都道府県
茨城県

店舗名

電話番号

住所

カードショップ裁龍

0280-23-1556

茨城県古河市雷電町1-18

カードショップEX2

029-233-7506

茨城県水戸市袴塚2-4-53

ズンドコ商店 ひたちなか

029-263-7615

茨城県ひたちなか市田中後40-2

カードラボ水戸店

029-291-3455

茨城県水戸市宮町1-2-4 マイムビル1F

トーナメントセンターバトロコ水戸駅前店

029-302-6477

茨城県水戸市宮町2-2-31 三友ビルディング4Ｆ

Wonder GOO 水戸笠原店

029-305-5551

茨城県水戸市笠原町477-2

ブックエースTSUTAYA勝田東石川店

029-354-8811

茨城県ひたちなか市東石川3614-1 ヨークタウンひたちなか内

Wonder GOO 日立中央店

0294-28-5130

茨城県日立市鮎川町1-3-3

再楽Reプラス筑西本店

0296-26-8771

茨城県筑西市布川1249-21

ブックエース下妻店

0296-43-7911

茨城県下妻市下妻戊115-1

ブックセンター江戸屋

0296-48-2700

茨城県結城郡八千代町菅谷283-3

ブックエース坂東店

0297-47-5180

茨城県坂東市辺田1104-1

カンテラ龍ヶ崎店

0297-61-1141

茨城県龍ケ崎市川原代町5561-12 イイジマビル2F

わくわくらんど土浦店

029-821-3651

茨城県土浦市大和町7-20

WonderGOOつくば店

029-860-8260

茨城県つくば市研究学園7-54-1

Wonder GOO ひたち野うしく店

029-870-1321

茨城県牛久市ひたち野東5-5-1

ズンドコ商店 つくば

029-879-7441

茨城県つくば市竹園1-9-2 デイズタウンつくばB1F

カードショップさくら

029-879-8916

茨城県土浦市大和町2-1 パティオビル2Ｆ

Duel Stade Ganryu 鹿島店

0299-93-9611

茨城県神栖市堀割3-3-2

TSUTAYA OUTLET 神栖店

0299-95-6868

茨城県神栖市平泉527-80

都道府県
栃木県

店舗名

電話番号

住所

時遊館ナカザト

0282-82-0438

栃木県下都賀郡壬生町中央町6-48

TSUTAYA佐野店

028-386-7003

栃木県佐野市田島町51

きんこん館

0284-41-5703

栃木県足利市通1-2710

トーナメントセンターバトロコ小山駅前

0285-30-2200

栃木県小山市中央町3-7-1 ロブレ2FTSUTAYA店内

Wonder GOO 下野店

0285-38-8416

栃木県下野市下古山2888-4

トイ＆ホビーイリエ

0285-80-1368

栃木県真岡市台町2352-1

TSUTAYA宇都宮東簗瀬店

028-610-9701

栃木県宇都宮市東簗瀬1-41-3

カードラボ宇都宮店

028-612-2262

栃木県宇都宮市曲師町2-8 フェスタビル3Ｆ

イエローサブマリン宇都宮GAME SHOP

028-651-0597

栃木県宇都宮市曲師町2-8 宇都宮フェスタ2F

You-Ki カード館

028-651-0789

栃木県宇都宮市曲師町2-8 オリオン通り フェスタ2Ｆ

ハーマン高根沢鑑定団

028-675-0965

栃木県塩谷郡高根沢町宝石台3-1-15

Wonder GOO 大田原店

0287-20-0601

栃木県大田原市若松町1650-10

おもちゃのマンネンや

0287-36-8151

栃木県那須塩原市西大和1-8 アクアス1F

ねばらん☆

0287-47-6096

栃木県矢板市末広町42-9 緑新末広町ビル101

（有）サカモト玩具（おもちゃのさかもと）

0287-62-2104

栃木県那須塩原市住吉町1-9

Wonder GOO 鹿沼店

0289-65-4341

栃木県鹿沼市西茂呂4-16-16

都道府県
群馬県

店舗名

電話番号

住所

ワンナップ伊勢崎モール店

0270-25-2882

群馬県伊勢崎市宮子町3420-8

カードキングダム伊勢崎店

0270-26-5455

群馬県伊勢崎市宮前町1513-10

コミかる堂 前橋店

027-233-5390

