
都道府県 店舗名 電話番号 住所

ゲーム館ビート 0250-43-7100 新潟県五泉市吉沢1-5-26

トップボーイ新大駅前店 025-269-1188 新潟県新潟市西区坂井867　リバティープラザ新大駅前102

Cards of Paradise桜木店 025-281-9105 新潟県新潟市中央区女池2-3-18　六角木１FB室

カードラボ新潟店 025-282-7100 新潟県新潟市中央区東大通1-8-5　アニメコミック館2Ｆ

カードショップデュエルガルドDeKKY401店 025-288-6889 新潟県新潟市中央区上近江4-12-20　DeKKY401内1F

TSUTAYA新発田店 0254-27-1372 新潟県新発田市新栄町2-4-10

カードショップデュエルガルド 0254-37-3854 新潟県新発田市中央町2-1-14

MRC メディア館 025-527-3566 新潟県上越市土橋1905-1

COMG！糸魚川店 025-553-2325 新潟県糸魚川市上刈5-1318-1

おもちゃのﾌｧﾐﾘｱ ﾊﾟﾙﾑ三条店 0256-34-5277 新潟県三条市神明町2-1　パルムビル2-1階

おもちゃのファミリア原信吉田店 0256-92-7114 新潟県燕市吉田東栄町13-15

COMG！小出店 025-793-2256 新潟県魚沼市井口新田710

COMG！見附店 0258-61-2888 新潟県見附市今町5-3374-1　ひらせい遊内

夢大陸 長岡店 0258-89-7618 新潟県長岡市喜多町392-1

都道府県 店舗名 電話番号 住所

ブックマーケット砺波店 0763-32-7511 富山県砺波市太郎丸584

おもちゃのバンビ本郷店 076-421-9011 富山県富山市本郷新16－8

ブックマーケット上飯野店 076-452-0443 富山県富山市上飯野30-2

文苑堂書店 清水町店 0766-26-2245 富山県高岡市泉町685-7

ブックマーケット高岡店 0766-28-1125 富山県高岡市野村1658-1

都道府県 店舗名 電話番号 住所

ファミコンランド小松 0761-23-6469 石川県小松市園町ハ127番地1

北国書林　辰口店 0761-51-8200 石川県能美市辰口町520-1

文苑堂TSUTAYA金沢店 076-260-9602 石川県金沢市西念4-25-8

ホビーステーション金沢店 076-264-1999 石川県金沢市竪町24　BELSEL 3F

北国書林　松任店 076-274-8513 石川県白山市幸明町180-1

ファミーズさくらい 津幡店 076-289-5808 石川県河北郡津幡町横浜へ47-1

ポニーファミィ店 0768-22-8117 石川県輪島市宅田町7-37

富山県

石川県

新潟県



都道府県 店舗名 電話番号 住所

Super KaBoS+GEO敦賀店 0770-22-3936 福井県敦賀市木崎13-28

Super KaBoS 新二の宮店 0776-27-4678 福井県福井市二の宮5-18-8

Super KaBoS +GEO WassE店 0776-33-5234 福井県福井市久喜津町52-22　パワーセンターワッセ店

COMP OFF　福井板垣店 0776-34-9810 福井県福井市下馬3-102

Super KaBoS武生店 0778-21-1555 福井県越前市新町4-7-1

サイト玩具店 0778-23-6380 福井県越前市京町1-2-11

都道府県 店舗名 電話番号 住所

おもちゃのさいとう 055-235-5989 山梨県甲府市丸の内1-8-8

はま屋 055-242-7528 山梨県甲府市里吉4丁目5-14ミナミCityA-2

柳正堂書店 オギノバリオ店 055-268-2213 山梨県甲府市朝気3-1-12 オギノイーストモールSCバリオ1F

