
名称 Afroplay ZAP(アフロプレイ ザップ)

住所 札幌市中央区南５条西２丁目　LC拾七番館３F

電話・ＦＡＸ 011-562-5432

代表者 大倉　淳也

営業時間 月～土20：00～6：00、日20：00～4：00

定休日 無休

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,000円

通常料金システム

備考欄

名称 American Darts Bar SunnySideup(サニーサイドアップ)

住所 札幌市中央区南５条西４丁目　日劇ビル２F

電話・ＦＡＸ 011-521-0595・011-213-0125

代表者 小森　英司

営業時間 月～土19：00～5：00

定休日 不定休

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,500円（税別）

　リーグ時は、チャージ・ボードチャージは頂きません！

通常料金システム

・チャージ1,000円

備考欄 表示金額＋消費税10％



名称 AMUSEMENT BAR IMPACT(インパクト)

住所 札幌市中央区南６条西２丁目８－５　フォレストビル７F

電話・ＦＡＸ 011-398-5966・011-398-5977

代表者 高橋　伸也

営業時間 19：00～4：00

定休日 不定休

リーグ時料金システム

・アルコール飲み放題　2,500円

　（ビール、ギネス、ウイスキー、焼酎、カクテルｅｔｃ）

・ノンアルコール飲み放題　2,000円

・フードは別途料金が発生します。

通常料金システム

・チャームチャージ800円、要ワンドリンクオーダー

・飲み放題90分2,000円(４名様以上、チャームチャージなし)

　生ビール、ギネス、ウイスキー、焼酎(芋もOK!)、カクテル、ソフトドリンク

・ゴルフブース１組60分3,000円、追加10分500円

・ビリヤード場代30分500円、カラオケ個室使用料無料

備考欄

ゴルフブース１台、オンラインダーツマシン４台、ビリヤード１台、カラオケ個室４部屋

名称 Bar AQUAVITE(アクアヴィーテ)

住所 札幌市中央区南７条西４丁目２－３　LC五番館ビル２F

電話・ＦＡＸ 011-252-9928

代表者 髙済　達也

営業時間 20：00～7：00

定休日 無休

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,000円

・ソフトドリンク飲み放題　2,500円

・アルコール飲み放題　3,000円

通常料金システム

・チャージ600円（単品の場合）

・2時間飲み放題　2,500円

・無制限投げ放題　1,500円

・2時間投げ飲み放題　3,000円 ※各々＋tax10%

備考欄



名称 Bar LIBERTADORES(リベルタドーレス)

住所 札幌市中央区南７条西４丁目　LC七番館ビル４F

電話・ＦＡＸ 011-513-0162

代表者 髙済　達也

営業時間 18：00～4：00

定休日 無休

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,000円(内チャージ600円)

通常料金システム

・チャージ600円

・ソフトドリンク400円～

・ビール、カクテル600円～

備考欄

名称 Bar RePLAY(リプレイ)

住所 札幌市中央区南５条西５丁目１９　ＬＣ六番館８Ｆ

電話・ＦＡＸ 011-206-9496

代表者 小野寺　乃安

営業時間 17：00～3：00

定休日 不定休

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,000円（チャージ込み）

　チャージ500円、ドリンク１杯400円

・飲み放題（ビール無し）　2,500円

・飲み放題（ビールあり）　3,000円

通常料金システム

・チャージ　500円

・ハードボードチャージ　500円

・ソフトドリンク　400円

・カクテル　600円

備考欄



名称 BAR&DINING GEMSTONE(ジェムストーン)

住所 札幌市中央区南７条西３丁目　JASMAC５番館５F

電話 090-3390-7021

代表者 横田　哲也

営業時間 21：00～5：00

定休日 １月１日～３日

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,500円(内チャージ・ボードチャージ500円)

　ドリンク500円～

通常料金システム

・ノーチャージ、一杯500円～

備考欄

名称 Bar? Synergy(シナジー)

住所 札幌市東区北２３条東１３丁目２－１０　元町ハイツ北２３条１F

電話・ＦＡＸ 011-299-3833・011-299-3802

代表者 長江　厚司

営業時間 20：00～1：00

定休日 日・祝日

リーグ時料金システム

・飲み放題(リーグ終了まで、税込み)

　ソフトドリンクのみ　2,500円

　アルコール込み(生ビールなし)　3,000円

　アルコール込み(生ビールあり)　3,500円

　※見学の方も飲み放題可

通常料金システム

・チャージ1,000円

・ハードボード使用料(1日)　500円

・生ビール　600円

・サワー、焼酎　500円

・ソフトドリンク400円

備考欄

ハードボード２面



名称 B.C.G(ビー．シー．ジー)

住所 札幌市中央区南３条西４丁目　浅野ビル３F

電話・ＦＡＸ 011-241-5352

代表者 渡辺　匠

営業時間 Launch 11：00～18：00　Bar 19：00～27：00

定休日 不定休

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,500円（フード含まず、ダーツグッズ含まず）

・飲み放題　3,500円

通常料金システム

・ビール600円～、ソフトドリンク500円～、フード380円～

・飲み放題（60分980円、90分1,780円、120分2,480円）

・ハンバーグレギュラー590円他

備考欄 ダーツ３台、ビリヤード・大型スクリーンあり

ミニ四駆コース、人生ゲーム、将棋、オセロ、ジェンガetc

昼飲み・昼宴会承ります！

名称 Cafe&Bar&Darts HIDEOUT(ハイドアウト)

住所 札幌市中央区南１条西１１丁目327　ＭＳマテリアルビルB１F

電話・ＦＡＸ 011-212-1042

代表者 田上　拓

営業時間 17：00～2：00

定休日 日曜日

リーグ時料金システム

・飲み放題　3,000円(アルコール有)

・飲み放題　2,500円(ノンアルコール)

通常料金システム

・チャージ500円

・ハードボードチャージ500円

・ソフトドリンク400円～　・生ビール500円～　・カクテル600円～

備考欄



名称 Cafe Bar T's(ティーズ)

住所 札幌市白石区南郷通２丁目１０－６　ホテルモナーク１F

電話・ＦＡＸ 011-863-4442・011-874-0935

代表者 武田　鉄平

営業時間 19：00～LAST

定休日 日曜

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,500円(内チャージ500円)

　アルコール600円～、ソフトドリンク400円

　フードはその都度変わるので、店内ホワイトボードにて

通常料金システム

・ノーチャージ・ノータックス

・生ビール(レーベンブロイ)600円、ギネス800円、瓶ビール700円～

・各ウイスキー700円～、カクテル800円～、ノンアルコールカクテル600円～

・ソフトドリンク500円～

・飲み放題120分2,500円(３名様以上、ラストオーダー20分前)

備考欄

等はすべて生のフルーツ！（季節によってフルーツは変わります）

名称 コーヒーショップ J&D(ジェー　アンド　ディー)

住所 札幌市中央区北５条西１０丁目　大和ビル１F

電話・ＦＡＸ 011-261-6039・011-211-6787

代表者 皆川　裕子

営業時間 19：00～

定休日 日・祝日、第２土曜日(不定)

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,500円(内チャージ500円、チャーム・フード含)

通常料金システム

・ボードチャージ300円(終日)

備考欄

カクテルに使用するグレープフルーツ・オレンジ・レモン・ライム・いちご・パイン・ブルーベリー



名称 DartsBar FANTASISTA(ファンタジスタ)

住所 札幌市中央区南７条西３丁目　LC弐番館７F

電話・ＦