
店舗名 都道府県 住所
カードショップさくら 茨城県 土浦市川口１丁目３ - １１０ モール505 B101
わくわくらんど土浦店 茨城県 土浦市大和町7-20
Wonder GOO ひたち野うしく店 茨城県 牛久市ひたち野東5-5-1
カンテラ龍ヶ崎店 茨城県 龍ケ崎市川原代町5581-12イイジマビル2F
ブックエース下妻店 茨城県 下妻市下妻戊115-1
ブックエース坂東店 茨城県 坂東市坂東市辺田1104-1
カードショップ裁龍 茨城県 古河市雷電町1-18
ブックエース下館店 茨城県 筑西市市野辺 - ２２３ - １
ヤマダアウトレット筑西店 茨城県 筑西市布川1249-21
トーナメントセンターバトロコ水戸駅前店 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 茨城県 水戸市笠原町477-2
Wonder GOO ひたちなか店 茨城県 ひたちなか市中根3325-10
ブックエースTSUTAYA勝田東石川店 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
TSUTAYA鹿嶋南店 茨城県 神栖市堀割１丁目２ - ２５
Duel Stade Ganryu 鹿島店 茨城県 神栖市堀割3-3-2
ブックエース日立鮎川店 茨城県 日立市鮎川町５丁目１ - １
カードラボ宇都宮店 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 栃木県 宇都宮市曲師町2-8　宇都宮フェスタ2F
TSUTAYA宇都宮インターパーク店 栃木県 宇都宮市インターパーク１丁目３ - ３
TSUTAYA宇都宮東簗瀬店 栃木県 宇都宮市東簗瀬1-41-3
トーナメントセンターバトロコ小山駅前 栃木県 小山市中央町3-7-1　ロブレ2FTSUTAYA店内
（有）サカモト玩具（おもちゃのさかもと） 栃木県 那須塩原市住吉町1-9
きんこん館 栃木県 足利市通1-2710
Duel Stade Ganryu 足利店 栃木県 足利市朝倉町 - ２５５ - １
TSUTAYA自治医大店 栃木県 下野市医大前３丁目１ - １
Duel Stade Ganryu下野店 栃木県 下野市下古山2888-4
ハーマン高根沢鑑定団 栃木県 塩谷郡高根沢町宝石台3-1-15
ビックワンTSUTAYAさくら店 栃木県 さくら市櫻野505
ねばらん☆ 栃木県 矢板市末広町42-9　緑新末広町ビル101
おもちゃのマンネンや 栃木県 那須塩原市西大和1-8　アクアス1F
カードラボ高崎店 群馬県 高崎市旭町34-5　旭町ビル2F
トーナメントセンターバトロコ高崎駅前 群馬県 高崎市八島町46-1-5F
BOOKs ながしま 群馬県 高崎市箕郷町生原589-4
コミかる堂　高崎店 群馬県 高崎市江木町333-1　EXビル1F
TSUTAYA BOOKSTORE アクエル前橋 群馬県 前橋市表町２丁目３０ - ８　アクエル前橋1F(B1F)
ブックオフスーパーバザー17号前橋リリカ店トレカ 群馬県 前橋市国領町２丁目１４ - １　前橋リリカ3F
バトロコミニ前橋荒牧店 群馬県 前橋市荒牧町１丁目２３ - ４
コミかる堂　前橋店 群馬県 前橋市荒牧町1-10-15
バトロコミニ前橋文京店 群馬県 前橋市天川原町１丁目８ - ５
トレカショップ　ストレージ 群馬県 前橋市小相木町543 - １　第二ひいらぎマンション106号
カードキングダム伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市宮前町1513-10
コミかる　伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市宮子町３４２０ - ８
ヤマダアウトレット 太田店 群馬県 太田市西本町57-4
コミかる太田店 群馬県 太田市新井町532-5
コミかる　渋川店 群馬県 渋川市渋川1814-30
ホビーステーション大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区宮町1-60　大宮ラクーン5F
アメニティードリーム大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区大門町1-69　武蔵屋ビル5F
フタバ図書TSUTAYA GIGA大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区上小町639
イエローサブマリンプレイソフト宮原店 埼玉県 さいたま市北区宮原町3-561
カードキングダム川口駅前店 埼玉県 川口市栄町3丁目5番1号　川口ミツワビル2Ｆ
アットトレカ西川口東口店 埼玉県 川口市並木３丁目２６ - １３ 木村ビル1F
フタバ図書TSUTAYAGIGA武蔵浦和店 埼玉県 さいたま市南区沼影３丁目５ - １５
一刻館 草加店 埼玉県 草加市氷川町２１１１ - １３ 氷川コーポⅡ103
越後屋酒店 埼玉県 八潮市南後谷28番地21号
トレカフェ一刻館 埼玉県 三郷市采女1-20-2
ホビーステーション南越谷店 埼玉県 越谷市南越谷1-15-1　南越谷RAKUUN2Ｆ
TSUTAYA春日部16号線店 埼玉県 春日部市小渕153 - １
トレカショップKCC 埼玉県 春日部市中央1-9-4　高元ビル3FA
カベの店　春日部店 埼玉県 春日部市中央1-16-12　土屋ビル1Ｆ
TSUTAYA杉戸店 埼玉県 北葛飾郡杉戸町清地3-5-2
カードショップTIGER 埼玉県 南埼玉郡宮代町中央3-10-34



店舗名 都道府県 住所
アストラ 埼玉県 久喜市青葉5-1-1
TSUTAYA久喜店 埼玉県 久喜市吉羽２丁目２９ - ６
イエローサブマリン　川越カードショップ 埼玉県 川越市新富町2-11-4　マルキンビル3F-A1
カードショップ桃太郎川越店 埼玉県 川越市新富町2-7-1　新富町伊勢原第3ビル2F
FIVE CARD 坂戸店 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
トーナメントセンターバトロコ川越駅前 埼玉県 川越市脇田町１８ - ３ 5F
精文堂 埼玉県 川越市脇田本町6-3
TSUTAYA高麗川店 埼玉県 日高市鹿山308-1
TCGショップ ディスク 埼玉県 狭山市水野862-4
TSUTAYA嵐山店 埼玉県 比企郡嵐山町平沢土地区画整理内31街区10
Duel Stade Ganryu入間店 埼玉県 入間市上藤沢387-2
カードラボ所沢店 埼玉県 所沢市東町５ - ２２　TOCOTOCO SQUARE 4F
ホビーステーション所沢店 埼玉県 所沢市日吉町8-5　K'sビル5F
ロータス小手指店 埼玉県 所沢市小手指町1-26-10　太田ビル3F
トレーディングカードショップ　ワールド熊谷石原店 埼玉県 熊谷市石原3-244
トレカショップ カードナイト 埼玉県 上尾市浅間台4-12-8
TSUTAYA伊奈店 埼玉県 北足立郡伊奈町学園2-188-4
TSUTAYA秩父店 埼玉県 秩父市下宮地町１８ - ９
ブックオフスーパーバザー東千葉祐光店 千葉県 千葉市中央区祐光3-2
カードキングダム千葉店 千葉県 千葉市中央区中央3-4-10　呂久呂ビル2F
カードラボ千葉中央店 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
ホビーステーション千葉店 千葉県 千葉市中央区富士見2-15-1　ワラビビル8F
カードショップ竜星のPAO千葉中央店 千葉県 千葉市中央区富士見２丁目２３ - ８　山野井ビル2F
イエローサブマリン千葉ゲームSHOP 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 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六高台店 千葉県 松戸市六実1-14-1
ファミコンショップガンダム 千葉県 松戸市常盤平2-24-2　Ｂ-1
ホビーステーション松戸 千葉県 松戸市根本4-2　ダイエー松戸西口店5F
カードショップ　にけ 千葉県 市川市香取2-12-13-1F
ブックスエーツー　中山店 千葉県 船橋市本中山4-3-5
桃太郎王国　習志野店 千葉県 船橋市習志野台5-21-3
トーナメントセンターバトロコ 新津田沼駅前 千葉県 習志野市津田沼１丁目３ - １１　８Ｆ
ホビーステーション 津田沼 千葉県 習志野市津田沼1-2-22 小倉ビル3F
TSUTAYA津田沼店トレカコーナー 千葉県 習志野市谷津１丁目１６ - １ モリシア1F
ゲーマーズ津田沼店 千葉県 習志野市谷津1-16-1　モリシアビルレストラン5F
珈琲とボドゲの店　ホウ・ム 千葉県 八千代市八千代台南１丁目１２ - ３　すずめビル20
トーナメントセンターバトロコ柏駅前 千葉県 柏市柏1-2-31　新星堂カルチェ４Ｆ
TSUTAYA佐倉店 千葉県 佐倉市寺崎北6-1-2
プレイスペースぷらっつさくら 千葉県 佐倉市上志津1669-44　HYUGA- II 101
ブックエース成田赤坂店 千葉県 成田市赤坂３丁目４ - １
Wonder GOO 富里店 千葉県 富里市七栄1005-5
蔦屋書店　茂原店 千葉県 茂原市六ツ野八貫野2785-1　ライフガーデン茂原SC
ドキドキ冒険島 君津店 千葉県 君津市東坂田２－７－２
カードショップ シャカシャカ 東京都 千代田区外神田4-7-2 小林ビル5F
カードラボAKIHABARAゲーマーズB1店 東京都 千代田区外神田１丁目１４ - ７　AKIHABARAゲーマーズ本店B1F
福福トレカ 秋葉原店 東京都 千代田区外神田１丁目９ - ８ 木村ビル 2F/3F
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
ドラゴンスター秋葉原駅前店 東京都 千代田区外神田１丁目１８ - １８Bito Akiba Plaza 6F
BIG MAGIC 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
イエローサブマリンマジッカーズ☆ハイパーアリーナ 東京都 千代田区外神田1-11-5 秋葉原スーパービル7F
カードバンク 東京都 千代田区外神田１丁目１５ - １４ リバティー2号館5F
トレカの洞窟 CARD WORLD TOWER AKIBA 東京都 千代田区外神田1-15-15
トレカのバンコク 東京都 千代田区外神田4-5-1　リバティ５号館-6F
グランドパンダキャニオン　秋葉原店 東京都 千代田区外神田3-14-7 東曇堂ビル3F
TCG shop193　秋葉原店 東京都 千代田区外神田3-2-14　今井ビル2F
カードランド秋葉原店 東京都 千代田区外神田1-6-1　外神田ビル3F
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6F
トレカパークAKIBAラジ館店 東京都 千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館7F
flat-工房 秋葉原店 東京都 千代田区外神田３丁目１４ - ９第26東ビル6F
ホビーステーション秋葉原本店 東京都 千代田区外神田1-10-11 森ビル2F
Clove Base 秋葉原 東京都 千代田区神田佐久間町1-13　チョムチョム秋葉原6F



店舗名 都道府県 住所
秋葉原チェルモ 東京都 千代田区外神田6-14-1　日興ビル4F
アメニティードリーム秋葉原 東京都 千代田区外神田1-11-6　小暮ビル5F･6F
Fellows GAME CAFE & BAL 東京都 港区新橋２丁目３ - ７　菊豊ビル2F
CARD＆HOBBY Spring 東京都 文京区向丘1-9-23
ピットイン 東京都 江戸川区西葛西6-5-14
カード＆CARD　東陽店 東京都 江東区東陽5-20-3 ジュネスコート102
TSUTAYA西五反田店 東京都 品川区西五反田２丁目２７ - ４　明治安田生命五反田ビル1F
