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滋賀県
DartsBar DIVE

滋賀県大津市大萱1-17-14

K☆STYLE

滋賀県彦根市小泉町300-15

あそびば真野店

滋賀県大津市真野5丁目36-6

京都府
D-times

京都府京丹後市峰⼭町荒⼭381-1

Guy's

京都府京都市東⼭区末吉町98-3 2F

あそびば久御⼭店

京都府久世郡久御⼭町下津屋北野24

あそびば洛⻄店

京都府京都市⻄京区大枝中⼭町7-134

ダーツカフェ＆バー Chou Chou

京都府福知⼭市中ノ町48-1

大阪府
.Darts Bar MIYAG-Style

大阪府藤井寺市藤井寺1-4-13 沖本ビル2F

A WALK

大阪市⻄成区⼭王1-16-16

Amusement Bar ALLiON

大阪府枚方市川原町5-1

Amusement Bar Eclat

大阪府大阪市北区堂⼭町1-21 モンテビル4F

Amusement Dining Bon Bon

大阪府大阪市北区堂⼭町1-21 モンテビル3F

BAR EN

大阪府大阪市北区天神橋5-7-8 2F

Bar forest

大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-3-2 クイーンズコート2F

Bar glad

大阪府大阪市⻄成区⽟出中1-5-8 メゾンダーバン1F

Bar GODZILLA

大阪府大阪市北区堂⼭町1-16 2F

BAR HAPPYBIRTHDAY

大阪府堺市堺区北⽡町2-1-9 2F

Bar incanto

大阪府池田市石橋3-1-5 クリューソビル3F

Bar

大阪府大阪市北区堂⼭町1-17 萬福ビル4F

Liquor

Bar Northern

大阪府高槻市芥川町2-13-33

Bar OGUTI

大阪府寝屋川市高宮栄町1-1

BAR PADLOCK

大阪府富田林市新家2-12-35

BAR ふたご

大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-8 日宝プロムナード心斎橋5F

Blliard&Darts Break

大阪府大阪市淀川区菅原4-5-25

BONOS

大阪府泉佐野市羽倉崎1-4-46

Cafe＆Bar Falcon

大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目6-10 リップル周防町ビル

Cafe&Bar 海 KAI

大阪府大阪市北区曽根崎2-16-22 ジャスミン曽根崎ビル4F
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cats

