DARTSLIVE SEARCH リニューアルテーマ配布店舗一覧
配布期間：2018年2月28日まで
北海道
ダーツハイブ 旭川店
快活CLUB 旭川永山店
ラウンドワン旭川店
自遊空間 旭川大町店
ダーツ酒場 RAINAS
CURACION CAFE
自遊空間 岩見沢ルート12号店
快活CLUB 釧路木場店
自遊空間 恵庭住吉店
ミュージックハウス 蛍
浪漫物語
自遊空間 札幌厚別店
快活CLUB 厚別東店
CLUB RESCUE
自遊空間 手稲前田店
快活CLUB 手稲富丘店
自遊空間 札幌清田店
KATUN
D coiffure
自遊空間 札幌西町店
自遊空間 札幌南二条店
快活CLUB 札幌狸小路店
LAT.43°N
Sixth sense
自遊空間 アーバン札幌店
ダーツ＆ゴルフバー ナイスショット
PRIMO HITS
ラウンドワン札幌すすきの店
PATCHE
Members Seat Alain
ダーツハイブ 札幌店
メディアカフェポパイすすきの店
hyper electra
ラウンドワン札幌北21条店
Cafe&Bar 別邸
快活CLUB 北42条店
ダーツハイブ 札幌東サテライト店
wanpaku kozou
自遊空間 菊水環状通店
BAR ルースター
ディノスカフェ札幌白石店
ラウンドワン札幌白石本通店
自遊空間 新琴似WAO店
the PARK BAR
COTTON
Zenith
PUB SUPER MAX
ポケット ナイン
自遊空間 苫小牧店
BAR DUCK
ラウンドワン函館店
Darts&Cafe Lupinus

北海道旭川市永山3条18-1-6 岩澤コーポ
北海道旭川市永山7条4-4-14
北海道旭川市永山三条1-4-7
北海道旭川市大町1条3-14-13
北海道岩見沢市2条西1丁目 セブンビル2F
北海道岩見沢市5条西4-5
北海道岩見沢市8条東10-2-51
北海道釧路郡釧路町木場1-3-1
北海道恵庭市住吉町2-15-1
北海道江別市野幌若葉町97-16
北海道札幌市厚別区厚別西5条2-1-18
北海道札幌市厚別区厚別東4条3-3-12
北海道札幌市厚別区厚別東四条7-2-1
北海道札幌市厚別区厚別南2-5-1 サンホームプラザビル2F
北海道札幌市手稲区前田6条12-1-10
北海道札幌市手稲区富丘三条2-10-1
北海道札幌市清田区清田2条3-6
北海道札幌市西区琴似1条3丁目 第33桂和ビル4F
北海道札幌市西区琴似一条3丁目 TM-23ビル3Ｆ
北海道札幌市西区西町北13-1 ワンダーシティ札幌内
北海道札幌市中央区南2条西2-7 丸友パーキング2階・3階・4階
北海道札幌市中央区南2条西4-1 札幌ナナイロ6F
北海道札幌市中央区南3条西3-6-2 TM24ビルB1F
北海道札幌市中央区南3条西3丁目39番地1 岩本ビル B1
北海道札幌市中央区南3条西4-8-2 アーバン札幌ビル2F
北海道札幌市中央区南3条西5丁目1-1 ノルベサビル6F
北海道札幌市中央区南4条西5丁目 シャンゼリゼビル5F
北海道札幌市中央区南5条西3-6-1
北海道札幌市中央区南5条西4丁目13 三井薬局ﾋﾞﾙ3F
北海道札幌市中央区南5条西6丁目 ニュー桂和ビル4F
北海道札幌市中央区南九条西10-1-1
北海道札幌市中央区南四条西3-2 第2グリーンビル8F
北海道札幌市中央区南六条西6-2-10 ワタナベビル2F
北海道札幌市東区北21条東1-1-21
北海道札幌市東区北27条東13丁目1-1 江戸ビル1F
北海道札幌市東区北42条東7-1-1
北海道札幌市東区北三十七条東8-1-10
北海道札幌市白石区栄通19-3-1
北海道札幌市白石区菊水元町5条2-3-35
北海道札幌市白石区南郷通（北）6-3-28
北海道札幌市白石区南郷通1丁目北8-1 ディノス札幌白石1F
北海道札幌市白石区本通16-1-50
北海道札幌市北区新琴似七条17-1 WAO内
北海道千歳市北栄2-2-1
北海道帯広市大通南10-57-2F
北海道帯広市大通南10丁目19-1 マーベラス帯広ビル2F
北海道帯広市大通南11丁目1 さくら館2F
北海道帯広市東2条南1丁目
北海道苫小牧市新中野町1-1-10
北海道二海郡八雲町富士見町47-1 KSビル4F
北海道函館市西桔梗町848-11
北海道檜山郡江差町柳崎町215-1

青森県
ラウンドワン青森店
As＋ B×D Cafe
自遊空間 八戸沼館店

青森県青森市浜田3-1-1
青森県八戸市河原木字千苅田２-１
青森県八戸市沼館4-7-101 アクロスプラザ 八戸沼館内

岩手県
自遊空間 一関店
快活CLUB 花巻店
HOME
自遊空間 盛岡高松店
快活CLUB 盛岡上堂店
ラウンドワン盛岡店
コート・ダジュール 盛岡大通店
PUBLIC HOUSE NEXT LEVEL
快活CLUB 北上店

岩手県一関市山目中野92-1
岩手県花巻市下似内第17地割91
岩手県久慈市本町1-19
岩手県盛岡市高松2-18-6
岩手県盛岡市上堂1-19-67
岩手県盛岡市盛岡駅西通2-10-35
岩手県盛岡市大通2-6-8 セントラルガーデンスクエア1F～2F
岩手県盛岡市中央通2-11-8 箱石ビル3F
岩手県北上市有田町1-45

宮城県
自遊空間 石巻中里店
ラウンドワン仙台苦竹店
快活CLUB 東仙台店
快活CLUB 仙台南小泉店
快活CLUB 仙台一番町店
ダーツハイブ 仙台駅前店
コート・ダジュール 仙台国分町店
Bane BAGUS-バネバグース- 仙台
メディアカフェポパイBOSS 仙台店
ダーツハイブ 仙台泉店
快活CLUB 古川店
ﾋｶﾞｼﾏﾂｼﾏｴｱﾍﾞｰｽ
自遊空間 名取店
コート・ダジュール 仙台名取店

宮城県石巻市南中里2-9-54
宮城県仙台市宮城野区苦竹1-7-10
宮城県仙台市宮城野区小鶴3-8-10
宮城県仙台市若林区南小泉2-11-2
宮城県仙台市青葉区一番町4-5-13-2F
宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15-1F
宮城県仙台市青葉区国分町2-1-3 エーラク フレンディアビルB1F
宮城県仙台市青葉区中央2-4-5 アルボーレ仙台B1F
宮城県仙台市青葉区立町15-17 ドンキホーテ晩翠通り店4F
宮城県仙台市泉区松森字斎兵衛58-4
宮城県大崎市古川駅東2-5-15
宮城県東松島市矢本字上新沼8
宮城県名取市上余田字千刈田540-5
宮城県名取市上余田千刈田900-2

秋田県
ラウンドワン秋田店
快活CLUB 秋田牛島店
快活CLUB 秋田広面店
快活CLUB 大館店

秋田県秋田市卸町1-1-2
秋田県秋田市牛島西1-1-18
秋田県秋田市広面字宮田17-1
秋田県大館市有浦2-1-15

山形県
TAVERN
自遊空間 山形高堂店
快活CLUB 山形南館店
快活CLUB 酒田店
快活CLUB 鶴岡店
快活CLUB 米沢店

山形県寒河江市本町2-6-58
山形県山形市高堂2-3-11
山形県山形市南館3-1-27
山形県酒田市ゆたか2-9-1
山形県鶴岡市宝田2-1-55
山形県米沢市金地8-1-7

福島県
ダーツスペース アライズ
快活CLUB 会津若松店
自遊空間 郡山あさか店
ラウンドワン郡山店
BEER BAR BON
コート・ダジュール 福島駅前店
快活CLUB 福島南バイパス店
スペースクリエイト自遊空間 福島店
快活CLUB 福島北店

福島県いわき市小名浜字船引場2-11 マルタ第2ビル2F
福島県会津若松市天神町21-11
福島県郡山市安積町荒井字大久保43-1
福島県郡山市向河原町4-55
福島県郡山市富田町不動前1-3
福島県福島市栄町7-32 吾妻ビル2F～5F
福島県福島市黒岩字榎平56-1
福島県福島市本内字南中井32-1
福島県福島市本内北町裏6

茨城県
快活CLUB つくば学園西大通り店
快活CLUB ひたちなか店
コート・ダジュール 牛久店
ウィング
快活CLUB 古河鴻巣店
快活CLUB 124号鹿嶋店
快活CLUB 6号取手店
快活CLUB 守谷店
快活CLUB 水戸笠原店
快活CLUB 水戸渡里店
快活CLUB 筑西店
快活CLUB 日立店