群馬県前橋市荒牧町1-10-15

WonderGOO高崎店

027-363-5701

群馬県高崎市緑町4-9-1

BOOKs ながしま

027-371-2970

群馬県高崎市箕郷町生原589-4

カードラボ高崎店

027-386-8161

群馬県高崎市旭町34-5 旭町ビル2F

コミかる堂 高崎店

027-388-8107

群馬県高崎市江木町333-1 EXビル1F

ヤマダアウトレット 太田店

0276-33-7340

群馬県太田市西本町57-4

コミかる太田店

0276-52-8610

群馬県太田市新井町532-5

おもちゃのアオキ

0276-72-0774

群馬県館林市本町2-8-29

ネギシモケイ

0277-76-5203

群馬県みどり市笠懸町鹿4658

おもちゃのキジマ

0278-22-4010

群馬県沼田市下之町871

コミかる 渋川店

0279-25-0230

群馬県渋川市渋川1814-30

都道府県
埼玉県

店舗名

電話番号

住所

ロータス小手指店

042-928-3399

埼玉県所沢市小手指町1-26-10 太田ビル3F

ホビーステーション所沢店

042-939-4605

埼玉県所沢市日吉町8-5 K'sビル5F

TCGショップ ディスク

04-2956-3135

埼玉県狭山市水野862-4

レジェンドショップ

04-2958-7072

埼玉県狭山市水野570-63

TSUTAYA高麗川店

042-985-7955

埼玉県日高市鹿山308-1

アストラ

0480-22-0814

埼玉県久喜市青葉5-1-1

TSUTAYA杉戸店

0480-33-9391

埼玉県北葛飾郡杉戸町清地3-5-2

カードショップTIGER

0480-44-8115

埼玉県南埼玉郡宮代町中央3-10-34

カサモ関口商店

0480-61-0041

埼玉県加須市本町12-41

カードキングダム川口駅前店

048-452-4524

埼玉県川口市栄町3丁目5番1号 川口ミツワビル2Ｆ

トレーディングカードショップ ワールド熊谷石原店

048-525-0079

埼玉県熊谷市石原3-244

ホビーステーション大宮店

048-648-1077

埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60 大宮ラクーン5F

カードショップ デュエルラック 土呂店

048-651-7235

埼玉県さいたま市北区盆栽町421-2

イエローサブマリンプレイソフト宮原店

048-652-3535

埼玉県さいたま市北区宮原町3-561

カードショップ竜星のPAO大宮店

048-657-6280

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28-29

TSUTAYA東浦和店

048-712-3036

埼玉県さいたま市緑区大間木412-1

TSUTAYA伊奈店

048-720-7846

埼玉県北足立郡伊奈町学園2-188-4

アメニティードリーム大宮店

048-729-5555

埼玉県さいたま市大宮区大門町1-69 武蔵屋ビル5F

古本市場 春日部緑町店

048-739-1080

埼玉県春日部市緑町5-7-25

カベの店 春日部店

048-755-6565

埼玉県春日部市中央1-16-12 土屋ビル1Ｆ

カードショップ・バトラー

048-758-3899

埼玉県さいたま市岩槻区本町3-17-20 高野ビル2F

トレカショップ カードナイト

048-782-4632

埼玉県上尾市浅間台4-12-8

トレカショップKCC

048-797-5668

埼玉県春日部市中央1-9-4 高元ビル3FA

越後屋酒店

048-931-3281

埼玉県八潮市南後谷28番地21号

ホビーステーション南越谷店

048-940-5580

埼玉県越谷市南越谷1-15-1 楽園タウン2Ｆ

トレカフェ一刻館

048-951-7979

埼玉県三郷市采女1-20-2

Wonder GOO 越谷店

048-961-5544

埼玉県越谷市七左町2-144

トレカ＆ゲーム ＺＥＳＴ（ゼスト）

048-977-7910

埼玉県越谷市北越谷4-2-8

カードショップ桃太郎川越店

049-229-4949

埼玉県川越市新富町2-7-1 新富町伊勢原第3ビル2F

