新日本プロレスオフィシャルショップ
お取り扱い店舗名

都道府県

住所

電話番号

闘魂SHOP水道橋店

東京都

千代田区神田三崎町3-3-20VORT水道橋Ⅱ 1F

03-3511-9901

ジーストア・アキバ

東京都

千代田区外神田1-2-7 オノデン本店4F ジーストア・アキバ

03-3526-6877

ジーストア仙台

宮城県

仙台市青葉区中央4丁目1-1イービーンズ６F

022-722-5220

ジーストア名古屋

愛知県

名古屋市中区大須3-11-34

052-242-3181

ジーストア大阪

大阪府

大阪市中央区難波千日前7-7

06-6630-7655

ジーストア小倉

福岡県

北九州市小倉北区浅野2丁目14番5号 あるあるCITY ５F

093-533-0660

お取り扱い店舗名

都道府県

住所

電話番号

カードラボ札幌店

北海道

札幌市 中央区南二条西1-5 丸大ビル4Ｆ

011-596-0520

北海道

札幌市 中央区南3条西4丁目12 アルシュビル4F

011-213-6003

ブック・ネット・ワン旭川末広東店

北海道

旭川市末広東1条6-1-3

0166-55-4915

カードショップ宝島

北海道

旭川市神居2条11丁目4番9号

0166-56-4578

ホビーステーション仙台駅前店

宮城県

仙台市 青葉区中央4-1-1 仙台駅前イービンズ4F

022-263-4670

有限会社 タンヨ

宮城県

塩釜市本町6-9

022-362-4527

おもしろ市場

宮城県

大崎市鹿島台木間塚小谷地374-1 イオンタウン内

0229-25-9313

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

トレカトレイン福島南店

福島県

福島市黒岩浜井場10-2 ブックオフ福島南店内

024-545-8337

Wonder GOO 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

カードショップ裁龍

茨城県

古河市雷電町1-18

0280-23-1556

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

0297-61-1141

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

028-612-2262

トレカショップ

群馬県

前橋市小相木町543 - １

070-6432-8851

前橋店

群馬県

前橋市荒牧町1-10-15

027-233-5390

伊勢崎店

群馬県

伊勢崎市宮子町３４２０ - ８

0270-61-9966

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

048-452-4524

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

048-652-3535

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

049-229-6377

イエローサブマリン

柏マルイ店

千葉県

柏市 柏1-1-11 丸井柏店VAT

047-162-1616

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 塚本ビル3F

043-227-5388

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

カードラボAKIHABARAゲーマーズB1店

東京都

千代田区 外神田1-14-7 AKIHABARAゲーマーズ本店B1F

03-6285-2630

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

03-3257-1728

イエローサブマリン

池袋ゲームショップ

東京都

豊島区 東池袋1-15-1 真下ビル2Ｆ

03-5953-5808

イエローサブマリン

町田GAMESHOP

東京都

町田市 原町田6-18-13 サニーサイドビル2F

042-739-6966

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 秋葉原ラジオ会館本館6F

03-3526-3828

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

042-548-1706

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

イエローサブマリン

神奈川県

横浜市 西区南幸2-1-22 相鉄ムービル2F

045-317-9690

青馬堂書店矢向店

神奈川県

横浜市鶴見区矢向5-8-42

045-571-5522

カードボックス

神奈川県

横浜市西区南幸2丁目12-5城勘ビル2階

045-620-6225

文苑堂書店清水町店

富山県

高岡市泉町685-7

0766-26-2245

カードラボ長野店

長野県

長野市 北石堂町1429-1 ショッピングプラザagain5F

026-219-6889

笠原書店

長野県

岡谷市塚間町2-1-15

0266-23-5070

平安堂更埴店

長野県

千曲市桜堂字西沖380-3

026-274-4480

Magic Box

長野県

上田市五加1356-2

0268-55-6085

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

カードラボ名駅6F店

愛知県

名古屋市 中村区椿町14-12 セントラルWEST名駅ビル6F

052-451-0866

ホビーステーション名古屋大須本店

愛知県

名古屋市 中区大須3-32-23 Zeque大須6F

052-242-5252

ホビーステーション名駅2号店

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

052-485-7337

カードボックス本の王国岡崎店

愛知県

岡崎市岡崎駅南土地区画整理52-1本の王国 岡崎店内

0564-73-9655

カードボックス松阪店

三重県

松阪市川井町上大坪718（パワーセンター松阪内）

0598-20-9696

カードボックス津店

三重県

津市一身田上津部田字口ノ坪115-1本の王国内

059-273-5576

カードボックス京都ファミリー店

京都府

京都市右京区山ノ内池尻町1-1京都ファミリー3F

075-950-9056

ビデオ イン アメリカ

大徳寺店

京都府

京都市北区紫野上築山町41

075-451-4888

なんば本店

大阪府

大阪市 浪速区難波中2-1-3 川合ビル

066-635-2101

すみの玩具

大阪府

池田市栄町3-11

072-751-3747

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1,2F

06-6484-7109

兵庫県

神戸市 中央区三宮町2-11-1センタープラザ西館2Ｆ

078-327-5202

カードボックス藤田店

岡山県

岡山市南区藤田560-209Pモール藤田内

086-296-0003

カードボックス岡山駅前店

岡山県

岡山市北区駅前町1-8-5ｲｺｯﾄﾆｺｯﾄ地下1階

086-232-3267

カードゲームショップ オレタン 岡山本店

岡山県

岡山市北区大元上町12-23

086-250-1900

イエローサブマリン

広島県

広島市 中区大手町1-5-14 吉岡ビル

082-545-9030

カードボックス福山店

広島県

福山市南本庄1-10-23

084-999-8383

カードボックス広島店

広島県

広島市中区宝町2-1ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ広島店3階 廣文館内

082-208-1988

広島県

広島市中区新天地5-3 ドン・キホーテ広島八丁堀店5F

082-207-2505

カードボックス下関店

山口県

下関市竹崎町4丁目4-8ｼｰﾓｰﾙ下関4F

083-233-5555

スミレヤ

香川県

丸亀市通町24

0877-23-4560

88ラウンド

高知県

高知市はりまや町2丁目３－３

金龍堂

熊本県

八代市大手町2-4-25 SG

096-532-3700

金龍堂八代ファースト文庫

熊本県

八代市大手町2-4-25

0965-32-3700

田中書店

宮崎県

東諸県郡国富町本庄1964 SG

0985-30-6111

ホビーショップぼっけもん

鹿児島県

出水市平和町２３１

0996-62-1577

カードショップ 彩々

鹿児島県

鹿児島市下荒田2-7-14 久木留ビル2F

099-298-1715

カードキングダム那覇店

沖縄県

那覇市 古島2-29-5 まるみつ末吉ビル2-A

098-9755-509

一般お取扱店
イエローサブマリン

神居店

鹿島台店

コミかる堂
コミかる

札幌GAMESHOP

ストレージ

横浜ムービル店

横浜西口店

岡谷本店

イエローサブマリン

イエローサブマリン

三宮店

広島店

スポーツカード＆カードゲームカフェ

八代ファースト文庫店
国富店

MINT広島店

第二ひいらぎマンション106号

川口ミツワビル2Ｆ

B1F

なゆた浜北110区画

イチヤはりまやビル３階

(有)出水ペットショップ内

053-545-9441

088-856-7377