茨城県つくば市二の宮3-16-1
茨城県ひたちなか市市毛810-1
茨城県牛久市南5-1-3
茨城県古河市磯部6
茨城県古河市鴻巣890
茨城県鹿嶋市鉢形971
茨城県取手市中原町1-18
茨城県守谷市松前台1-2-2
茨城県水戸市笠原町1194-4
茨城県水戸市渡里町2693-1
茨城県筑西市玉戸1053-1
茨城県日立市西成沢町3-1-1

栃木県
快活CLUB 宇都宮御幸ヶ原店
自遊空間 宇都宮御幸ヶ原店
自遊空間 宇都宮上横田店
DARTS & ROCK BAR HIDE OUT
自遊空間 宇都宮簗瀬店
快活CLUB 佐野店
自遊空間 小山店
快活CLUB 50号小山店
快活CLUB 50号足利店
快活CLUB 栃木店
ラウンドワン栃木樋ノ口店
'81

栃木県宇都宮市下川俣町78-6
栃木県宇都宮市御幸ヶ原町65-2
栃木県宇都宮市上横田町773-1
栃木県宇都宮市泉町6-27 旭ビル2F
栃木県宇都宮市簗瀬町278
栃木県佐野市浅沼町803
栃木県小山市神鳥谷309-69
栃木県小山市東城南1-3-8
栃木県足利市福富町字春田1085-1
栃木県栃木市大町22-78
栃木県栃木市樋ノ口町55-1
栃木県那須塩原市上厚崎377-6 太田テナントB-1

群馬県
快活CLUB 50号笠懸店
自遊空間 伊勢崎店
快活CLUB 館林松原店
自遊空間 桐生店
快活CLUB 17号高崎倉賀野店
自遊空間 前橋国領町店
快活CLUB 新前橋店
快活CLUB 前橋上小出店
ラウンドワン前橋店
快活CLUB 407号太田店
SALOOON

群馬県みどり市笠懸町阿左美2823-3
群馬県伊勢崎市連取町2013
群馬県館林市松原3-5-12
群馬県桐生市相生町5-472-1
群馬県高崎市倉賀野町2677-1
群馬県前橋市国領町2-13-6
群馬県前橋市小相木町558-1
群馬県前橋市上小出町3-41-10
群馬県前橋市天川大島町1101-1
群馬県太田市西矢島町630
群馬県太田市本町20-29

埼玉県
カラオケ ビッグエコー 北浦和東口店
プレイヤーズ
快活CLUB 岩槻店
M.s Style
アミューズメントスポーツ 自遊空間アクティブ 西浦和店
ウェアハウス三橋店
JIGEN
delta OMIYA in Hive
ダーツハイブ 大宮店
ラウンドワン大宮店
BAGUS-バグース-大宮
メディアカフェポパイ大宮店
Amusement Cafe ZICCA
快活CLUB さいたま三室店
快活CLUB 東川口店
Sion
快活CLUB 254号上福岡店
快活CLUB 4号越谷店
快活CLUB 17号桶川店
ラウンドワンさいたま栗橋店
アットホーム 狭山店

埼玉県さいたま市浦和区元町2-1-3 元町CityB1
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-14-17-6F
埼玉県さいたま市岩槻区南平野5-6-8
埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-1628-5 長男坊ビル2F
埼玉県さいたま市桜区田島8-2-12 ガーデンシティ西浦和2F
埼玉県さいたま市西区三橋6-955-1
埼玉県さいたま市大宮区下町1-5-1 第2マルハチビル204
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-9 湯沢ビル6F
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-9 湯澤ビル6F
埼玉県さいたま市大宮区宮町4-90-7
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-17 大東ビル5Ｆ・6Ｆ
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-24 オリンピアビル3.4F
埼玉県さいたま市中央区本町東1-9-8
埼玉県さいたま市緑区三室1215-1
埼玉県さいたま市緑区東大門3-8-6
埼玉県ふじみ野市上福岡1-14-40-B1
埼玉県ふじみ野市鶴ヶ舞3-1-8
埼玉県越谷市七左町6-13-1
埼玉県桶川市末広3-1-7
埼玉県久喜市小右衛門192-1
埼玉県狭山市入間川4-4-6

ダイニングバーQu
自遊空間 熊谷籠原店
快活CLUB 407号熊谷石原店
Vell Darts
快活CLUB 戸田店
快活CLUB 幸手店
自遊空間 吹上店
快活CLUB 17号鴻巣店
ラウンドワンさいたま鴻巣店
D&dining bar 10Q
快活CLUB 三郷店
ラウンドワンららぽーと新三郷店
ラウンドワンさいたま上里店
快活CLUB 16号春日部店
快活CLUB 所沢バイパス店
Bar Jinbei
BAGUS-バグース-所沢
メディアカフェポパイ新所沢店
セスパ東大宮店
セスパ上尾店
快活CLUB 志木南口駅前店
Bar syuuto
快活CLUB 川口東口駅前
Hide Out 川口店
Hide Out 西川口店
ラウンドワン草加店
自遊空間 秩父中央店
快活CLUB 鶴ヶ島インター店
自遊空間 三芳藤久保店
ラウンドワン入間店
メディアカフェポパイ MILK飯能店
快活CLUB 17号本庄店
ラウンドワンわらび店

埼玉県熊谷市桜木町1-40 サウスビル1F
埼玉県熊谷市新堀1055-1
埼玉県熊谷市石原473-4
埼玉県熊谷市筑波1-172 太陽ビル5F
埼玉県戸田市笹目3-8-11
埼玉県幸手市中3-19-32
埼玉県鴻巣市下忍3990-1
埼玉県鴻巣市天神2-6-37
埼玉県鴻巣市箕田3163-7
埼玉県坂戸市千代田3-8-11 上村マンションB棟108号
埼玉県三郷市ピアラシティ2-2-5-1F
埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1 ららぽーと新三郷2F-20000番
埼玉県児玉郡上里町大字金久保394-1
埼玉県春日部市小渕201-1
埼玉県所沢市牛沼433
埼玉県所沢市松葉町3-8
埼玉県所沢市日吉町8-2 ブランドーレ所沢3F
埼玉県所沢市緑町1-1-11 新所沢グリーンハイツ西部ショッピングプラザ2F
埼玉県上尾市原市4154
埼玉県上尾市浅間台1-21-4
埼玉県新座市東北2-30-21-3F
埼玉県川越市脇田本町9-5
埼玉県川口市栄町3-1-16 イート川口7F
埼玉県川口市栄町3-8-3 Kawaguchi ex6F
埼玉県川口市西川口1-9-7 西川口駅前ビル2F
埼玉県草加市谷塚上町204-1
埼玉県秩父市上野町11-11
埼玉県鶴ヶ島市脚折町4-10-5
埼玉県入間郡三芳町藤久保2-6
埼玉県入間市小谷田3-7-25
埼玉県飯能市岩沢176-2F
埼玉県本庄市本町1022-1
埼玉県蕨市北町5-1-6

千葉県
キャノンボール 鎌ヶ谷店
ビリヤード Joker館山店
自遊空間 君津店
Billiards 1or8
コート・ダジュール 勝田台店
Bull's Black
ラウンドワン市原店
ラウンドワン市川鬼高店
快活CLUB 市川駅前店
ラウンドワン習志野店
自遊空間 津田沼北口店
快活CLUB 成田駅前店
快活CLUB 16号千葉北店
Gump×708
快活CLUB 稲毛駅東口店
DiningDartsBar Jolly
J-spirits
自遊空間 千葉都賀店
Bar「虹」-NIJINIP STYLE A
快活CLUB 16号浜野店
快活CLUB 千葉道場店
Sports Bar GATE
Sports Bar GATE
トレ・スクエア おゆみ野
快活CLUB 船橋夏見台店
快活CLUB 船橋競馬場駅前店
Bar 1st Stage
PIZZA&Sportsbar VIVO
快活CLUB 本中山店
コート・ダジュール 船橋店
快活CLUB 東金店

千葉県鎌ヶ谷市東道野辺5-8-27
千葉県館山市館山95-8
千葉県君津市南子安9-2-30
千葉県香取市佐原イ-4178 章平ビル3Ｆ
千葉県佐倉市井野1487-2
千葉県四街道市四街道1-3-15 吉川ビル2F
千葉県市原市八幡北町3-5-1
千葉県市川市鬼高4-1-3
千葉県市川市市川1-4-17 アクティオーレ市川4Ｆ
千葉県習志野市芝園1-4-5
千葉県習志野市津田沼1-2-1 十三ビル4F
千葉県成田市花崎町964
千葉県千葉市稲毛区園生町374-1
千葉県千葉市稲毛区園生町391-6
千葉県千葉市稲毛区小仲台2-8-17
千葉県千葉市稲毛区弥生4-3 GlandPlace西千葉207号
千葉県千葉市若葉区千城台西1-38-3-1F
千葉県千葉市若葉区都賀1-13-7 紳士服コナカ都賀店2F
千葉県千葉市若葉区都賀3-5-5-1F
千葉県千葉市中央区新宿2-5-1 ホテルモンセラトン2F
千葉県千葉市中央区村田町893-96
千葉県千葉市中央区道場北2-19-16
千葉県千葉市中央区本千葉町2-5 今関ビル2F
千葉県千葉市中央区本千葉町2-5 今関ビル2F
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央9-15-1
千葉県船橋市夏見台3-9-25-2F
千葉県船橋市宮本9-4-3
千葉県船橋市高根台7-14-3-2F
千葉県船橋市前原西2-13-13 アロー津田沼駅前ビル5F
千葉県船橋市本中山5-9
千葉県船橋市本町1-7-6 ドリーム船橋ビル4F
千葉県東金市台方812-1