アメニティードリーム蒲田店 東京都 大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田B1F
カードキングダム渋谷店 東京都 渋谷区渋谷２丁目２２ - ７ 共栄ビル 4F
フルコンプ渋谷東口店 東京都 渋谷区渋谷2-22-11 渋谷フランセ奥野ビル4F
トーナメントセンターバトロコ渋谷センター街 東京都 渋谷区宇田川町３１ - ３　第三田中ビル6F
ドラマ下北沢トレカ専門店 東京都 世田谷区北沢２丁目１５ - １コマーシャルビル1F
eco book 千歳船橋店 東京都 世田谷区船橋1-13-19
TSUTAYA千歳烏山店 東京都 世田谷区南烏山6-5-6
ブックオフサミットストア砧店 東京都 世田谷区砧１丁目１ - ２
竜星の嵐 新宿店 東京都 新宿区西新宿１丁目１８ - １ 小川ビル5階
イエローサブマリン新宿店 東京都 新宿区西新宿１丁目１６ - １１　AIビル2階
アメニティードリーム　新宿店 東京都 新宿区西新宿7-1-8 ヒノデビル4F
遊ＶＩＣ中野店 東京都 中野区中野5-66-4 中野SHKビル6F
カードショップ竜星のPAO中野店 東京都 中野区新井1-9-4　フィルパーク5・6F
トーナメントセンターバトロコ高田馬場 東京都 新宿区高田馬場4-11-10 テオリア高田馬場5F
アメニティードリーム池袋パワー9店 東京都 豊島区東池袋1-31-1 バロックコート池袋3F
ホビーステーション 池袋本店 東京都 豊島区東池袋1-22-5 サンケエビル7F
BIG MAGIC 池袋店 東京都 豊島区東池袋1-22-13 近代グループビル11号館6Ｆ
フジヤ 東京都 板橋区常盤台2-27-9
CARDGYM石神井公園駅前店 東京都 練馬区石神井町3-21-6 中村ビル3F
トーナメントセンターバトロコ吉祥寺駅前 東京都 武蔵野市吉祥寺本町１丁目１０ - １　5F
アメニティードリーム吉祥寺 東京都 武蔵野市吉祥寺本町１丁目１３ - ４テレーズ眸ビル3F
Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 東京都 武蔵野市吉祥寺本町１丁目１３ - ２　白樺ビル地下１階
カード＆カフェ　ドリム 東京都 調布市仙川町1-4-29
ENNDAL GAMES 調布店 東京都 調布市小島町2-56-3　調布センタービル205
TSUTAYA武蔵小金井店 東京都 小金井市貫井北町2-11-3
BOOKOFF SUPER BAZZAR 立川駅北口店 東京都 立川市曙町２丁目７ - １７ - ５Ｆ
カードショップ竜星のPAO立川店 東京都 立川市曙町２丁目１１ - ２　フロム中武5F
イエローサブマリン立川店 東京都 立川市柴崎町3-7-17　N2ビル3F
アメニティードリーム立川店 東京都 立川市柴崎町３丁目８ - １　NACビル地下1階
フルコンプ立川南口店 東京都 立川市柴崎町3-4-14 霧島ビル2F
ファミコンくん2号店 東京都 立川市柴崎町3-5-9　イトウビル301
ドラマ日野南平店 東京都 日野市南平３丁目１９ - ２１
カードショップ竜星のPAO八王子店 東京都 八王子市東町13-12
フルコンプ八王子店 東京都 八王子市旭町７ - １　豊栄第一ビル3階
マスターズスクウェア 東京都 八王子市中町3-12　三田ビル3F-A
PAO堀之内店 東京都 八王子市別所1-1-10
イエローサブマリン町田店 東京都 町田市原町田6-18-13　サニーサイドビル2F
竜星のPAO町田店 東京都 町田市原町田６丁目６ - １４　町田ジョルナ地下2F
アメニティードリーム町田店 東京都 町田市原町田6-20-10中野屋ビル3F
TSUTAYA西友町田店 東京都 町田市森野１丁目１４ - １７　 西友町田３F
ホビーステーション町田店 東京都 町田市原町田6-13-21　町田アミックスビル3F
TSUTAYA福生店 東京都 福生市本町36
ファミコンワールドPAO青梅店 東京都 青梅市新町5-4-6