イエローサブマリン 川越カードショップ

049-229-6377

埼玉県川越市新富町2-11-4 マルキンビル3F-A1

精文堂

049-247-0335

埼玉県川越市脇田本町6-3

コロコロBASE コロコロひみつ基地

049-257-5591

埼玉県富士見市山室1-1313 ららぽーと富士見2F

FIVE CARD 坂戸店

049-299-5500

埼玉県坂戸市日の出町11-9 キャッスルマンション坂戸1F

TSUTAYA嵐山店

0493-61-1280

埼玉県比企郡嵐山町平沢土地区画整理内31街区10

都道府県
千葉県

店舗名

電話番号

住所

ホビーステーション千葉店

043-224-1717

千葉県千葉市中央区富士見2-15-1 ワラビビル8F

カードキングダム千葉店

043-227-2224

千葉県千葉市中央区中央3-4-10 呂久呂ビル2F

イエローサブマリン千葉ゲームSHOP

043-227-5388

千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本ビル3F

ホビーステーションGLOBO蘇我店

043-261-2137

千葉県千葉市中央区川崎町1-34 GLOBO蘇我内ホビーステーション

TSUTAYA土気店

043-295-4678

千葉県千葉市緑区あすみが丘東2-26-7 多田屋土気店内

カードラボ千葉中央店

043-306-5090

千葉県千葉市中央区本千葉町6-9 フェニックスレジデンス千葉中央1F

プレイスペースぷらっつさくら

043-309-9190

千葉県佐倉市上志津1669-44 HYUGA-Ⅱ101

千葉鑑定団 酒々井店

043-496-8855

千葉県印旛郡酒々井町上本佐倉130-1

ドキドキ冒険島 君津店

0439-54-7864

千葉県君津市東坂田２－７－２

すばる書店 TSUTAYA富津店

0439-80-1860

千葉県富津市青木1丁目5番地1 イオンモール1Ｆ

イエローサブマリン丸井柏店

04-7162-1616

千葉県柏市柏1-1-11 丸井柏店VAT B1F

トーナメントセンターバトロコ柏駅前

047-163-2377

千葉県柏市柏1-2-31 新星堂カルチェ４Ｆ

古本市場 市川鬼高店

047-300-8711

千葉県市川市鬼高3-32-12

カードショップ にけ

047-315-5453

千葉県市川市香取2-12-13-1F

すばる書店 六高台店

047-330-6662

千葉県松戸市六実1-14-1

ブックスエーツー 中山店

047-334-0298

千葉県船橋市本中山4-3-5

TSUTAYA行徳店

047-358-3939

千葉県市川市関ヶ島16-2

ホビーステーション松戸

047-367-5527

千葉県松戸市根本4‐2 ダイエー松戸西口店5F

ファミコンショップガンダム

047-388-2324

千葉県松戸市常盤平2-24-2 Ｂ-1

ホビーステーション 津田沼

047-403-5508

千葉県習志野市津田沼1-2-22 小倉ビル3F

ゲーマーズ津田沼店

047-403-8851

千葉県習志野市谷津1-16-1 モリシアビルレストラン5F

WonderGOO鎌ヶ谷店

047-441-5075

千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷1-6

Wonder GOO TSUTAYA 八千代大和田新田店

047-459-6640

千葉県八千代市大和田新田446-47

桃太郎王国 習志野店

047-468-8848

千葉県船橋市習志野台5-21-3

カードショップHERO

047-472-5111

千葉県習志野市大久保3-13-11

蔦屋書店 茂原店

0475-27-2332

千葉県茂原市六ツ野八貫野2785-1 ライフガーデン茂原SC

Wonder GOO 成東店

0475-77-8612

千葉県山武市成東486-1

Wonder GOO 富里店

0476-37-4490

千葉県富里市七栄1005-5

Wonder GOO 千葉ニュータウン店

0476-40-7300

千葉県印西市牧の原1-3

カードショップ トリックスター

047-710-6535

千葉県松戸市松戸1150-2 松戸サンカクビル201号

ときわ書房 本八幡スクエア店+GEO