インターネットカフェ ポイント東金店
ラウンドワン八千代村上店
シルバーバック
TAKO TACO ISLAND
快活CLUB 茂原店
快活CLUB 茂原東部台店
快活CLUB 木更津店
快活CLUB 16号野田店

千葉県東金市道庭661-1
千葉県八千代市村上南1-5-54
千葉県八千代市大和田新田168-2
千葉県八千代市八千代台北1-11-3 丸豊ビルB1F
千葉県茂原市道表17-5
千葉県茂原市木崎2274-1
千葉県木更津市請西1-17-8
千葉県野田市鶴奉34-34

東京都
快活CLUB 羽村市役所通り店
-ONE-亀有 390円Bar
スペースクリエイト自遊空間 新小岩駅前店
L-AMUSE
ダーツカフェ デルタ 新小岩店
だーつとかふぇの店 イワオ
-ONE-金町 390円Bar
Darts-ONEClub House 夢幻
POOL STAGE ミッキー＆ネプチューン
UP西葛西
UP小岩
ダーツカフェ デルタ 亀戸店
快活CLUB 亀戸駅前店
Retreat 亀戸
スペースクリエイト自遊空間 亀戸店
居楽屋 you n'家
Stage
ラウンドワンダイバーシティ東京プラザ店
Darts Bar Real
ラウンドワン南砂店
Y's-spec
まんがランド門前仲町店
BAGUS-バグース-新橋
UP新橋
BANE BAGUS-バネバグース-赤坂見附
JACK 麻布十番店
i Darts Tokyo
BAGUS -バグース- 六本木
JACK 西日暮里店
Alvis
自遊空間 南千住店
スペースM
自遊空間 三鷹店
Darts BAR MIG
ダーツカフェ デルタ 渋谷店
BAGUS-バグース-渋谷
ダーツバー＆カフェ Anpiece
G-BLUE
UP恵比寿
Bane BAGUS-バネバグース-渋谷宮益坂
Try Angle
BAGUS-バグース-道玄坂
ダーツハイブ 渋谷店
自遊空間 武蔵小金井店
Hide Out 新宿店
BAGUS-バグース-新宿
グランサイバー カフェ バグース 新宿
UP新宿 靖国通り
自遊空間 BIGBOX高田馬場店
UP新宿三丁目
BAGUS-バグース-靖国通り
ダーツハイブ 新宿東口店
サンパークダーツ中央口店
UP西新宿
BAGUS-バグース-新宿西口
Hide Out 早稲田店

東京都羽村市栄町2-14-5
東京都葛飾区亀有3-17-5-2F
東京都葛飾区新小岩1-44-2 クッターナ新小岩ビル6F
東京都葛飾区新小岩2-7-4 サンシティ新小岩2F
東京都葛飾区西新小岩1-2-11 喜久屋ビル3F
東京都葛飾区青戸1-9-23 ジュネパレス葛飾第1ビルB1F
東京都葛飾区東金町1-18-6 齊藤ホワイトビル1階
東京都葛飾区立石4-26-3
東京都葛飾区立石7-2-1 セブンスター会館2F
東京都江戸川区一之江8-4-3 フラットセゼッション2F
東京都江戸川区西葛西6-13-1 たかみビル4F
東京都江戸川区西小岩1-23-13 植草ビル2-A
東京都江東区亀戸2-20-7 百万両ビル6F
東京都江東区亀戸2-22-15-2～8F
東京都江東区亀戸5-2-1 kameido ex9F
東京都江東区亀戸5-2-3 さくら亀戸ビル1F
東京都江東区亀戸6-28-1 平山ビル101
東京都江東区亀戸6-28-5 トミタビル3F
東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京プラザ6階 61000番
東京都江東区東陽3-27-18 菅原ビル3Ｆ
東京都江東区南砂6-7-15 トピレックプラザ4Ｆ
東京都江東区富岡1-25-3 毛利ビル4F
東京都江東区門前仲町2-3-4 ミナミ門仲ビル6F
東京都港区新橋2-14-3 新橋レンガ通り会館7F
東京都港区新橋2-15-18 プラザT2ビル7F
東京都港区赤坂3-10-4 月世界ビル4F
東京都港区麻布十番1-4-8 マドモアゼルビル3F
東京都港区六本木5-3-1 第2レーヌ六本木ビル1F
東京都港区六本木5-5-1 ロアビル3F
東京都荒川区西日暮里5-15-8 今井ビル4F
東京都荒川区東日暮里1-37-8 三桜ビル2F
東京都荒川区南千住4-7-1 BiVi南千住2F
東京都狛江市元和泉1-1-2 狛江エコルマ2-2F
東京都三鷹市野崎2-9-1 マインマート東八野崎2F
東京都渋谷区宇田川町12-7 エメラルドビル5F
東京都渋谷区宇田川町13-8 ちとせ会館3F-C
東京都渋谷区宇田川町26-3 サンルイビル4F
東京都渋谷区宇田川町32-6 長崎ビル2F
東京都渋谷区恵比寿西1-9-1 第二ともえビル4F
東京都渋谷区恵比寿南1-4-16 シエルブルー恵比寿南3F
東京都渋谷区渋谷1-12-1 ヒューマックスパビリオンB1F
東京都渋谷区道玄坂1-11-1 第二大番ビル401
東京都渋谷区道玄坂2-29-5 ザ・プライム3F
東京都渋谷区道玄坂2-29-5 ザ・プライム3F
東京都小金井市本町6-13-14 カメヤビル2F
東京都新宿区歌舞伎町1-18-8 モナミビル8F
東京都新宿区歌舞伎町1-20-1 ヒューマックスパビリオン5F
東京都新宿区歌舞伎町1-21-1 第二東亜会館4F
東京都新宿区歌舞伎町1-6-2 T-wing6F
東京都新宿区高田馬場1-35-3 ビッグボックス高田馬場7F
東京都新宿区新宿3-12-12 吉田ビル3F
東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビルB1F・B2F
東京都新宿区新宿3-23-1 新宿ターミナルビル5F
東京都新宿区新宿3-26-2 サンパークビル3F
東京都新宿区西新宿1-19-4 山本ビルB1
東京都新宿区西新宿1-3-3 品川ステーションビル2Ｆ
東京都新宿区西早稲田2-5-14 みよしビル2F

FreeDom 62
Dining&Darts 荻窪 D-stand
Garret 2
KUNI
Garret
JACK 三軒茶屋店
JACK 下北沢店
メディアカフェポパイRR下北沢店
Bullet
快活CLUB 瑞穂店
プレイスポット イーグル
ダーツハイブ 秋葉原店
BAGUS-バグース-秋葉原
UP市ヶ谷
JACK 水道橋店
UP秋葉原
御茶ノ水スポーツ&ダーツ HERO's CAFE
御茶ノ水スポーツ&ダーツ HERO's CAFE
DELTA 神田店
UP飯田橋
Bee YURAKUCHO
UP綾瀬
ダイニングキッチン ゴリラ
飲み矢 Free Style
UP北千住
Darts Bar ALBA
UP竹の塚
Bar Ciel
快活CLUB 多摩ニュータウン店
JACK 上野店
BAGUS-バグース-上野
UP上野
ダーツカフェ デルタ 浅草橋店
JACK 蒲田店
Restaurant＆Cocktailebar LAG
バグース-Bネット蒲田
アプレシオ サンライズ蒲田店
BAGUS-バグース-銀座
Bane BAGUS-バネバグース- 銀座
BAGUS GOLKA-バグースゴルカ
Bully's 人形町店
UP東京 八重洲店
amusement cafe&bar Aquarius
中野サンプラザボウル
Darts&Bar GARDEN
UP中野
VISITOR
NATURAL NINE NOGATA
ダーツショップ RE+LUX
BAGUS-バグース-町田東口
ラウンドワン町田店
町田 Cafe ANANA
JACK 町田店
快活CLUB 町田忠生店
MONACO調布駅前店
快活CLUB 東村山店
快活CLUB 東大和店
CLUB SILKHAT DARTS八王子
ビリヤード パル
快活CLUB 八王子大和田店
快活CLUB 八王子本店
自遊空間 八王子駅前店
タイトーFステーション南大沢店
ラウンドワン八王子店
メディアカフェポパイ八王子店
モータウン
360°