カードショップ スピリッツ 東京都 西東京市下保谷4-15-23 T.Tエステート102
フルコンプ川崎店 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町5-3　KOWA川崎駅前ビル6F
トーナメントセンターバトロコ川崎駅前 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町7-4　井門川崎ビル9F
TSUTAYA BOOKSTORE 川崎駅前店 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町8 ダイスビル5F
イエローサブマリン川崎店 神奈川県 川崎市川崎区小川町2-7　アイヴィ・タワー地下1階
ホビーステーション川崎店 神奈川県 川崎市川崎区小川町2-7　アイビータワー6F
ホビーステーション溝口店 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 神奈川県 川崎市高津区溝口1-9-5プラパックⅡビル4Ｆ
カードボックス横浜西口店 神奈川県 横浜市西区南幸2-12-5 城勘ビル2F
ホビーステーション横浜店 神奈川県 横浜市西区南幸２丁目１６ - ２０　オーチュー横浜ビル9F
イエローサブマリン横浜店 神奈川県 横浜市西区南幸１丁目１１ - ２　浜西ビルディング 4F



店舗名 都道府県 住所
フルコンプ 横浜店 神奈川県 横浜市西区南幸2-8-9 ブライト横浜ビル2F
アメニティードリーム横浜店 神奈川県 横浜市西区南幸2-16-20　オーチュー横浜ビル8F
トレカパーク横浜西口店 神奈川県 横浜市西区岡野1-12-14 石川ビル3F
CARDBOX日吉本町店 神奈川県 横浜市港北区日吉本町４丁目２７ - １
マルチメディアステーションゼロワン綱島 神奈川県 横浜市港北区綱島西1-11-5　マルエスビル2F
青馬堂本店 神奈川県 横浜市鶴見区矢向６丁目１２ - １１ 青馬堂ビル
CARDBOX青馬堂書店　矢向店 神奈川県 横浜市鶴見区矢向5-8-42
トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 神奈川県 横浜市中区伊勢佐木町3-96 横浜日活会館4F
GAME MATE リンク 横須賀中央店 神奈川県 横須賀市若松町1-5　横須賀プライム3F
パラダイスシティ 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
トーナメントセンターバトロコ本厚木駅前 神奈川県 厚木市中町4-4-15　TMビル本厚木5F
ホビーステーション本厚木店 神奈川県 厚木市中町4-14-6 パティオビル2F
フルコンプ本厚木店 神奈川県 厚木市中町2-1-7　藍澤ビル5F
カードラボ　マルイ海老名店 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
カードショップアイランド 神奈川県 小田原市中里270-4-2F
トーナメントセンターバトロコ藤沢駅北口 神奈川県 藤沢市藤沢971 - 3　パール湘南3F
ホビーステーション湘南藤沢OPA店 神奈川県 藤沢市南藤沢22-3　藤沢OPA-B2F
ふるいちイオンモール座間店 神奈川県 座間市広野台２丁目１０ - ４　イオンモール座間3F
ドラマ淵野辺店 神奈川県 相模原市中央区共和４丁目２ - １６
ブックオフ相模大野店 神奈川県 相模原市南区相模大野５丁目３０ - ６
TSUTAYA湘南台店 神奈川県 藤沢市湘南台6-1-1
TSUTAYA茅ヶ崎駅前店 神奈川県 茅ヶ崎市元町2-3　G.C.CHIGASAKI3F
はま屋 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 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
キューピット 山梨県 南都留郡富士河口湖町船津4095-1