優美堂書店 055-272-0207 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1805

おもちゃのイチノセ 055-273-2270 山梨県中央市西花輪3508

カードラボ甲府店 055-288-0710 山梨県甲府市丸の内1-16-20　ホビータウン甲府2Ｆ

キューピット 0555-73-3223 山梨県南都留郡富士河口湖町船津4095-1

都道府県 店舗名 電話番号 住所

カードラボ長野店 026-219-6889 長野県長野市北石堂町1429-1　ショッピングプラザagain5F

平安堂　若槻店 026-243-4545 長野県長野市稲田1-14-21

再起堂書店 026-248-1580 長野県須坂市須坂南横町1612

平安堂　更埴店 026-274-4480 長野県千曲市桜堂字西沖380-3

平安堂　川中島店 026-286-4545 長野県長野市川中島町御厨堂野946-3

タッチ松本店 0263-38-7551 長野県松本市巾上12-7

平安堂あづみ野店 0263-72-8877 長野県安曇野市豊科南穂高1115

平安堂　座光寺店 0265-23-4646 長野県飯田市座光寺3715

TCGショップMAG 0265-48-5306 長野県飯田市鼎名古熊2104-7　ローズアネックス1　2F203号室

笠原書店　岡谷本店 0266-23-5070 長野県岡谷市塚間町2-1-15

プラネッツ 0266-52-5477 長野県諏訪市諏訪1-2-3

再楽リプラス 佐久本店 0267-66-6888 長野県佐久市猿久保896-1

Magic Box 0268-55-6085 長野県上田市五加1356-2

福井県

山梨県

長野県



都道府県 店舗名 電話番号 住所

こども楽園 0572-22-2636 岐阜県多治見市本町4-60

ブックタウン多治見店 0572-26-9507 岐阜県多治見市音羽町2-79-11

おもちゃ人形のひだや 0572-67-2361 岐阜県瑞浪市土岐町26-1

おもちゃのタグチ 0573-26-3552 岐阜県恵那市大井町262-16

こみかるはうす可児店 0574-60-1123 岐阜県可児市下恵土5750　ヨシヅヤ可児店３Ｆ

あさひや 0575-33-0019 岐阜県美濃市千畝町2826-2

Little Spell 0575-67-9505 岐阜県郡上市白鳥町白鳥157-34

王の洞窟　岐南本店 058-214-2335 岐阜県羽島郡岐南町徳田西1-27

花火屋 058-231-1961 岐阜県岐阜市万代町１－１

おもちゃのマーチ岐阜店 058-253-7381 岐阜県岐阜市鏡島南1-11-1

フェイズ 岐阜店 058-262-6575 岐阜県岐阜市吉野町5-14　深尾ビル

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

こみかるはうす鵜沼店 058-372-8330 岐阜県各務原市鵜沼西町3-309　イオンタウン各務原鵜沼店

カードショップ ヴェルデ 0584-71-7728 岐阜県安八郡神戸町川西45-1

フジサンパーク 0584-73-1000 岐阜県大垣市上面4-6

零式書店　大垣店 0584-74-6560 岐阜県大垣市楽田町3-74

岐阜県



都道府県 店舗名 電話番号 住所

カードラボ浜松店 053-415-8333 静岡県浜松市中区鍛冶町1番39　ピンストライプビル1Ｆ

浜松鑑定団 053-421-6433 静岡県浜松市東区安新町105

浜北鑑定団 053-430-5678 静岡県浜松市東区半田山5-36-1　アロマ半田SC2F

トレーディングカードショップ193 ザザシティ浜松店 053-453-0193 静岡県浜松市中区鍛冶町15　ザザシティ浜松西館B1

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