東京都杉並区高円寺北2-20-4 コスモネフビル2F
東京都杉並区上荻1-4-5 村上ビル3F
東京都世田谷区経堂1-21-18 日本堂ビル202
東京都世田谷区松原1-32-11-2F
東京都世田谷区赤堤4-41-10 第三通南ビルB1
東京都世田谷区太子堂4-3-1 城南ビル7F
東京都世田谷区北沢2-14-7 下北沢セントラルビルB1F
東京都世田谷区北沢2-15-1 下北沢コマーシャルビル3・4F
東京都世田谷区北沢2-2-14 モアイ茶沢3F
東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷824-4
東京都西東京市田無町4-2-16
東京都千代田区外神田3-15-1 AKIBA PLACE 5F
東京都千代田区外神田3-15-1 AKIBA PLACE5F
東京都千代田区五番町4-1 市ヶ谷駅前ビル5F
東京都千代田区三崎町1-4-8 愛光舎ビル6Ｆ
東京都千代田区神田佐久間町1-15 川初ビル9F
東京都千代田区神田駿河台3-1 大雅ビル2F
東京都千代田区神田駿河台3-1 大雅ビル2F
東京都千代田区内神田3-12-10 神田西口NSビル5F
東京都千代田区富士見2-7-2 プラーノモール301
東京都千代田区有楽町2-3-5 ORE有楽町ビル8F
東京都足立区綾瀬2-18-6 ニュー綾瀬ビル2F
東京都足立区綾瀬4-9-32 田中綾瀬ビル３F
東京都足立区鹿浜７-12-4 まさひろ商事ビル１F
東京都足立区千住3-33-3 そのうビル2F
東京都足立区千住3-57-2 田仁千住3丁目ビル5F
東京都足立区竹の塚1-40-15 庄栄ビル2F
東京都足立区入谷2-23-6 三恵コーポ1F
東京都多摩市乞田854-1
東京都台東区上野4-9-2 小出ビル3F
東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビルB2F
東京都台東区上野7-2-4 FUNDES上野9F
東京都台東区浅草橋1-9-13 第111東京ビル4F
東京都大田区蒲田5-18-5 第24下川ビル6F
東京都大田区蒲田5-20-7 K520ビル2F
東京都大田区西蒲田7-3-3 ドンキホーテ蒲田店5F
東京都大田区西蒲田7-61-1 東京蒲田文化会館3Ｆ
東京都中央区銀座6-2-3 ダヴィンチビルB1F
東京都中央区銀座6-3-9 高松ビルB1･2F
東京都中央区銀座8-10-17 銀座サザンビル4F～6Ｆ
東京都中央区日本橋小舟町6-16 グリーンビルB1
東京都中央区八重洲1-7-10 八重洲YKビル6F
東京都中野区中野3-34-24 千野ビル4F
東京都中野区中野4-1-1 中野サンプラザＢ1Ｆ・B2Ｆ
東京都中野区中野5-60-2 ライオンズプラザ1階
東京都中野区中野5-62-6 吉澤ビル6F
東京都中野区南台5-25-7-B1
東京都中野区野方5-19-13 第3ノーススタービルB1
東京都町田市原町田5-5-7 シャンベール町田2F
東京都町田市原町田6-13-17 アーバンミサワビル5F
東京都町田市森野1-13-14
東京都町田市森野1-13-22 渋谷ビル4F
東京都町田市森野1-19-16 小森ビル3F
東京都町田市忠生1-14-1
東京都調布市布田4-2-22
東京都東村山市本町2-12-7
東京都東大和市立野1-996
東京都八王子市旭町2-5 八王子ツインタワービルA館 3F
東京都八王子市狭間町1728-1
東京都八王子市大和田町2-16-11
東京都八王子市中町5-1-2F
東京都八王子市東町12-15 第五セントラルビル4F
東京都八王子市南大沢2-3 FAB南大沢内2F
東京都八王子市万町53-1
東京都八王子市明神町3-26-10 土屋ビル2F
東京都八王子市明神町4-6-12 ホテルザ・ビー2F
東京都板橋区上板橋1-21-5 タケガミビルB1

ラウンドワン板橋店
ロコモコすたんど 中板橋店
Third Place HATANODAI
ダーツカフェ デルタ 目黒店
rough square
UP五反田
JACK 五反田店
JACK 大森店
ラウンドワン府中本町駅前店
ラウンドワン武蔵村山店
ラウンドワン吉祥寺店
Bane BAGUS-バネバグース-吉祥寺
ダーツショップスクエア
ダーツカフェデルタ 吉祥寺店
BAGUS-バグース-吉祥寺
三鷹OWL
NATURAL 9
ロスカボス・サン・ホセ・デルカボ池袋店
ダーツハイブ池袋西口店
BAGUS-バグース- 池袋西口
自遊空間 池袋西口ROSA店
JACK 巣鴨店
ロスカボス池袋店
UP池袋
ラウンドワン池袋店
グランサイバーカフェ バグース 池袋
メディアカフェポパイ池袋店
BAGUS-バグース-池袋
Hide Out 池袋店
大塚 Cafe ANANA
JACK 王子店
UP赤羽
JACK 赤羽店
Hide Out 赤羽店
PINK
バグース錦糸町
UP錦糸町
JACK 目黒店
JACK 自由が丘店
KEIBAR
コート・ダジュール 学芸大学西口店
ダーツカフェ デルタ 立川店
快活CLUB 練馬笹目通り店
UP練馬

東京都板橋区相生町16-13
東京都板橋区弥生町35-1 東園ビル1F
東京都品川区旗の台5-3-6 リブ・イン102
東京都品川区上大崎2-15-20 百万弗ビル3F
東京都品川区西五反田1-17-7 19高橋ビル9F
東京都品川区西五反田1-4-4 西五反田立石ビル9F
東京都品川区東五反田1-17-1 global cabin五反田B1F
東京都品川区南大井6-24-13 第14下川ビル5F
東京都府中市本町1-13-3 カネタビル
東京都武蔵村山市伊奈平3-1-1
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-22
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 レンガ館モール5F
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-9 高田ビル4F
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-9 高田ビル4F
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 吉祥寺ファミリープラザ4F
東京都武蔵野市中町1-39-3 日興ビル3Ｆ
東京都豊島区西池袋1-15-7 ベルビル4F
東京都豊島区西池袋1-21-9 パセラリゾーツ3F
東京都豊島区西池袋1-33-2 BAGUS池袋西口店
東京都豊島区西池袋1-33-2-2F
東京都豊島区西池袋1-37-12 ロサ会館4F
東京都豊島区巣鴨2-3-10 第一森川ビル3F
東京都豊島区池袋2-40-1 パセラリゾーツBF
東京都豊島区東池袋1-13-11 近代BDL7-2F
東京都豊島区東池袋1-14-1 池袋スクエア
東京都豊島区東池袋1-22-10 ヒューマックスパビリオン4F
東京都豊島区南池袋1-21-2 ヒューマックスパビリオン7F
東京都豊島区南池袋1-21-2 ヒューマックス南池袋4F
東京都豊島区南池袋2-27-6
東京都豊島区北大塚2-7-9 第33東京ビル3F
東京都北区岸町1-1-7 新扇屋ビル3Ｆ
東京都北区赤羽1-2-1 赤羽南大野ビル6F
東京都北区赤羽2-16-1 SUZUHIR building3F
東京都北区赤羽西1-7-1 パルロード3 ループ館B1F-101
東京都墨田区押上1-31-10 メティオつくし野B1F
東京都墨田区江東橋2-21-6 テルミナ3-3F
東京都墨田区江東橋3-8-11 おいてけ堀MSMビル7F
東京都目黒区下目黒1-3-28 サンウッド目黒3F
東京都目黒区自由が丘1-27-2 ひかり街2F
東京都目黒区鷹番3-6-16 サンクビル2B
東京都目黒区鷹番3-8-9 第3福田ビルB1～3F
東京都立川市曙町2-14-10 エトロワビル4F
東京都練馬区南田中5-3-17
東京都練馬区練馬1-2-1 練馬会館ビル2階

神奈川県
横須賀 Cafe ANANA
快活CLUB 磯子駅前店
ラウンドワン横浜戸塚店
Mr.Que'sⅢ
快活CLUB 東戸塚駅前店
アロウズ戸塚店
快活CLUB 横浜芹が谷店
自遊空間 新横浜駅前店
ラウンドワン横浜綱島店
JACK 横浜店
ラウンドワン横浜駅西口店
メディアカフェポパイ横浜駅西口店
バグース横浜西口
dime
DiCE伊勢佐木町店
自遊空間 伊勢佐木長者町店
TRIBE!
コート・ダジュール 元町・中華街店
BAT BAR
コート・ダジュール センター南店
快活CLUB 横浜北山田店

