
所在地 センター・P/S名 郵便番号 住所

北海道 厚別パークボウル 004-0053 北海道札幌市厚別区厚別中央3条4丁⽬5-1

北海道 サンコーボウル 063-0814 北海道札幌市⻄区琴似4条7丁⽬

北海道 ディノス札幌⽩⽯店 003-0023 北海道札幌市⽩⽯区南郷通1丁⽬北8番1号

⻘森 サンサンボウル 038-3107 ⻘森県つがる市柏稲盛幾世４１

⻘森 弘前ファミリーボウル 036-8091 ⻘森県弘前市⾼崎2-15-1

岩⼿ ボウリングクオリア 023-0003 岩⼿県奥州市⽔沢区佐倉河道下26-1-3F

宮城 スターボウル名取店 981-1240 宮城県名取市愛島郷1丁⽬1番地1

宮城 ボウルジャンボフォルテ 989-1267 宮城県柴⽥郡⼤河原町⼩島3-1

秋⽥ 北星ボウルアネックス 017-0042 秋⽥県⼤館市観⾳堂304

秋⽥ 能代スポーツセンター 016-0831 秋⽥県能代市元町14-6

秋⽥ ロックンボウル 010-0041 秋⽥県秋⽥市広⾯字⻑沼31

秋⽥ 仙北ファミリーボウル 014-0026 秋⽥県⼤仙市⼤曲丸の内町35-8

秋⽥ はまなすファミリーボウル 018-0604 秋⽥県由利本荘市⻄⽬町沼⽥新道下1112-1

⼭形 ⽶沢ボウリングレーンズ 992-0045 ⼭形県⽶沢市中央1-8-11

福島 福島オークラボウル 960-8151 福島県福島市太平寺字過吹11-1

栃⽊ 宇都宮第⼆トーヨーボウル 320-0846 栃⽊県宇都宮市滝の原2-4-40

茨城 坂東ファミリーボウル 306-0632 茨城県坂東市辺⽥字原新1104-1

茨城 ⼤学ボウル ⼟浦本店 300-0051 茨城県⼟浦市真鍋4-14-21

茨城 ⼤学ボウル ⽔⼾店 310-0836 茨城県⽔⼾市元吉⽥町1059-3

茨城 サウンドボウル ⽜久店 301-0031 茨城県⿓ヶ崎市庄兵衛新⽥町282

茨城 ⽯下ボウル 300-2707 茨城県常総市本⽯下4421-1

群⾺ 藤岡ボウル 375-0054 群⾺県藤岡市上⼤塚1730-1

群⾺ エメラルドボウル 371-0033 群⾺県前橋市国領町2-13-38

群⾺ ドリームスタジアム太⽥ 373-0815 群⾺県太⽥市東別所町47

群⾺ パークレーン⾼崎 370-0807 群⾺県⾼崎市歌川町8

⼭梨 ダイトースターレーン 400-0105 ⼭梨県甲斐市下今井3681-1

⼭梨 ⼤丸パークレーンズ 409-3821 ⼭梨県中央市下河東3053-1

⼭梨 都留ファミリーボウル 402-0053 ⼭梨県都留市上⾕6-7-13

埼⽟ アオキグランドボール 332-0032 埼⽟県川⼝市中⻘⽊3-8-17

埼⽟ 松原スターボウル 340-0011 埼⽟県草加市栄町3-1-37

埼⽟ サイオスボウル 358-0003 埼⽟県⼊間市豊岡2-1-1

埼⽟ ウニクスボウル 350-0026 埼⽟県川越市泉町１番地



神奈川 川崎グランドボウル 210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町11-14

神奈川 相模原パークレーンズ 252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原2-7-4

神奈川 スポルト横須賀 238-0041 神奈川県横須賀市本町2-1-12

神奈川 タチバナボウル 213-0023 神奈川県川崎市⾼津区⼦⺟⼝313

神奈川 コロナキャットボウル⼩⽥原 256-0813 神奈川県⼩⽥原市前川２１９−４

神奈川 神奈中平塚ボウル 254-0034 神奈川県平塚市宝町10-4 5F

神奈川 ミネボウル 252-1114 神奈川県綾瀬市上⼟棚南5-5-7

東京 ⾼⽥⾺場GB 169-0075 東京都新宿区⾼⽥⾺場1-35-3-8F

東京 東京ポートボウル 105-0023 東京都港区芝浦1-13-10-7F

東京 東⼤和GB 207-0022 東京都東⼤和市桜が丘1-1330-19-2F

東京 笹塚ボウル 151-0073 東京都渋⾕区笹塚1-57-10

東京 新東京ダイヤモンドボウル 197-0003 東京都福⽣市熊川町武蔵野1499-1

東京 平和島スターボウル 143-0006 東京都⼤⽥区平和島1

⻑野 アストロボウル 395-0032 ⻑野県飯⽥市主税町20

⻑野 新飯⽥オークラボウル 395-0025 ⻑野県飯⽥市東中央通5

⻑野 ヤングファラオ 381-0034 ⻑野県⻑野市⾼⽥字久保1174

