボ　名古屋大須店 愛知県 名古屋市中区大須3-30-40 　 万松寺ビル1F 052-263-0601

TCGshop193大須店 愛知県 名古屋市中区大須3-26-21 052-242-0193

かまくら屋 滋賀県 草津市東矢倉2-1-1 磯村荘3号 077-565-6215



玩具と文具　あさだ 京都府 京都市下京区西七条南東野町３番地 075-313-3086

イエローサブマリン京都店 京都府 京都市中京区裏寺町598 OKIビル4階 075-253-4300

ドラゴンスター京都新京極店 京都府 京都市中京区東側町503-16 075-256-5201

トイコンプ大阪駅前第3ビル店 大阪府 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル2F-21 06-4796-8688

カードラボなんば2号店 大阪府 大阪市浪速区難波中2-6-1 壽ビル2F 06-6631-8071

プレイズ日本橋オタロード店 大阪府 大阪市浪速区難波中2-4-4 06-6641-1222

カードラボ　オタロード本店 大阪府 大阪市浪速区日本橋4-16-1 06-6630-0260

ドラゴンスター岸和田春木店 大阪府 岸和田市春木若松町21-1 ラパーク内2Ｆ 072-437-5960

カードラボ大阪日本橋店 大阪府 大阪市浪速区日本橋西1-1-3 ユニットコム本社ビル5F 06-6567-9494

ハリケーンなんば店 大阪府 大阪市浪速区日本橋3-6-3 日本橋NFビル３階 06-6484-7109

トレカショップ竜のしっぽ 大阪梅田店 大阪府 大阪市北区芝田2-3-23 メイプルビル芝田2F 06-6136-6246

ドラゴンスター日本橋２号店 大阪府 大阪市浪速区難波中2-1-17 コスモビル6F 06-6630-7115

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 河合ビル 06-6635-2101

カードラボなんば店 大阪府 大阪市浪速区日本橋3-8-16-B1 06-6631-3381

ハリケーン川西店 兵庫県 川西市小戸1丁目3-12-201 司ビル２階 072-755-1117

ラックス奈良柏木店 奈良県 奈良市柏木町456-1 奈良パワーシティ２階 0742-30-0686

ラックス橿原店 奈良県 橿原市醍醐町338-1 0744-25-2360

カードゲームショップ オレタン 岡山県 岡山市北区大元上町12-23 086-250-1900

プラネット西条中央店 広島県 東広島市西条中央4－1－1 082-423-9533

イエローサブマリン広島GAMESHOP 広島県 広島市中区大手町1-5-14 吉岡ビル 082-545-9030

お宝バンク 広島県 福山市神辺町新湯野2-30-4　 アクト神辺内 084-967-5756

CARDBOX廣文館みどり書店宮浦店 広島県 三原市宮浦6-7-22 0848-60-0410

リブック鳴門店 徳島県 鳴門市撫養町小桑島字前浜240 啓陽ビル1F 0886-85-4218

スミレヤ 香川県 丸亀市通町24 0877-23-4560

ＴＳＵＴＡＹＡコスタ行橋店 福岡県 行橋市西泉6-1-1 0930-26-1558

トレカパーク福岡天神店 福岡県 福岡市中央区天神2-13-18　 天神ホワイトビル2F 092-739-6175

ホビーステーション天神店 福岡県 福岡市中央区天神2-8-215 積文館書店新天町本店3階 092-791-9343

おもちゃのあおき西友道の尾店 長崎県 長崎市葉山1-6-10 西友道の尾店２Ｆ 095-894-9561

おもちゃのあおき夢彩都店 長崎県 長崎市元船町10-1 夢彩都2F 095-829-2310

レアル・トマト別府店 大分県 別府市餅ケ浜町9-43 レアル・トマト別府店 0977-75-7888
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