神奈川県横須賀市久里浜8-17-1-2F
神奈川県横浜市磯子区森1-6-23-2F
神奈川県横浜市戸塚区影取町1759-5
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1313-4
神奈川県横浜市戸塚区品濃町516-5 パラダイスガーデン5F
神奈川県横浜市戸塚区矢部町74-B1F
神奈川県横浜市港南区芹が谷3-34-20-2F
神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-2 新横浜西武6F
神奈川県横浜市港北区樽町2-6-40 T-PLATZ-4F
神奈川県横浜市西区南幸2-1-3 斉藤ビル4F
神奈川県横浜市西区南幸2-8-16
神奈川県横浜市西区南幸2-8-9 ブライト横浜4F
神奈川県横浜市西区北幸1-1-13 Comfort178横浜駅前ビル5F
神奈川県横浜市泉区中田南3-7-5 りんどう中田3F
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-96 日活会館ビル6F
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-98 オデオンビル6F
神奈川県横浜市中区羽衣町3-63 高橋ビル3F
神奈川県横浜市中区山下町61 山下ビル2F
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町17-13 石浦ビル1F
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央3-25 aune港北3F
神奈川県横浜市都筑区北山田3-1-50

自遊空間 井土ヶ谷店
快活CLUB 海老名駅前店
JACK 大船店
鎌倉 Cafe ANANA
自遊空間 茅ヶ崎エメロード店
フレーシェ
CLUB SILKHAT DARTS厚木
快活CLUB 厚木林店
Darts Bar K
FHPダイニングNANA
コート・ダジュール 小田原鴨宮店
快活CLUB 秦野曽屋店
JACK 溝の口店
タイトーステーション 溝の口2号店
ラウンドワン高津店
JACK 川崎店
CLUB PIA DARTS 川崎モアーズ
CLUB SILKHAT DARTS 川崎ダイス
コート・ダジュール 川崎仲見世通り店
ビリヤード＆ダーツ デモンズバー
CLUB PIA DARTS 24H ﾈｯﾄｶﾌｪNEWNEW川崎店
BAGUS-バグース-川崎
ダーツハイブ 川崎店
ラウンドワン川崎大師店
zac ca
自遊空間 武蔵中原店
快活CLUB 百合ヶ丘店
PooL＆Dartｓ RALLY 淵野辺店
快活CLUB 相模原中央店
快活CLUB 相模大野駅前店
JACK 相模大野店
PooL＆Dartｓ RALLY 相模大野店
快活CLUB 16号相模原大野台店
Darts & Dining Ace Clover
コート・ダジュール 大和桜ヶ丘本店
快活CLUB 藤沢六会店
快活CLUB 藤沢弥勒寺店
快活CLUB Luz湘南辻堂店
AZ LEG HOUSE
FREE STYLES CAFE
ラウンドワンららぽーと湘南平塚店

神奈川県横浜市南区永田北1-7-9 紳士服コナカ井土ヶ谷店 2F
神奈川県海老名市中央1-4-31-2F
神奈川県鎌倉市大船1-6-5 第45東京ビル3F
神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-2-10-2F
神奈川県茅ヶ崎市新栄町2-29
神奈川県厚木市中町2-10-11 シーアイ第2ビル3A
神奈川県厚木市中町2-4-13 本厚木駅前ビル1・2階
神奈川県厚木市林5-23-5
神奈川県座間市入谷5-1665-4 内田屋第1ビル2F
神奈川県小田原市栄町1-2-1 小田原駅前ビル7F
神奈川県小田原市中里123-11
神奈川県秦野市曽屋3511
神奈川県川崎市高津区溝口1-12-10 ウエストキャニオンビル3F
神奈川県川崎市高津区溝口2-13-5
神奈川県川崎市高津区二子4-8-1
神奈川県川崎市川崎区駅前本町20-11 本町ビル6F
神奈川県川崎市川崎区駅前本町7番地 岡田屋モアーズ内1・2F
神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 ダイスビルB2F
神奈川県川崎市川崎区砂子2-2-3 第2旭屋ビル2F
神奈川県川崎市川崎区砂子2-3-17 愛泉ビル4F
神奈川県川崎市川崎区砂子2-3-5-3・4F
神奈川県川崎市川崎区小川町1-18 ラ チッタデッラ内 ビバーチェ5F
神奈川県川崎市川崎区小川町1-18 ラチッタデッラ内ビバーチェ5F BAGUS川崎店内
神奈川県川崎市川崎区殿町1-5-1
神奈川県川崎市多摩区登戸2091 今村ビル1F
神奈川県川崎市中原区上小田中6-16-8
神奈川県川崎市麻生区高石3-32-6
神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-12-10 HSビル2F
神奈川県相模原市中央区清新7-1-4 AOKI2F
神奈川県相模原市南区相模大野3-12-10
神奈川県相模原市南区相模大野3-16-8 草柳ビル3F
神奈川県相模原市南区相模大野8-6-6 ミカドビル2F
神奈川県相模原市南区大野台1-1
神奈川県大和市大和東3-4-3 浜屋ビル2F
神奈川県大和市福田5679-11
神奈川県藤沢市亀井野3-28-1
神奈川県藤沢市小塚586-7
神奈川県藤沢市辻堂神台1-2-12 Luz湘南辻堂4F
神奈川県平塚市紅谷町12-26 大木ビル2F
神奈川県平塚市紅谷町14-15
神奈川県平塚市天沼10-1-3F

新潟県
快活CLUB 上越市役所前店
快活CLUB 新潟亀田店
快活CLUB 新潟寺尾店
快活CLUB 新潟関屋大橋店
自遊空間 桜木インター店
快活CLUB 新潟桜木インター店
快活CLUB 新潟赤道店
快活CLUB 新発田店
自遊空間 長岡古正寺店
カフェバー ラウンジ
快活CLUB 長岡蓮潟店

新潟県上越市新光町1-6-5
新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野2-1-36
新潟県新潟市西区寺尾西1-1-5
新潟県新潟市西区青山2-4-1
新潟県新潟市中央区神道寺南1-16-18
新潟県新潟市中央区堀之内南2-19-14
新潟県新潟市東区下木戸1-11-1
新潟県新発田市新栄町3-4-40
新潟県長岡市古正寺1-159-1
新潟県長岡市要町1-8-50
新潟県長岡市蓮潟1-2-1

富山県
自遊空間 江尻店
快活CLUB 富山荒川店
快活CLUB 富山掛尾店
コート・ダジュール 富山駅前店

富山県高岡市江尻322
富山県富山市荒川2-15-32
富山県富山市今泉388-1
富山県富山市桜町2-1-1 AMUSE新桜ビルB1F

石川県
快活CLUB 金沢久安店
快活CLUB 金沢福久店
快活CLUB 8号松任店

石川県金沢市久安3-362
石川県金沢市福久東1-23-1
石川県白山市田中町290-1

福井県
快活CLUB 福井米松店

福井県福井市米松2-23-33

山梨県
快活CLUB 甲府上阿原店
コート・ダジュール 甲府昭和店
ラウンドワン山梨石和店
カラオケ ビッグエコー 富士吉田店

山梨県甲府市上阿原町455-1
山梨県中巨摩郡昭和町西条71-1
山梨県笛吹市石和町広瀬737-1
山梨県富士吉田市新西原4-12-15

長野県
ROCK RIVER BAR & GRILL BURGER CHOP
自遊空間 松本インター店
快活CLUB 松本南店
コート・ダジュール 上田産業道路店
快活CLUB 上田バイパス店
自遊空間 湖浜店
自遊空間 諏訪インター店
たまり場 ONE’S
コート・ダジュール 若槻店
快活CLUB 長野若槻店
コート・ダジュール 南高田店
ラウンドワン長野店

長野県松本市大手2-2-4-2F
長野県松本市島立字天白853-1
長野県松本市平田東2-17-6
長野県上田市材木町2-10-1-2F
長野県上田市住吉242-1
長野県諏訪郡下諏訪町高浜6191-3
長野県諏訪市中洲2932
長野県諏訪市末広2-2
長野県長野市稲田1-35-22
長野県長野市稲田2-11-12
長野県長野市高田字高田1928
長野県長野市大字東和田827-6

岐阜県
快活CLUB
快活CLUB
快活CLUB
快活CLUB
快活CLUB
快活CLUB

岐南店
可児店
各務原店
岐阜穂積店
大垣店
岐阜垂井店

岐阜県羽島郡岐南町八剣1-57
岐阜県可児市広見1909-2
岐阜県各務原市鵜沼各務原町1-24
岐阜県岐阜市西河渡3-68-2
岐阜県大垣市築捨町4-67-1
岐阜県不破郡垂井町表佐4915-1

静岡県
快活CLUB 御殿場店
コート・ダジュール 静岡両替町店
Novel
ラウンドワン静岡駿河店
快活CLUB 清水春日店
Symbol
快活CLUB 浜松上島店
自遊空間 浜松萩丘店
ラウンドワン浜松店
DartsHouseB-DAMA
快活CLUB 富士吉原店
ラウンドワン富士店
Wonder
自遊空間 富士青葉通店

静岡県御殿場市茱萸沢95-15
静岡県静岡市葵区紺屋町4-5 するが紺屋ﾋﾞﾙ
静岡県静岡市葵区両替町2-4-9 フィエスタ両替町ビル3F
静岡県静岡市駿河区手越75
静岡県静岡市清水区春日1-5-11
静岡県袋井市月見町9-1-2F
静岡県浜松市中区上島7-2-30
静岡県浜松市中区萩丘2-26-10
静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-17
静岡県浜松市浜北区中条1558-1
静岡県富士市依田原325-1
静岡県富士市八代町4-15
静岡県富士市本市場210-2 メゾンアイエム1F
静岡県富士市本市場29-1