047-711-1374

千葉県市川市八幡3-4-1

都道府県
東京都

店舗名

電話番号

住所

アメニティードリーム秋葉原

03-3253-2726

東京都千代田区外神田1-11-6 小暮ビル5F･6F

トレーダー３号店

03-3255-3442

東京都千代田区外神田4-2-1

ホビーステーション秋葉原本店

03-3257-1715

東京都千代田区外神田1-10-11 森ビル1Ｆ

ホビーステーション デュエリストターミナル店

03-3257-1728

東京都千代田区外神田1-10-11 森ビル2F

カード＆カフェ ドリム

03-3307-0780

東京都調布市仙川町1-4-29

遊ＶＩＣ中野店

03-3388-4278

東京都中野区中野5-66-4 中野ＳＨＫビル6Ｆ

トレカの洞窟 CARD WORLD TOWER AKIBA

03-3526-2340

東京都千代田区外神田1-15-15

BIG MAGIC 秋葉原店

03-3526-2667

東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館9F

イエローサブマリン秋葉原本店☆ミント

03-3526-3828

東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館本館6F

トレカパークAKIBAラジ館店

03-3526-6601

東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館7F

カード＆CARD 東陽店

03-3644-2336

東京都江東区東陽5-20-3 ジュネスコート1F

ピットイン

03-3877-3631

東京都江戸川区西葛西6-5-14

フジヤ

03-3960-2829

東京都板橋区常盤台2-27-9

イエローサブマリンマジッカーズ☆ハイパーアリーナ

03-5207-5053

東京都千代田区外神田1-11-5 スーパービル7F

カードショップ シャカシャカ

03-5289-3125

東京都千代田区外神田4-7-2 小林ビル5F

AKIHABARAゲーマーズ本店

03-5298-8720

東京都千代田区外神田1-14-7 宝田ビル

フルコンプ新宿南口店

03-5320-2652

東京都新宿区西新宿1-18-6 須田ビル3階

アメニティードリーム 新宿店

03-5330-3033

東京都新宿区西新宿7-1-8 ヒノデビル4Ｆ

ホビーステーション 池袋本店

03-5391-1930

東京都豊島区東池袋1-22-5 サンケエビル7Ｆ

フルコンプ渋谷東口店

03-5468-2652

東京都渋谷区渋谷2-22-11 フランセ奥野ビル4F

モトナワールド船堀店

03-5605-0858

東京都江戸川区船堀3-1-1 豊珠ビル101

eco book 千歳船橋店

03-5799-9171

東京都世田谷区船橋1-13-19

CARD＆HOBBY Spring

03-5803-7795

東京都文京区向丘1-9-23

秋葉原チェルモ

03-5826-8283

東京都千代田区外神田6-14-1 日興ビル4F

TSUTAYA BOOKSTORE ビーンズ赤羽店

03-5939-6621

東京都北区赤羽1-67-58 ビーンズテラス

カードショップ竜星のPAO中野店

03-5942-4680

東京都中野区新井1-9-4 フィルパーク5・6F

BIG MAGIC 池袋店

03-5944-8023

東京都豊島区東池袋1-22-13 近代グループビル11号館6Ｆ

フルコンプ池袋店

03-5951-2652

東京都豊島区東池袋1-29-7 サンリッチビル4F

イエローサブマリン池袋ゲームショップ

03-5953-5808

東京都豊島区東池袋1-15-1 真下ビル2Ｆ

アメニティードリーム池袋パワー9店

03-5985-1065

東京都豊島区東池袋1-31-1 バロックコート池袋3F

グランドパンダキャニオン 秋葉原店

03-6206-8689

東京都千代田区外神田3-14-7 東雲堂ビル3Ｆ

都道府県
東京都

店舗名
カードキングダム 秋葉原駅前店
SPORTS&CARD GAME BAR MINT SHIBUYA

電話番号
03-6206-9232
03-6277-5205

住所
東京都千代田区外神田1-14-7 秋葉原野村ビル3F・4F