静岡 神明ボウル 420-0009 静岡県静岡市葵区神明町71-1

静岡 狐ヶ崎ヤングランドボウル 424-0871 静岡県静岡市清⽔区上原1-6-16

静岡 毎⽇ボウル 431-3122 静岡県浜松市東区有⽟南町1867

静岡 浜松グランドボウル 431-3125 静岡県浜松市東区半⽥⼭5-36-1

静岡 柿⽥川パークレーンズ 411-0902 静岡県駿東郡清⽔町⽟川61-2

愛知 知⽴イーグルボウル 472-0024 愛知県知⽴市宝町塩掻58

愛知 コロナキャットボウル安城 446-0022 愛知県安城市浜富町6-8

愛知 コロナキャットボウル半⽥ 475-0838 愛知県半⽥市旭町3-10

愛知 コロナキャットボウル豊川 442-0824 愛知県豊川市下⻑⼭町上アライ14-1

愛知 プロショップＢＡＮ星が丘 464-0802 愛知県名古屋市千種区星が丘元町16-45

愛知 コロナキャットボウル⼩牧 485-0083 愛知県⼩牧市村中新町33

愛知 コロナキャットボウル中川 454-0954 愛知県名古屋市中川区江松三丁⽬110番地

愛知 岡崎サンボウル 444-0008 愛知県岡崎市洞町字的場16-1

愛知 名古屋グランドボウル 459-8001 愛知県名古屋市緑区⼤⾼町字忠治⼭12-1

愛知 東名ボール 489-0972 愛知県瀬⼾市⻄原町2-114

岐阜 コロナキャットボウル⼤垣 503-0808 岐⾩県⼤垣市三塚町字⻄沼523-1-2F

岐⾩ OS BOWL 505-0044 岐⾩県美濃加茂市加茂川町3-8-15

岐⾩ 多治⾒パークレーンズ 507-0818 岐⾩県多治⾒市⼤畑町５−１５６



三重 伊賀にんにんボウル 518-0825 三重県伊賀市⼩⽥町泥畑270

三重 オレンジボウルイオンモール桑名店 511-0863 三重県桑名市新⻄⽅1-43

福井 アルプラザ鯖江 916-0038 福井県鯖江市下河端町16字下町6-1

富⼭ 富⼭地鉄ゴールデンボウル 930-0018 富⼭県富⼭市千歳町1-1

⽯川 コロナキャットボウル⾦沢 920-0333 ⽯川県⾦沢市無量寺

奈良 エムボウル 633-0241 奈良県宇陀市榛原区下井⾜49-1

滋賀 エースレーン草津 525-0059 滋賀県草津市野路３丁⽬１−５

⼤阪 関⼤前フタバボウル 565-0842 ⼤阪府吹⽥市千⾥⼭東1-7-18

⼤阪 アロー⼋尾 581-0025 ⼤阪府⼋尾市天王寺屋2-68

⼤阪 アロー松原 580-0006 ⼤阪府松原市⼤堀1-1-9

⼤阪 紀の川ボウル 649-6213 和歌⼭県岩出市⻄国分656-1

⼤阪 ⼼斎橋サンボウル 542-0086 ⼤阪府⼤阪市中央区⻄⼼斎橋2-9-28

⼤阪 なわてボウル 575-0033 ⼤阪府四條畷市美⽥町1-39

京都 サンケイボウル 620-0882 京都府福知⼭市字堀⼩字下⾼⽥2346

兵庫 神⼾六甲ボウル 657-0035 兵庫県神⼾市灘区友⽥町5-2-1

岡⼭ ネグザスボウル 702-8058 岡⼭県岡⼭市南区並⽊町2-14-15

⿃取 ⿃取スターボウル 680-0801 ⿃取県⿃取市松並町2-135

島根 出雲会館センターボウル 693-0004 島根県出雲市渡橋町112

島根 益⽥ボウリング 698-0027 島根県益⽥市あけぼの東町2-1

広島 ボウリングショップアップ 730-0047 広島県広島市中区平野町11-32

広島 キャッスルボウル福⼭ 721-0974 広島県福⼭市東深津町4-16-25

広島 コロナキャットボウル福⼭ 721-0953 広島県福⼭市⼀⽂字町２４−１

愛媛 アクアボウル 795-0012 愛媛県⼤洲市⼤洲字⼭根1024

⾹川 丸⻲スターボウル 763-0082 ⾹川県丸⻲市⼟器町東6-457-1

⾹川 アミュージアム⾼松 761-8071 ⾹川県⾼松市伏⽯町字井出東2144番地9-2階

福岡 ⼩嶺シティボウル  807-0081 福岡県北九州市⼋幡⻄区⼩嶺1-7-7 3階

福岡 コロナ⼩倉 803-0801 福岡県北九州市⼩倉北区⻄港町27-5

熊本 パスカワールド 864-0012 熊本県荒尾市本井⼿１５７４番５４

熊本 パスカ宇⼟ 869-0418 熊本県宇⼟市善道寺町95

宮崎 宮崎エースレーン 880-0812 宮崎県宮崎市⾼千穂通1-3-22

⿅児島 国分スターレーン 899-4344 ⿅児島県霧島市国分野⼝北1619

⿅児島 サンライトゾーン 890-0068 ⿅児島県⿅児島市東郡元町1-10

沖縄 エナジックボウル美浜 904-0115 沖縄県中頭郡北⾕町字美浜9番地の8