愛知県
快活CLUB 甚目寺店
IT-CAT安城店
快活CLUB 三河安城店
快活CLUB 一宮インター店
快活CLUB 岡崎大樹寺店
アホヤネン 岡崎本店
快活CLUB 蒲郡店
快活CLUB 刈谷店
ダイニングダーツバー T&J
快活CLUB 江南店
快活CLUB 春日井インター店
快活CLUB 西尾店
自遊空間 大府店

愛知県あま市坂牧坂塩17-1
愛知県安城市浜富町6-8
愛知県安城市緑町1-26-5
愛知県一宮市島崎1-2-4
愛知県岡崎市大樹寺3-12-5
愛知県岡崎市牧御堂町油田32
愛知県蒲郡市竹谷町梅藪24-1
愛知県刈谷市新富町4-907
愛知県岩倉市新柳町2-96 新柳ビル1F
愛知県江南市赤童子町桜道23-1
愛知県春日井市東野新町1-1-10
愛知県西尾市山下町八幡山67
愛知県大府市共和町5-66

快活CLUB 知立店
快活CLUB 長久手グリーンロード店
快活CLUB 名和店
ラウンドワン半田店
快活CLUB 半田青山駅前店
ダイニングキッチンカレント
Canaria DARTS＆CAFE
Three In The Black
快活CLUB 豊橋新栄店
ラウンドワン豊橋店
Cafe Bar & DARTS RESTART
STAGE 8
快活CLUB 豊川インター店
コート・ダジュール 豊田店
Lady's cafe＆Amusement Aquo
快活CLUB 西春店
快活CLUB 名古屋競馬場駅前店
快活CLUB 当知店
快活CLUB 四軒家店
快活CLUB 守山店
ラウンドワン千種店
ダーツハイブ 名古屋栄店
Amusement BAR Peace
FUKUROU..
自遊空間 錦店
cafe&restaurant ～classic～
メディアカフェポパイ大須301店
ラウンドワン中川一号線店
LIFT OFF
お酒とダーツ ALOHA
快活CLUB 153号天白植田店
快活CLUB 名古屋楠インター店
快活CLUB 鳴海徳重店
ラウンドワン鳴海店
ダーツバー rosso

愛知県知立市上重原6-35
愛知県長久手市喜婦嶽123
愛知県東海市名和町二番割上62-1
愛知県半田市瑞穂町6-7-8
愛知県半田市青山1-2-5
愛知県半田市有楽町6-120 ミキビル有楽1階
愛知県碧南市音羽町1-117
愛知県豊橋市花田町中ノ坪49-3 フジシロビル1F西
愛知県豊橋市新栄町鳥畷4-1
愛知県豊橋市大岩町字岩田27-2
愛知県豊橋市北山町50-1 コーポ北山2-A
愛知県豊川市御津町西方日暮5-2
愛知県豊川市馬場町薬師85
愛知県豊田市元宮町1-8
愛知県豊田市陣中町2-17-6 松井ビル102号
愛知県北名古屋市弥勒寺西3-112
愛知県名古屋市港区小割通3-8
愛知県名古屋市港区当知3-1203
愛知県名古屋市守山区白山3-503
愛知県名古屋市守山区野萩町1-46
愛知県名古屋市千種区新栄3-20-17 千種駅南ビル8F
愛知県名古屋市中区栄3-32-6 BECOME SAKAE3F
愛知県名古屋市中区栄4-13-10 名北ライオンビル5F
愛知県名古屋市中区錦2-5-25 袋町ビル4階
愛知県名古屋市中区錦3丁目14-21
愛知県名古屋市中区大須1-32-12 TO-BE1F
愛知県名古屋市中区大須3-30-60 大須301ビル7F
愛知県名古屋市中川区法蔵町2-23
愛知県名古屋市中村区中島町3-4-2
愛知県名古屋市中村区道下町3-27-4 長良荘1F
愛知県名古屋市天白区焼山2-2107
愛知県名古屋市北区玄馬町234-1-2F
愛知県名古屋市緑区徳重1-1416
愛知県名古屋市緑区鳴海町字杜若28
愛知県名古屋市緑区鳴海町上汐田225 斉藤ビル1F

三重県
自遊空間 伊勢小俣店
快活CLUB 桑名新西方店
快活CLUB 三重川越店
ラウンドワンみえ川越インターチェンジ店
D-MAX
快活CLUB 四日市野田店
Darts Bar 50/50
快活CLUB 23号津南店
ディノスカフェ久居店
ラウンドワン津・高茶屋店
快活CLUB 鈴鹿中央通店
Bullz Kitchen

三重県伊勢市小俣町宮前698
三重県桑名市新西方2-92
三重県三重郡川越町高松6
三重県三重郡川越町大字南福崎851-1
三重県四日市市諏訪栄町3-4 エルビルB1F
三重県四日市市野田1-2-33
三重県松阪市愛宕町2-57
三重県津市雲出本郷町松縄1746
三重県津市久居北口町48-1
三重県津市高茶屋小森町277-8
三重県鈴鹿市三日市3-23-10
三重県鈴鹿市平田新町1-1 ダイムビルⅢ2階C号

滋賀県
快活CLUB 栗東店
R's STORE
eight(8)
BLACK HORSE
快活CLUB 大津膳所店
ラウンドワン浜大津アーカス店
快活CLUB 長浜店
快活CLUB 彦根店

滋賀県栗東市出庭536
滋賀県栗東市中沢2-4-6
滋賀県草津市野路1-8-22 プリシード南草津ビル2F
滋賀県大津市今堅田2-14-8
滋賀県大津市馬場1-7-9
滋賀県大津市浜町2-1 浜大津アーカス3F
滋賀県長浜市小堀町395-1
滋賀県彦根市高宮町1600-1

京都府
快活CLUB 宇治大久保店
快活CLUB 宇治槇島店
快活CLUB 新田辺駅前店
DROTIKI

京都府宇治市大久保町平盛65-1-2F
京都府宇治市槇島町十八44-8
京都府京田辺市田辺中央1-4-3-2F
京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入ル上柳町334 集栄堂ビル2-A

Kitchin Plus CREAMSODA
快活CLUB 百万遍店
快活CLUB 山科駅前店
快活CLUB 京都桂店
ラウンドワン京都河原町店
自遊空間 京都新京極店
CoLabo18
快活CLUB 171号久世店
ラウンドワン京都伏見店
快活CLUB 京都南インター店
快活CLUB 新堀川店
カラオケスカイ 野田川店

京都府京都市左京区下鴨東本町26-3 デミ洛北1Ｆ
京都府京都市左京区田中門前町28-10-3F・4F
京都府京都市山科区安朱南屋敷町30-7-3F
京都府京都市西京区上桂前田町49-1
京都府京都市中京区河原町通三条下る山崎町250
京都府京都市中京区新京極蛸薬師下る東側町525-1 京都吉本ビルパッサージオ3・4・5階
京都府京都市中京区西ノ京東中合町9
京都府京都市南区久世東土川町19
京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町131
京都府京都市伏見区中島中道町9
京都府京都市伏見区南寝小屋町21
京都府与謝郡与謝野町石川1323-1

大阪府
WISH
メディアカフェCUBE茨木店
ラウンドワン茨木店
快活CLUB 河内長野松ヶ丘店
快活CLUB 26号岸和田店
ラウンドワン岸和田店
ラウンドワン高槻店
自遊空間 堺山本町店
快活CLUB 堺鳳店
ラウンドワン堺中央環状店
快活CLUB 堺百舌鳥店
NEO.DARTS/FACTORY
Darts Bar End
ラウンドワン守口店
Bar RISE
YY
快活CLUB 寝屋川市駅前店
快活CLUB 千里本店
快活CLUB 26号泉佐野店
自遊空間 泉大津店
絆
快活CLUB 長居駅前店
ラウンドワン城東放出店
快活CLUB 内環巽店
A WALK
快活CLUB 南津守店
ビリヤード アンド ダーツ アイボリー
Swan 道頓堀川店
BAGUS-バグース-心斎橋
コート・ダジュール 心斎橋本店
max OSAKA 心斎橋
Harrow's
だーつ処 暁
快活CLUB 道頓堀店
グランサイバーカフェ バグース なんば道頓堀
ラウンドワン 北心斎橋店
ラウンドワン千日前店
Three Monkeys Cafe 大阪天王寺店
ラウンドワン東淀川店
Stylish Bar わんすもあー 野田阪神店
ラウンドワン梅田店
paska
max osaka 梅田店
快活CLUB 天六店
J-BRIDGE
快活CLUB 東大阪荒本店
ラウンドワン東大阪店
スポーツバー月猫
快活CLUB 外環中石切店
快活CLUB 布施駅前店
快活CLUB 八尾宮町店
快活CLUB 外環八尾店
快活CLUB 豊中向丘店