東京都渋谷区道玄坂2-29-18清水ビル2Ｆ

TCG shop193 秋葉原店

03-6384-0593

東京都千代田区外神田3-2-14 今井ビル2F

アメニティードリーム蒲田店

03-6715-7724

東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田B1F

カードラボ ラジオ会館本店

03-6811-6960

東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館9F

トーナメントセンターバトロコ高田馬場

03-6894-6100

東京都新宿区高田馬場4-11-10 テオリア高田馬場5F

トレカのバンコク

03-6903-1927

東京都千代田区外神田4-5-1 リバティ５号館-6F

CARDGYM石神井公園駅前店

03-6913-3933

東京都練馬区石神井町3-21-6 中村ビル3F

まんぞく屋

03-6915-7242

東京都練馬区平和台4-15-15

アメニティードリーム吉祥寺

0422-22-9862

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-13-4 テレーズ眸ビル3F

フルコンプ吉祥寺店

0422-23-2652

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-9-10-4F

TSUTAYA武蔵小金井店

042-380-7211

東京都小金井市貫井北町2-11-3

カードショップ スピリッツ

042-439-4828

東京都西東京市下保谷4-15-23 T.Tエステート102

ENNDAL GAMES 調布店

042-444-3925

東京都調布市小島町2-56-3 調布センタービル205

ホビーショップ ファミコンくん本店

042-525-8461

東京都立川市曙町2-4-9 小町ビル3Ｆ

ファミコンくん2号店

042-528-8187

東京都立川市柴崎町3-5-9 イトウビル301

TSUTAYA福生店

042-530-7311

東京都福生市本町36

フルコンプ立川南口店

042-537-8077

東京都立川市柴崎町3-4-14 霧島ビル2F

イエローサブマリン立川店

042-548-1706

東京都立川市柴崎町3-7-17 N2ビル3F

おもちゃのふるや

042-551-0653

東京都福生市福生767-1 フルヤビル3F

カードショップ竜星のPAO立川店

042-595-6980

東京都立川市曙町2-18-18 MEGAドン・キホーテ5F

カードショップ竜星のPAO八王子店

042-648-7280

東京都八王子市東町13-12

マスターズスクウェア

042-649-2319

東京都八王子市中町3-12 三田ビル3F-A

フルコンプ八王子店

042-649-2663

東京都八王子市中町1-3 ドンキホーテ八王子駅前店Ｂ1Ｆ

PAO堀之内店

042-678-6380

東京都八王子市別所1-1-10

竜星のPAO町田店

042-709-4780

東京都町田市原町田6-9-19 コビルナ町田2F

ホビーステーション町田店

042-726-7581

東京都町田市原町田6-13-21 町田アミックスビル3F

フルコンプ町田店

042-727-3330

東京都町田市原町田6-8-1 町田センタービル2F

イエローサブマリン町田店

042-739-6966

東京都町田市原町田6-18-13 サニーサイドビル2F

ファミコンワールドPAO青梅店

0428-32-7580

東京都青梅市新町5-4-6

アメニティードリーム町田店

042-851-7796

東京都町田市原町田6-20-10中野屋ビル3F

アニメチューン

050-1225-5968

東京都国分寺市南町2-16-20 陶楽ビル3F

都道府県
神奈川県

店舗名

電話番号

住所

TSUTAYA京王橋本店

042-779-9290

神奈川県相模原市緑区橋本2-3-2 京王クラウン街橋本

フルコンプ川崎店

044-201-2652

神奈川県川崎市川崎区駅前本町5-3 KOWA川崎駅前ビル6F

TSUTAYA川崎駅前店

044-221-0373

神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 ダイスビル1F