トレカショップねくすと 053-477-2782 静岡県浜松市南区東若林町11-1　メガドンキホーテ1Ｆ

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

デュエルキング 0538-36-7390 静岡県磐田市二之宮東2-3

ゲーム＆トレカコミュニケーションスペースふぃ～るど 0538-38-9494 静岡県磐田市見付416-12

ゲームショップ　コロッサス 0538-84-7235 静岡県袋井市永楽町181 土屋ビル2F西側

トレーディングカードゲームショップ コロッサス 054-252-1748 静岡県静岡市葵区平和3-18-8

新清水鑑定団 054-368-6036 静岡県静岡市清水区永楽町7-8

トレカ＆玩具SHOP エクシリア 054-374-0917 静岡県静岡市葵区瀬名中央3-5-35

ファミーズ　ブックワン 0544-28-0600 静岡県富士宮市宮北町67-1

おもちゃのキムラ 0545-52-1382 静岡県富士市吉原2-13-7

Bamboo Paddy 054-625-7580 静岡県焼津市小川2789-2F

トレーディングカードSHOPマスティー 054-659-0820 静岡県静岡市葵区羽鳥6丁目3-15

おもちゃのポッポ 0547-37-8228 静岡県島田市中央町1897-1

メディアポリス御殿場店 0550-81-0622 静岡県御殿場市東田中2-2-1

アサヒ堂　東田中店　JOY3 0550-82-2711 静岡県御殿場市東田中2-10　2F

メディアポリス 伊豆の国大仁店 0558-75-0500 静岡県伊豆の国市吉田395

サンエイト沼津 055-924-8657 静岡県沼津市五月町4-20

ミシマトイス 055-975-0092 静岡県三島市本町3-35

静岡県



都道府県 店舗名 電話番号 住所

ホビーステーション大須万松寺通店 052-228-0322 愛知県名古屋市中区大須3-31-2　マルフジビル1～2F

イエローサブマリン名古屋GAME SHOP 052-238-3012 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

トレーディングカードゲームショップ193 大須店 052-242-0193 愛知県名古屋市中区大須3-26-21

アドバンテージ大須2号店 052-242-3711 愛知県名古屋市中区大須3-12-43　安田ビル5F

ホビーステーション名古屋大須本店 052-242-5252 愛知県名古屋市中区大須3‐32‐23　Zeque大須6F

トレカチャンピオン大須店 052-253-8741 愛知県名古屋市中区大須3-11-27

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

BIG MAGIC　ZERO 052-265-6899 愛知県名古屋市中区大須4-1-3　名商ビル3F

アメニティードリーム大須店 052-265-8848 愛知県名古屋市中区大須3-30-60 ＯＳＵビル301-2Ｆ

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

竜星の嵐　名古屋店 052-414-5664 愛知県名古屋市中村区椿町21-5　桜木ビル3F

カードラボ名駅9F店 052-433-7733 愛知県名古屋市中村区椿町14-12　セントラルWEST名駅ビル9F

ホビーステーション名駅店 052-452-8577 愛知県名古屋市中村区椿町20-12　グランド椿名駅ビル1F

トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 052-459-0193 愛知県名古屋市中村区太閤4-1-18　フタバビル1F

