
地区 店舗名 まるっと割対象校（マイボールの部） まるっと割対象校（ハウスボールの部） 地区 店舗名 まるっと割対象校

北海道 旭川店 旭川大学 旭川大学 北海道 旭川店 北海道旭川永嶺高等学校

札幌２１条店 北海道科学大学 東海大札幌 札幌２１条店 藤女子大学

札幌白石店 酪農学園大学 中の島中学校 札幌白石店 北翔大学

札幌すすきの店 北海道大学 北海学園大学 札幌すすきの店 北海学園札幌高校

函館店 函館市医師会看護リハビリテーション学院 北海道教育大学 函館店 函館市医師会看護リハビリテーション学院

東北・北陸 青森店 筒井中学校 青森市立甲田中学校 東北・北陸 青森店

盛岡店 盛岡市立高等学校 富士大学 盛岡店 盛岡市立高校

仙台苦竹店 石巻専修大学 仙台育英学園高等学校 仙台苦竹店 東北学院高校

秋田店 秋田県立大学 秋田県立大学 秋田店 秋田西高校

福島店 仙台大学 国際ビジネス公務員大学校 福島店 日本大学

郡山店 郡山ヘアメイクカレッジ 国際ビジネス公務員大学校 郡山店 郡山健康科学専門学校

金沢店 埼玉大学 春江東小学校 金沢店 小松北高校

甲信越 山梨石和店 山梨学院短期大学 山梨学院短期大学 甲信越 山梨石和店 山梨県立中央高等学校

新潟店 新潟大学 新潟大学 新潟店 新潟デザイン専門学校

長野店 信州大学 清泉女学院 長野店 須坂創成高校

関東 宇都宮店 錦小学校 宇都宮大学 関東 宇都宮店 宇都宮短期大学附属高等学校

前橋店 前橋准看護学校 前橋准看護学校 前橋店 日本大学

大宮店 立教大学 日進中学校 大宮店

朝霞店 東洋大学 拓殖大学 朝霞店 東洋大学

上尾店 上尾鷹の台高校 上尾鷹の台高校 上尾店 東京学芸大学

さいたま・栗橋店 日本工業大学 共栄大学 さいたま・栗橋店 帝京大学

入間店 駒澤大学 明星大学 入間店 立正大学

草加店 平方小学校 共栄大学 草加店 埼玉大学

さいたま・上里店 本庄市立本庄南中学校 鎌倉女子大学初等部 さいたま・上里店 神川中学校

ららぽーと新三郷店 星槎国際高等学校 三郷北高校 ららぽーと新三郷店 東京農業大学

さいたま・鴻巣店 日本工業大学 神奈川大学 さいたま・鴻巣店 吹上北中

八千代村上店 千葉黎明高等学校 日本大学 八千代村上店 千葉県立市川昴

市原店 大原学園千葉校 帝京大学短期大学 市原店 宮崎小学校

習志野店 東京理科大学 東京理科大学 習志野店 東邦大学

市川鬼高店 千葉商科大学付属 日本大学 市川鬼高店 千葉県立市川昴

アリオ柏店 千葉県立我孫子東高等学校 東京理科大学 アリオ柏店 立正大学

南砂店 東京理科大学 日本大学第一中学高等学校 南砂店 東京都立小松川高校

町田店 HAL東京 多摩大学 町田店 法政大学

板橋店 八潮高校 日本大学第一中学高等学校 板橋店 日本大学

武蔵村山店 國學院大學 國學院大學 武蔵村山店 都立武蔵村山高校

府中本町駅前店 日本大学第一中学高等学校 日本大学第一中学高等学校 府中本町駅前店 法政大学

DC東京プラザ店 晴海中学校 DC東京プラザ店 日本大学

池袋店 明治大学 中央国際高等学校 池袋店 慶應義塾大学

吉祥寺店 東京農業大学 国学院久我山高校 吉祥寺店 拓殖大学

高津店 生田東高等学校 生田東高等学校 高津店

横浜駅西口店 東京工業大学 明治学院大学 横浜駅西口店 開成高等学校

川崎大師店 南大師中学校 四谷小学校 川崎大師店 産業能率大学

横浜綱島店 神奈川大学 東京理科大学 横浜綱島店 関東学院大学

ららぽーと湘南平塚店 南戸塚中学校 南が丘中学校 ららぽーと湘南平塚店 荻野小学校

東海 中川１号線店 東海学園大学 中央大学 東海 中川１号線店 中京大学

カラオケ

割引対象期間：２０２２年１月１６日（日）～２０２２年２月１５日（火）

ボウリング



鳴海店 中京大学 中京大学 鳴海店 大同大学

千種店 名古屋大学 名城大学 千種店

名古屋西春店 大原簿記情報医療専門学校 名城大学 名古屋西春店 名古屋芸術大学

半田店 武豊高校 東海学園大学 半田店 高浜中学校

豊橋店 京都大学 東海学園大学 豊橋店 岡崎学園高等学校

富士店 静岡県立富岳館高等学校 星陵高校 富士店 常葉大学

浜松店 浜松市立天竜中学校 浜松市立天竜中学校 浜松店 浜松学院大学短期大学部

静岡駿河店 静岡大学 長田西中学校 静岡駿河店 東海大学

モレラ岐阜店 朝日大学 朝日大学 モレラ岐阜店 岐阜県立岐阜商業高等学校

みえ川越IC店 東海学園大学 三重大学 みえ川越IC店 四日市工業高等学校

津・高茶屋店 中部大学 松阪工業高等学校 津・高茶屋店 高田短期大学

イーアス春日井店 中部大学 東部中学校 イーアス春日井店 名古屋ビジュアルアーツ

関西 浜大津アーカス店 立命館大学院 滋賀県立大学 関西 浜大津アーカス店 龍谷大学

京都河原町店 京都大学 京都文教 京都河原町店 同志社大学

京都伏見店 田辺高等学校 京都コンピューター学院 京都伏見店 神川中学校

三宮駅前店 兵庫県立神戸工業高等学校 神戸学院大学 三宮駅前店 神戸市立科学技術高等学校

JR尼崎店 立命館大学 立命館大学 JR尼崎店 園田学園女子大学

伊丹店 甲南大学 甲南大学 伊丹店 兵庫県立宝塚東高等学校

加古川店 クラーク記念国際高等学校姫路キャンパス 大阪経済大学 加古川店 兵庫県立加古川南高等学校

姫路飾磨店 市川高校 別所小学校 姫路飾磨店 国立明石工業高等専門学校

東淀川店 追手門学院大学 近畿大学 東淀川店 大阪産業大学

城東放出店 追手門学院大学 Ｎ高等学校 城東放出店 大阪経済大学

豊中店 関西大学 豊中市立第十三中学校 豊中店 芦屋大学

高槻店 東海大大阪仰星 追手門学院大学 高槻店 高槻市立第六中学校

守口店 N高等学校 四條畷大学 守口店

東大阪店 八尾北高校 近畿大学 東大阪店 近畿大学

堺中央環状店 美原高校 東百舌鳥高校 堺中央環状店 阪南高校

堺駅前店 住吉商業高等学校 大阪工業大学 堺駅前店 甲南大学

枚方店 大阪成蹊大学 びわこ成蹊スポーツ大学 枚方店 大阪国際大学

岸和田店 関西大学 大阪川﨑リハビリテーション大学 岸和田店 阪南大学

梅田店 関西大学 甲南大学 梅田店 同志社女子大学

千日前店 近畿コンピューター電気専門学校 住吉第一中学校 千日前店 関西外国語大学

ららぽーと和泉店 桃山学院大学 大阪狭山市立南中学校 ららぽーと和泉店 南池田中学校

奈良ミ・ナーラ店 関西大学 奈良歯科衛生士専門学校 奈良ミ・ナーラ店 一条高校

和歌山店 日本福祉大学 立命館大学 和歌山店 和歌山県立医科大学

中国・四国・九州・沖縄 岡山妹尾店 岡山商科大学 玉島高校 中国・四国・九州・沖縄 岡山妹尾店 倉敷鷲羽

広島店 広島県瀬戸内高等学校 福山平成大学　 広島店 広島経済大学

福山店 おかやま山陽高等学校 福山工業高校 福山店 福山平成大学

徳島・万代店 びわこ成蹊スポーツ大学 徳島大学 徳島・万代店 四国大学

高松店 高松中央高校 高松中央高校 高松店 高松桜井高校

松山店 愛媛大学 松山大学　 松山店 愛媛県立松山商業高校

高知店 高知東工業高校 丸の内高校 高知店 高知工科大学

福岡天神店 福岡大学 福岡大学 福岡天神店 桃山学院大学

小倉店 九州工業大学 九州工業大学 小倉店 九州工業大学

博多半道橋店 東吉塚小学校 久留米大学 博多半道橋店 ESPエンタテインメント福岡

大野城店 北海道大学 福岡工業大学 大野城店 九州産業大学

佐賀店 佐賀大学 佐賀女子高校 佐賀店 佐賀大学附属中学校

大分店 広島大学 熊本学園大学 大分店 大分大学

熊本店 東海大学 東海大学 熊本店 東海大学

宮崎店 大阪体育大学 環太平洋大学 宮崎店 日向学院中学校

鹿児島宇宿店 鹿児島大学 鹿屋体育大学 鹿児島宇宿店 和田中学校

沖縄・宜野湾店 宜野湾高校 宜野湾高校 沖縄・宜野湾店 沖縄県立西原高等学校

沖縄・南風原店 中部商業高校 那覇商業高校 沖縄・南風原店 沖縄大学