ホビーステーション川崎店

044-245-0780

神奈川県川崎市川崎区小川町2-7 アイビータワー6F

トーナメントセンターバトロコ川崎駅前

044-280-9577

神奈川県川崎市川崎区駅前本町7-4 井門川崎ビル9F

ホビーステーション溝口店

044-712-5591

神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1 マルイファミリー溝口8F

カードキングダム溝の口店

044-822-6483

神奈川県川崎市高津区溝口1-9-5プラパックⅡビル4Ｆ

トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町

045-308-8631

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-96 横浜日活会館4F

フルコンプ 横浜店

045-314-2652

神奈川県横浜市西区南幸2-8-9 ブライト横浜ビル2F

トレカパーク横浜西口店

045-316-4605

神奈川県横浜市西区岡野1-12-14 石川ビル3F

イエローサブマリン 横浜ムービル店

045-317-9690

神奈川県横浜市西区南幸2-1-22 相鉄ムービル2F

アメニティードリーム横浜店

045-324-4077

神奈川県横浜市西区南幸2-16-20 オーチュー横浜ビル8F

パラダイスシティ

045-367-1940

神奈川県横浜市旭区二俣川1-43-28 ドンキホーテ二俣川店5Ｆ

ティム東白楽店

045-491-9770

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川2-1-3ウェーヴ東白楽ビル4Ｆ

マルチメディアステーションゼロワン綱島

045-545-9117

神奈川県横浜市港北区綱島西1-11-5 マルエスビル2F

アニメイト横浜ビブレ

045-548-6614

神奈川県横浜市西区南幸2-15-13 横浜ビブレ8F

CARDBOX青馬堂書店 矢向店

045-571-5522

神奈川県横浜市鶴見区矢向5-8-42

カードボックス横浜西口店

045-620-6225

神奈川県横浜市西区南幸2-12-5 城勘ビル2F

GAMEMATEリンク トレカ館 金沢八景店

045-701-4554

神奈川県横浜市金沢区泥亀1-27-1-3F

ティム中山店

045-937-5160

神奈川県横浜市緑区台村町352番地 杉崎ビル2F

ホビーステーション本厚木店

046-222-2552

神奈川県厚木市中町4-14-6 パティオビル2F

トーナメントセンターバトロコ本厚木駅前

046-244-0598

神奈川県厚木市中町4-4-15 TMビル本厚木5F

カードラボ マルイ海老名店

046-259-7334

神奈川県海老名市中央1-6-1 マルイファミリー海老名5F

フルコンプ本厚木店

046-296-2652

神奈川県厚木市中町2-1-7 藍澤ビル5F

ハーティーあさひや

0465-23-0311

神奈川県小田原市栄町1-2-1 小田原ビルB1F

ミントJAC小田原店

0465-23-7801

神奈川県小田原市栄町2-9-39 EPO３階

カードショップアイランド

0465-43-9150

神奈川県小田原市中里270-4-2F

ホビーステーション藤沢OPA店

0466-26-8833

神奈川県藤沢市南藤沢22-3 藤沢OPA-B2F

KaBoS藤沢店

0466-30-5744

神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-5 ミスターマックス湘南藤沢SC内

TSUTAYA湘南台店

0466-41-2062

神奈川県藤沢市湘南台6-1-1

札市

0466-51-9722

神奈川県藤沢市湘南台1-15-22 ガーデンパレス湘南台203号室

TSUTAYA茅ヶ崎駅前店

0467-59-0405

神奈川県茅ヶ崎市元町2-3 G.C.CHIGASAKI3F

有限会社 おもちゃのチェリー

046-881-5891

神奈川県三浦市三崎町諸磯964

GAME MATE リンク 横須賀中央店

046-884-8580

神奈川県横須賀市若松町1-5 横須賀プライム3F

