
■設置店舗一覧

都道府県 店舗名 住所 TEL

北海道 カードラボ札幌店 札幌市 中央区南二条西15 丸大ビル4Ｆ 011-596-0520

青森県 カルチャー城東店 弘前市 城東北1912 043-227-5388

秋田県 カード大魔王inおもしろ市場 鷹ノ巣店 北秋田市 栄中綱311 044-822-6483

岩手県 トレカショップ ジョニー 盛岡市 青山3350 022-263-4670

宮城県 ホビーステーション仙台駅前店 仙台市 青葉区中央411 仙台駅前イービンズ4F 075-682-8581

宮城県 シーガル泉中央店 仙台市泉区 泉中央127 096-223-5010

山形県 TENDO八文字屋 天童市 鍬ノ町2343 018-684-8747

福島県 カードゲームのシーガル郡山店 郡山市 駅前1167 024-953-3817

栃木県 カードラボ宇都宮店 宇都宮市 曲師町28 フェスタビル3Ｆ 078-599-6080

群馬県 ブックオフスーパーバザー17号前橋リリカ店トレカ 前橋市 国領町2141 前橋リリカ3F 048-452-4524

群馬県 コミかる堂 高崎店 高崎市 江木町3331 EXビル1F 082-830-2304

茨城県 トーナメントセンターバトロコ水戸駅前店 水戸市 宮町2231 三友ビルディング4Ｆ 086-250-1900

茨城県 カードショップ裁龍 古河市 雷電町118 098-840-1292

埼玉県 アメニティードリーム大宮店 さいたま市 大宮区大門町169 武蔵屋ビル5F 083-433-8569

埼玉県 カードキングダム川口駅前店 川口市 栄町3丁目5番1号 川口ミツワビル2Ｆ 023-658-8811

埼玉県 Duel Stade Ganryu入間店 入間市 上藤沢3872 074-838-5670

千葉県 トーナメントセンターバトロコ柏駅前 柏市 柏1231 新星堂カルチェ４Ｆ 064-796-8688

千葉県 ホビーステーション 津田沼 習志野市 津田沼1222 小倉ビル3F 066-630-7115

千葉県 イエローサブマリン千葉ゲームSHOP 千葉市 中央区富士見231 塚本ビル3F 066-644-0193

東京都 Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 武蔵野市 吉祥寺本町1132 白樺ビル地下１階 092-791-9343