大阪府⻄成区⼭王3-1-16

chou chou

大阪府寝屋川市⾹⾥新町9-10

CROSSY天六店

大阪府大阪市北区天神橋７２６

CROSSY梅田店

大阪府大阪市北区兎我野町8-15イースト梅田ビル１F

Darts Shop R ⻑堀橋店

大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビル1F

Dolche

大阪府高槻市北園町15-15 3F

DownTown

大阪府和泉市のぞみ野2丁目1172-3

F

大阪府泉北郡忠岡町忠岡北1-6-12 1F

GLEYA

大阪府和泉市上町436-39

GROTTO

大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-6-8 シャンペンジャムビル3F

Hallelujah

大阪府大阪市北区神⼭町8-12

hide out

大阪府大阪市淀川区⻄中島4-8-29 ⼭よし第8レジャービル2F

Home Bar NOTORO

大阪府大阪市中央区東心斎橋2-8-23 イケダ会館2F

KBY

大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-11 六甲道頓堀プラザ3F

KOOL

大阪府大阪市中央区東心斎橋2-3-13

Little Wing

大阪府茨木市大手町1-5 オーディーハイツ2Ｆ

LJ Dinner Village

大阪府堺市北区北⻑尾町3-5-9

Magic hour

大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-3-7 ロイヤル北川4Ｆ

MIYABI

大阪府大阪市⻄区境川1-6-27

MOEBIUS

大阪府吹田市豊津町9-16 第一ロンヂェビル4階D号

Number Eight

大阪府大阪市中央区東心斎橋2-2-8 新栄タワービル8F

OHANA

大阪府大阪市港区港晴3-1-7 YYビル1F

日宝スターライトビル7F

peace3piece

大阪府堺市堺区翁橋町1-8-6

Percee

大阪府大阪市中央区東心斎橋2-8-5

PG

大阪府大阪市中央区東心斎橋2-2-8 新栄タワービル10F

Qupido

大阪府大阪市中央区宗右衛門町5-26 7階

SEED

大阪府高槻市富田町1-5-7 牧野ビル3階

Shot Bar F

大阪府大阪市北区⻄天満6-6-9 日宝エンパイヤビル2F

SimulationGolf&Darts Gashicoun

大阪府堺市堺区北⽡町2-2-2 タナカアイビル２F

Sound Bar ZERO

大阪府大阪市都島区東野田町3-12-9 京橋プルトンビル3F

Stylish Bar CLEVER

大阪府大阪市中央区東心斎橋2-2-11 2F

Swan心斎橋店

大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-3-7 ロイヤル北川3F

Swan道頓堀川店

大阪府大阪市中央区宗右衛門町4-9 CANAL PLAZA 4F
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VOLVER

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B1F

Weazel

大阪府大阪市中央区東心斎橋2-2-11 3階

zero G

大阪府大阪市北区堂⼭町16-10 3F

あさひ

大阪府大阪市此花区⻄九条1-20-9

あそびば貝塚店

大阪府貝塚市近木1447番地 シェルピアDeux3階

アトリエ

大阪府大阪市浪速区敷津⻄2-4-4 大国町⻘⼭ビル別館1F

アンディエル

大阪府大阪市住吉区⻑居東4-2-7

ギルド

大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-5

⻑居中央ビル1F

はなてんどっとこむ

大阪府大阪市鶴⾒区放出東3-30-31

ビリヤード ボストンクラブ

大阪府堺市⻄区鶴田町30-27

フタバボウル

大阪府泉大津市松之浜町1-2-53

コミックパーク

ゴールデン第一プラザビル7F

ラバラバ食堂

大阪府高槻市城北町2-10-15 ハラベビル2F

花唐草

大阪府富田林市須賀2-19-11

笑酒場

大阪府東大阪市荒本新町8-19 エバーラスティングⅠ 1F

心斎橋 B-TRIP

大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-5ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ第一ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙB1F

北新地 BAR B-TRIP

大阪府大阪市北区曽根崎新地1-7-17 MYビル

兵庫県
Albatross

兵庫県神⼾市中央区中⼭手通1-8-18 互陽ビルBF

Ally's garden

兵庫県姫路市⿂町63番地

Bar Lafeene

兵庫県⻄宮市上大市1丁目2-22-101

CoteKote神⼾

兵庫県神⼾市須磨区太田町2-2-3ベルメゾン井上2F

Night Cafe THANK

兵庫県尼崎市昭和南通4-63 ハッピープラザ1F

カラオケZERO 三木志染店

兵庫県三木市志染町広野1-100

ファンキータイム洲本店

兵庫県洲本市塩屋1-2-19

居酒屋BAR LEVEL UP

兵庫県豊岡市中央町10-5 サンプラザ豊岡501

相席屋

兵庫県神⼾市中央区下⼭手通1-1-1

三宮生田神社前店

第12クリスタルビル

南棟2階

東新ビル3F

奈良県
Balloon

奈良県生駒市本町6-5

BAR LIGHT

奈良県樫原市葛本町710-1ロイヤルハイツ樫原112

あそびば大和高田店

奈良県大和高田市東雲町14-14 オプトボウルタカダ2F

尚希苑

奈良県奈良市富雄北1-1-4 駅前岡ハイツ102

和歌山県
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オーシャンドリーム

和歌⼭県和歌⼭市狐島262-4

ビリヤードニュー東和

和歌⼭県和歌⼭市中之島2255

香川県
パルティ

⾹川県観音寺市観音寺町2967-4
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篠原ビル1F