大阪府茨木市橋の内2-8-10 ドウエル橋の内1F
大阪府茨木市沢良宜西1-9-10
大阪府茨木市南清水町3-5
大阪府河内長野市松ヶ丘東町1444-1
大阪府岸和田市作才町1143
大阪府岸和田市八阪町2-11-1
大阪府高槻市辻子3-6-4
大阪府堺市堺区山本町3-85-1
大阪府堺市西区鳳東町7-834
大阪府堺市東区石原町2-241
大阪府堺市北区百舌鳥西之町3-530
大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町4-256 八光ビル2F
大阪府堺市北区北花田町1-52-1 北花田東秀ビル3F
大阪府守口市佐太東町2-6-14 ジャガーグリーン2F
大阪府寝屋川市下神田町33-35 ロータリーマンション萱島西108
大阪府寝屋川市香里北之町2-3 香里北之町ビル1F
大阪府寝屋川市東大利町2-7 1～3F
大阪府吹田市千里山竹園1-5-1-3F
大阪府泉佐野市高松東2-6437
大阪府泉大津市北豊中町2-18-23
大阪府大阪市旭区千林2-14-22 ロイヤルシティⅠ-2F
大阪府大阪市住吉区長居東4-7-8-3F
大阪府大阪市城東区今福南3-4-38
大阪府大阪市生野区巽南5-7-76
大阪府大阪市西成区山王1-16-16
大阪府大阪市西成区南津守6-1-70
大阪府大阪市西淀川区姫里2-10-18
大阪府大阪市中央区宗右衛門町4-9 CANAL PLAZA4F
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-1-10 キュープラザ心斎橋7F
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-3-31
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-16-8 リベットビル3F
大阪府大阪市中央区東心斎橋1-8-14 オープナテビル3F
大阪府大阪市中央区東心斎橋2-4-19 玉屋町ギャラクシービル3号館410号室
大阪府大阪市中央区道頓堀1-2-15-3F～8Ｆ
大阪府大阪市中央区道頓堀1-7-19 中座くいたおれビル2F
大阪府大阪市中央区南船場3-6-18
大阪府大阪市中央区難波1-3-1
大阪府大阪市天王寺区悲田院町8-1-3F
大阪府大阪市東淀川区菅原7-14-29
大阪府大阪市福島区大開1-20-5
大阪府大阪市北区小松原町4-16
大阪府大阪市北区曽根崎1-2-16 梅新セカンドビル2A
大阪府大阪市北区太融寺町5-8 ダイヤモンドレジャービル8F
大阪府大阪市北区天神橋6-7-12 7～9F
大阪府大阪市浪速区日本橋西1-7-27-2F
大阪府東大阪市荒本西1-1-4
大阪府東大阪市若江南町1-2-12
大阪府東大阪市小阪2-10-28 プレアール小坂1F
大阪府東大阪市中石切町6-4-39
大阪府東大阪市長堂1-2-17
大阪府八尾市宮町3-4-66
大阪府八尾市弓削町南3-33
大阪府豊中市向丘2-10-13

ラウンドワン豊中店
快活CLUB 枚方市駅北口店
快活CLUB 1号枚方店
快活CLUB 163号門真店
Darts Bar アージュ
快活CLUB 26号和泉店

大阪府豊中市名神口1-1-1
大阪府枚方市岡本町2-22-2・3F
大阪府枚方市松丘町19-1
大阪府門真市打越町31-6
大阪府門真市北岸和田1-15-26
大阪府和泉市富秋町1004

兵庫県
ラウンドワン伊丹店
快活CLUB 伊丹昆陽店
ラウンドワン加古川店
快活CLUB 250号加古川店
快活CLUB 高砂店
カラオケスカイ 三田店
Darts & Bar THUNDER
カラオケZERO三木志染店
SpArrow
自遊空間 神戸名谷インター店
自遊空間 神戸大蔵谷インター店
快活CLUB 玉津インター店
快活CLUB 三宮駅前店
Far East Darts 神戸店
ラウンドワン三宮駅前店
SHOTBAR Barrel
Swell Cafe
コート・ダジュール 三宮駅前
KARAOKE SURREAL
Darts Bar MIU
Cafe&Diner Dear's
快活CLUB グランド六甲店
BUZZ
ラウンドワン新開地店
快活CLUB 鈴蘭台店
快活CLUB 神戸北店
自遊空間 西宮北口店
快活CLUB 171号西宮店
Pool & Darts Eddie Nishinomiya
快活CLUB 国道2号西宮店
BLOW OUT
Amusement Restaurant & Bar GRAND ROI
ラウンドワン尼崎店
快活CLUB 尼崎立花店
ラウンドワンJR尼崎店
Cafe+Bar Oops!!
ぶらっとステーション名神尼崎店
快活CLUB 姫路飾磨店
ラウンドワン姫路飾磨店
快活CLUB 姫路北条店
ラウンドワン宝塚店
自遊空間 明石駅前店

兵庫県伊丹市昆陽7-29
兵庫県伊丹市山田4-8-38
兵庫県加古川市尾上町安田325-6
兵庫県加古川市野口町長砂1177-5
兵庫県高砂市神爪3-1-1
兵庫県三田市すずかけ台3-2
兵庫県三田市三輪4-1-5 クロスプラザ三輪1F
兵庫県三木市志染町広野1-100
兵庫県神戸市須磨区大黒町3-3-20 アンボワーズ板宿101
兵庫県神戸市垂水区名谷町字前田987-1
兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬633-1
兵庫県神戸市西区玉津町小山125-1-2F
兵庫県神戸市中央区旭通5-3-2 タツミビルディング6・7F
兵庫県神戸市中央区下山手通3-1-18 ラムールトアビル3F
兵庫県神戸市中央区小野柄通6-1-17
兵庫県神戸市中央区中山手通1-9-16 扇港ビルB1F
兵庫県神戸市中央区北長狭通1-21-13 ゴールドウッズレンガ筋ビルB1南
兵庫県神戸市中央区北長狭通1-3-9 DAIビルB1F～5F
兵庫県神戸市長田区北町1-54 高速長田ステーションビル7F
兵庫県神戸市東灘区御影中町3-1-6 吉田ビル1F
兵庫県神戸市東灘区田中町3-8-15 秋月ビル2F
兵庫県神戸市灘区友田町5-2-1-2F
兵庫県神戸市兵庫区小松通3-1-11
兵庫県神戸市兵庫区新開地2-3-4 大京聚楽館ビル
兵庫県神戸市北区山田町小部法殿ノ下25-2
兵庫県神戸市北区有野中町4-8-12
兵庫県西宮市芦原町27-1 オートバックス
兵庫県西宮市丸橋町8-96
兵庫県西宮市中須佐町2-4 ルーチェ西宮1F
兵庫県西宮市六湛寺町1-13-3F
兵庫県尼崎市昭和通1-16-2
兵庫県尼崎市神田北通3-30-2 ミナミクリエイトビル4F
兵庫県尼崎市西難波町4-5-25
兵庫県尼崎市大西町1-16-10
兵庫県尼崎市潮江1-4-5 プラストいきいき館4F
兵庫県尼崎市南塚口町1-3-18 オアーゼビルB1F
兵庫県尼崎市南塚口町5-17-43
兵庫県姫路市飾磨区構2-51
兵庫県姫路市飾磨区中島1-254
兵庫県姫路市北条宮の町403-2F
兵庫県宝塚市栄町1-14-3
兵庫県明石市大明石町1-6-22 ラ・メールビル5F

奈良県
快活CLUB 大和高田店
ふぁみりぃばぁ ポラリス
快活CLUB 大和郡山店
Homies Bar? NAME
自遊空間 奈良三条大路店
FLY
快活CLUB 24号奈良店
ラウンドワン奈良店
Darts Shop Balance Diner

奈良県葛城市東室143-1
奈良県桜井市粟殿602-1 DAIWAピオーネビル7F
奈良県大和郡山市筒井町531-6
奈良県大和郡山市北郡山町42-1
奈良県奈良市三条大路4-1-21
奈良県奈良市杉ケ町32-8 ベルサイユ奈良106号
奈良県奈良市大安寺町553-3
奈良県奈良市大宮町7-1-43
奈良県北葛城郡河合町穴闇35-1

和歌山県
快活CLUB 和歌山岩出店
ラウンドワン和歌山店

和歌山県岩出市備前50
和歌山県和歌山市小雑賀739-3

DARTS & BILLIARD NINE
快活CLUB 紀ノ川大橋店

和歌山県和歌山市森小手穂1382-2
和歌山県和歌山市湊1771-5

鳥取県
ダーツバー ランス
Bar Desperado
Bar Tempest
自遊空間 米子店
PLUSNINE
快活CLUB 米子店
arrows

鳥取県鳥取市永楽温泉町353
鳥取県米子市角盤町2-30-2Ｆ
鳥取県米子市朝日町37
鳥取県米子市東福原2-1-1 わこうビル1F
鳥取県米子市米原2-3-21-1F
鳥取県米子市米原4-5-65
鳥取県米子市万能町134-1F