東京都 カードラボAKIHABARAゲーマーズB1店 千代田区 外神田1147 AKIHABARAゲーマーズ本店B1F 076-452-0443

東京都 TCG shop193 秋葉原店 千代田区 外神田3214 今井ビル2F 074-230-0686

東京都 ホビーステーション秋葉原本店 千代田区 外神田11011 森ビル2F 028-612-2262

東京都 遊ＶＩＣ中野店 中野区 中野5664 中野ＳＨＫビル6Ｆ 042-223-8260

東京都 カードショップ竜星のPAO立川店 立川市 曙町2112 フロム中武5F 042-739-3530

東京都 TSUTAYA西友町田店 町田市 森野11417 西友町田３F 092-791-8587

東京都 トレカの洞窟 CARD WORLD TOWER AKIBA 千代田区 外神田11515 033-526-2340

東京都 トーナメントセンターバトロコ高田馬場 新宿区 高田馬場41110 テオリア高田馬場5F 036-285-2630

東京都 ホビーステーション 池袋本店 豊島区 東池袋1225 サンケエビル7Ｆ 088-642-6660

神奈川県 トーナメントセンターバトロコ川崎駅前 川崎市川崎区 駅前本町74 井門川崎ビル9F 053-453-0193

神奈川県 カードキングダム溝の口店 川崎市 高津区溝口195プラパックⅡビル4Ｆ 076-123-6469

神奈川県 CARDBOX青馬堂書店 矢向店 横浜市 鶴見区矢向5842 047-403-5508

新潟県 カードショップデュエルガルド イオン長岡店 長岡市 古正寺12491 イオン長岡店3F 045-571-5522

新潟県 カードショップデュエルガルドDeKKY401店 新潟市 中央区上近江41220 DeKKY401内1F 017-228-5080

富山県 ブックマーケット上飯野店 富山市 上飯野302 033-526-2340

石川県 ファミコンランド小松 小松市 園町ハ127番地1 064-862-5759

長野県 再楽リプラス 佐久本店 佐久市 猿久保8961 042-595-6980

長野県 タッチ松本店 松本市 巾上127 033-257-1728

静岡県 トレーディングカードショップ193 ザザシティ浜松店 浜松市 中区鍛冶町15 ザザシティ浜松西館B1 066-710-0505

岐阜県 ビデオ イン アメリカ 各務原店コミックレンタル館 各務原市 那加前野町4110 022-218-3356

愛知県 ビデオ イン アメリカ 一宮本店 一宮市 妙興寺128 029-302-6477

愛知県 カードラボ名古屋大須店 名古屋市 中区大須33040 万松寺ビル1Ｆ 089-968-1162

愛知県 フルコンプ名古屋大須店 名古屋市中区 大須31129 ハユネ山田1F 028-023-1556

愛知県 プレイズ安城店 安城市 新田町小山西601 052-243-2652

愛知県 カードラボ豊橋店 豊橋市 広小路118 ウェルプラザユメックス3F 058-647-5505

愛知県 カードゲームショップ プレイズ西尾シャオ店 西尾市 下町神明下57番地 053-239-6881



愛知県 ホビーステーション名古屋大須本店 名古屋市 中区大須3‐32‐23 Zeque大須6F 056-645-5777

愛知県 トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 名古屋市中村区 太閤4118 フタバビル1F 052-263-0601

滋賀県 CREATIVE STYLE 近江八幡市 鷹飼町179 AQUA21内1F 025-288-6889

三重県 光のハコ舟 鈴鹿市 末広東130 DIAMOND1A 099-298-1715

兵庫県 ドラゴンスター神戸三宮店 神戸市中央区 三宮町181 さんプラザ3F502C号室 078-599-6080

奈良県 ラックス奈良柏木店 奈良市 柏木町4561 パワーシティ２階 011-596-0520

京都府 ドラゴンスター京都店 京都市 下京区真苧屋町195 福井ビル2F 027-388-8107

京都府 カードラボ アバンティ京都店 京都市 南区東九条西山王町31番地 京都アバンティ6F 027-210-3700

大阪府 スキップ 大阪市住之江区 粉浜西143 エバーグリーン住吉2F 026-338-7551

大阪府 トレーディングカードゲームショップ193日本橋店 大阪市浪速区 日本橋41525 BRIGHTビル2F 026-766-6888

大阪府 ビデオ イン アメリカ 東住吉店 大阪市東住吉区 今川178 066-676-0077

大阪府 竜星の嵐 十三店 大阪市淀川区 十三本町1511 アクシア十三本町3F 066-630-0260

大阪府 トイコンプ大阪駅前第3ビル店 大阪市北区 梅田113 大阪駅前第3ビル2F21 066-684-8444

大阪府 ドラゴンスター日本橋2号店 大阪市浪速区 難波中2117 コスモビル6F 097-533-5050

大阪府 プレイズ大阪日本橋本店 大阪市浪速区 日本橋376 1F・2F 036-894-6100

大阪府 カードラボ オタロード本店 大阪市浪速区 日本橋4161 085-260-7761

和歌山県 ブックオフ プラス和歌山国体道路店 和歌山市 小雑賀725 073-421-3588

和歌山県 マナソース和歌山駅前店 和歌山市 太田11411 オオトヨビル6F 073-473-3550

島根県 カードボックス アリオン浜乃木店 松江市 浜乃木6131 036-384-0593

岡山県 カードボックス岡山駅前店 岡山市 北区駅前町1818 イコットニコットB1F 019-656-0733

岡山県 カードゲームショップ オレタン 岡山本店 岡山市 北区大元上町1223 058-322-7900

広島県 カードラボ広島店 広島市 中区大手町231 アニメイトビル3F 048-729-5555

広島県 ブックオフ広島八木店 広島市安佐南区 八木2165 050-3567-9518

山口県 カードキングダム イオンタウン周南店 周南市 古市141 025-889-8785

徳島県 ホビーショップネオ国府店 徳島市 国府町和田字居内150 024-953-3817

愛媛県 トレカイダー松山中央店 松山市 湊町482 086-232-3267

福岡県 GPROJECT本店 北九州市 八幡西区藤田4218 横尾ビル3F 073-473-3550

福岡県 ホビーステーション天神店 福岡市 中央区天神28215 積文館書店新天町本店3Ｆ 073-421-3588

福岡県 オレタン福岡天神店 福岡市中央区 天神3222 河村天神荘ビル3F 092-791-8587

熊本県 遊ING熊本上通り店 熊本市中央区 上通町615 tFourビル4･5F 082-259-3919

大分県 カードプレイス大分店 大分市 府内町2540 盛文堂ビル4F 033-388-4278

鹿児島県 カードショップ 彩々 鹿児島市 下荒田2714 久木留ビル2F 044-280-9577

宮崎県 カードショップ＠ほ～む。宮崎店 宮崎市 柳丸町1531 パティオ柳丸C棟22 075-746-4139

沖縄県 BOOK OFF 那覇小禄店 那覇市 赤嶺217 050-1479-4154