ホビーステーション名駅2号店 052-485-7337 愛知県名古屋市中村区椿町19-7　チサンマンション椿町1F

softstationチャンプ 052-541-8261 愛知県名古屋市西区新道2-6-9

トレカプラザ55上前津店 052-684-8354 愛知県名古屋市中区大須3-46-9 不二家ビル2F

プラスアルファ 052-702-5641 愛知県名古屋市名東区新宿1-25

こみかるはうす藤が丘店 052-739-6652 愛知県名古屋市名東区藤が丘138－１ 　タケンビル１F

カード・ブランチ本山店 052-752-0415 愛知県名古屋市千種区猫洞通5-15　MSビル2F北

こみかるはうす池下店 052-753-6696 愛知県名古屋市千種区覚王山通8-70-1　サンクレア池下 東棟1F

フェイズ新瑞橋店 052-824-5250 愛知県名古屋市南区菊住1-4-13　エレガンス笠原2F6号

プレイズ堀田店 052-829-0368 愛知県名古屋市瑞穂区新開町5-16

カードキングダム名古屋野並店 052-842-8096 愛知県名古屋市天白区野並3-197　スライプ野並1F

(有)ピュア　アニメリア 052-912-4915 愛知県名古屋市北区成願寺1-1-6

ブックス福井 052-912-8855 愛知県名古屋市北区光音寺町1-16

トレカチャンピオン豊橋牛川店 0532-39-5556 愛知県豊橋市牛川通2-1-2

カードラボ豊橋店 0532-39-6881 愛知県豊橋市広小路1-18　ウェルプラザユメックス3F

ホビーステーション豊橋店 0532-54-2388 愛知県豊橋市広小路1-43　大木屋ビルB1F

ホビーマーケットさとう店 0532-64-3152 愛知県豊橋市佐藤3-15-8

愛知県



都道府県 店舗名 電話番号 住所

カードアカデミア 0532-75-3538 愛知県豊橋市南栄町字空池43-15

(有）ピッコロ本店 0533-84-6521 愛知県豊川市開運通1-27

ファミーズ共和店 0562-45-0500 愛知県大府市共栄町7-9-14

トレカプラザ55西尾店 0563-53-0660 愛知県西尾市矢曽根町長配8　フィールいつも１階

カードゲームショップ プレイズ西尾シャオ店 0563-65-6000 愛知県西尾市下町神明下57番地

TSUTAYA岡崎牧御堂店 0564-58-7557 愛知県岡崎市牧御堂町水洗20

TSUTAYAウィングタウン岡崎店 0564-72-5081 愛知県岡崎市羽根町字小豆坂3番地　ウィングタウン内

すまいるキング岡崎店 0564-73-9655 愛知県岡崎市 岡崎駅南土地区画整理52街区1番　本の王国 岡崎店内

お宝創庫　豊田店 0565-37-8886 愛知県豊田市下市場町4-17-1

すまいるキング刈谷店 0566-28-0833 愛知県刈谷市若松町2-101　みなくる刈谷2F

プレイズ安城店 0566-45-5777 愛知県安城市新田町小山西60-1

お宝創庫イオンタウン刈谷店 0566-61-8080 愛知県刈谷市東境町京和1番地

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

すまいるキング安城店 0566-97-5553 愛知県安城市住吉町5-13-40　2Fゲーム売り場

TSUTAYA新津島店 0567-22-4003 愛知県津島市片岡町60

後藤商店 0567-26-2073 愛知県津島市橋詰町1-35

パピー弥富店 0567-97-3430 愛知県弥富市鯏浦町南前新田7-1

カードコレクション 0568-37-2442 愛知県春日井市上条町2-39-1　第6栄林ビル1-A

プレイズ半田店 0569-47-9777 愛知県半田市山代町1-106-7　三栄ビル1F

王の洞窟ｊｒ. 0586-26-3891 愛知県一宮市朝日3-5-4

ビデオ イン アメリカ　一宮本店 0586-47-5505 愛知県一宮市妙興寺1-2-8

TVゲーム＆ホビーセンキ 0586-72-6730 愛知県一宮市本町3-3-21

こみかるはうす江南店 0587-51-2170 愛知県江南市上奈良町栄61-3　平和堂江南店2Ｆ

トレカチャンピオン江南店 0587-51-2430 愛知県江南市江森町中210　江洋ビル1F 103

COMICAL HOUSE大口店 0587-94-0177 愛知県丹羽郡大口町上小口1-754　バロ大口ショッピングセンター1階

愛知県



都道府県 店舗名 電話番号 住所

サムライパンチ津西店 059-229-2307 三重県津市神納48-3

カードボックス津店 059-273-5576 三重県津市一身田上津部田口の坪115-1

カードショップ札屋 059-340-3132 三重県四日市市九の城町1-10　メゾンスイリュウ1F

王の洞窟Jr.近鉄四日市駅前店 059-340-3324 三重県四日市市安島1-2-19 ウエストエンドビルディング3Ｆ

フェイズ四日市店 059-364-1500 三重県四日市市富田2丁目13-2

サムライパンチ鈴鹿店 059-370-3505 三重県鈴鹿市算所5-2-9

ゲームショップ　フリーダム 059-373-4018 三重県鈴鹿市大池3-9-36　スプリームマンション1Ｆ西口

トレカライフ 059-375-2271 三重県鈴鹿市庄野共進3-5-53

TSUTAYA鈴鹿店 059-375-5051 三重県鈴鹿市道伯町2515　フレスポ鈴鹿内

零式書店　鈴鹿店 059-388-6336 三重県鈴鹿市白子3-17-1

TSUTAYAブックスクエア菰野店 059-391-2788 三重県三重郡菰野町宿野357

ネクスト･ワン名張本店 0595-61-3501 三重県名張市夏見3303

おもちゃのナカヤ 0595-82-0561 三重県亀山市東町2-1-11

おもちゃのドリームハウス 0596-20-6601 三重県伊勢市御薗町長屋2136　御薗ショッピングセンター内

おもちゃのダイコクヤ　高柳本店 0596-28-3460 三重県伊勢市曽祢１ー１２ー１９

ブックスクウェア ララパーク店 0596-36-6361 三重県伊勢市小木町538

カードボックス松阪川井町店 0598-20-9696 三重県松阪市川井町上大坪718

三重県