島根県
Zoo & Zoo
side show
JARROW
LIFE
快活CLUB 出雲店
快活CLUB 松江店
TAP RAP CLUB
Hat

島根県安来市安来町東小路1903 青木ビル1F
島根県隠岐郡隠岐の島町中町目貫の四 隠岐汽船ターミナル3F
島根県益田市駅前町20-21 ソフィテル1F
島根県出雲市渡橋町1212 ララポート1F
島根県出雲市渡橋町754-5
島根県松江市学園1-1-1
島根県松江市菅田町180
島根県浜田市黒川町4180-4F

岡山県
快活CLUB フレスポ高屋店
ラウンドワン岡山妹尾店
Funtazist@
快活CLUB 岡山青江店
快活CLUB 岡山大安寺店
自遊空間 岡山表町店
快活CLUB 倉敷児島店
THuMBs UP
快活CLUB 倉敷水島店

岡山県岡山市中区高屋308-1
岡山県岡山市南区妹尾3413-1
岡山県岡山市北区錦町3-12
岡山県岡山市北区青江5-22-24
岡山県岡山市北区大安寺南町2-6-5
岡山県岡山市北区中山下2-2-1 エスパス岡山6・7F
岡山県倉敷市児島下の町2-1570
岡山県倉敷市松島1065-1 創宅ビル2F
岡山県倉敷市東塚1-312-1

広島県
Luethyi
FELIX
快活CLUB 広島祇園店
快活CLUB 五日市駅前店
ARISE
ダーツエンターテイメントカフェ ルイード タバーン
メディアカフェポパイ 本通店
max 広島本店
ラウンドワン広島店
SEVEN
max 広島駅前店
メディアカフェポパイ 西条店
快活CLUB 東広島西条店
快活CLUB 廿日市店
快活CLUB 福山松永店
快活CLUB 福山緑町店
快活CLUB 福山東深津店
ラウンドワン福山店

広島県呉市広横路1-8-36
広島県呉市中央3-11-16 パークアベニュー8F
広島県広島市安佐南区西原9-15-20
広島県広島市佐伯区吉見園1-27-5F
広島県広島市中区住吉町18-10-1F
広島県広島市中区新天地6-10 本州会館3F
広島県広島市中区本通3-10 サザンビル4～6階
広島県広島市中区薬研堀2-16 ブイビル3F
広島県広島市中区立町3-11
広島県広島市中区流川町2 カートビル5F
広島県広島市南区猿猴橋町4-5 ペンシルビル2F
広島県東広島市西条中央3-5-53
広島県東広島市西条土与丸6-1-16
広島県廿日市市地御前1-10-33
広島県福山市松永町6-11-38-21
広島県福山市松浜町4-5-35
広島県福山市東深津町3-14-11
広島県福山市明神町1-9-28

山口県
快活CLUB 下関長府店
ラウンドワン下関店
自遊空間 岩国駅前店
快活CLUB 山口大内店
快活CLUB 防府店

山口県下関市長府才川1-42-30
山口県下関市東大和町一丁目3-15
山口県岩国市麻里布町6-4-14
山口県山口市大内御堀1505-1
山口県防府市佐波2-7-15

徳島県
Bar 141

徳島県徳島市秋田町2-23 ジョイフルビル4F

快活CLUB 徳島蔵本店
快活CLUB 徳島大学前店
ラウンドワン徳島万代店

徳島県徳島市南庄町4-57-5
徳島県徳島市南常三島町1-5-2F
徳島県徳島市万代町4丁目19-1

香川県
快活CLUB 宇多津店
快活CLUB 高松屋島店
ラウンドワン高松店
快活CLUB 高松福岡町店

香川県綾歌郡宇多津町東分326-1
香川県高松市屋島西町1880-1
香川県高松市松島町2-7-43
香川県高松市福岡町3-5-2

愛媛県
スクラッチ
14-1 FOURTEEN-ONE
COSMODARTS gallery PENTAGON
ラウンドワン松山店
快活CLUB 愛媛重信店
SPORTS＆RESTAURANT BAR SPORT

愛媛県四国中央市川之江町1856-17 共栄ビル2Ｆ
愛媛県松山市一番町2-4-6 第一吾妻ビル3F
愛媛県松山市喜与町1丁目1-4
愛媛県松山市東長戸1-3-10
愛媛県松山市南梅本町1303-1 グルメアベニュー2F
愛媛県松山市二番町1-5-5 Mタワービル5F

高知県
Darts feel MOON
プレイプラン
ラウンドワン高知店

高知県高知市北川添45-3-1F 東側
高知県高知市比島町3-16-17
高知県高知市南宝永町4-12

福岡県
快活CLUB 楽市楽座久留米店
自遊空間 久留米上津バイパス店
コート・ダジュール 福岡行橋店
快活CLUB 福岡伊都店
自遊空間 大牟田南店
ラウンドワン大野城店
快活CLUB 3号二日市店
快活CLUB 直方店
快活CLUB 飯塚店
ダーツハイブ 福岡大名店
CASUAL BAR RAINBOW
ラウンドワン福岡天神店
BAGUS-バグース-天神
自遊空間 天神サザン通り店
DARTS SHOP SASS
ONE OFF WORLD
快活CLUB 和白店
快活CLUB 板付店
max fukuoka 中洲店
ラウンドワン博多半道橋店
快活CLUB 小倉駅南口店
快活CLUB 小倉北店
自遊空間 黒崎店

福岡県久留米市東合川2-2-1-3F
福岡県久留米市本山2-7-11
福岡県行橋市西宮市4-1-12
福岡県糸島市高田5-26
福岡県大牟田市八江町52
福岡県大野城市御笠川1-18-16
福岡県筑紫野市二日市北6-19-19
福岡県直方市下新入388-2-1F
福岡県飯塚市若菜260-1
福岡県福岡市中央区大名1-14-28 第一松村ビル2F
福岡県福岡市中央区天神2-4-19 第8ラインビル5F
福岡県福岡市中央区天神2-6-12
福岡県福岡市中央区天神2-6-32 天神サザン通りパルス4F
福岡県福岡市中央区天神2-7-6 DADAビル5F
福岡県福岡市中央区天神3-4-1 旭栄第一天神ビル9F
福岡県福岡市中央区平尾2-5-16
福岡県福岡市東区和白丘1-2-4
福岡県福岡市博多区西月隈6-1-51
福岡県福岡市博多区中洲4-1-35 中洲岡部ビル3F
福岡県福岡市博多区半道橋2-2-8
福岡県北九州市小倉北区京町2-1-21
福岡県北九州市小倉北区中津口2-2-16 ASOBOX2F
福岡県北九州市八幡西区桜ヶ丘町2-31

佐賀県
ラウンドワン佐賀店
快活CLUB 佐賀本庄店
快活CLUB 鳥栖店

佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木1110
佐賀県佐賀市本庄町本庄969-1
佐賀県鳥栖市鎗田町389-1

長崎県
快活CLUB 長崎空港通り店
快活CLUB 長崎大浜店

長崎県大村市古賀島町524-1
長崎県長崎市大浜町1594-7

熊本県
快活CLUB 上熊本店
快活CLUB 熊本田崎店
快活CLUB 熊本東バイパス店

熊本県熊本市西区上熊本2-17-42
熊本県熊本市西区田崎2-2-88
熊本県熊本市東区上南部2-1-109-2F

自遊空間 熊本十禅寺店
快活CLUB 熊本はません店
快活CLUB 熊本南高江店
自遊空間 熊本清水バイパス店

熊本県熊本市南区十禅寺2-8-3
熊本県熊本市南区田井島2-8-13
熊本県熊本市南区南高江6-6-16
熊本県熊本市北区高平3-42-3

大分県
快活CLUB 大分森町店
ラウンドワン大分店
快活CLUB 別府店

大分県大分市皆春1576-4
大分県大分市萩原2-13-17
大分県別府市京町8-19

宮崎県
快活CLUB 宮崎加納店
ラウンドワン宮崎店
快活CLUB 宮崎一の宮店
快活CLUB 都城店

宮崎県宮崎市清武町加納254-3
宮崎県宮崎市中村東3-4-60
宮崎県宮崎市日ノ出町2-1
宮崎県都城市平江町143

鹿児島県
自遊空間 姶良加治木店
ラウンドワン鹿児島宇宿店
快活CLUB アクロスプラザ与次郎店
快活CLUB 霧島国分店

鹿児島県姶良市加治木町木田2075-1
鹿児島県鹿児島市宇宿2-2-2
鹿児島県鹿児島市与次郎1-7-18-2F
鹿児島県霧島市国分野口町1768-1

沖縄県
快活CLUB 沖縄コザ店
ラウンドワン沖縄宜野湾店
快活CLUB 宜野湾店
ラウンドワン沖縄南風原店

沖縄県沖縄市宮里1-15-15
沖縄県宜野湾市真志喜3-28-8
沖縄県宜野湾市神山1-2-1
沖縄県島尻郡南風原町字兼城552

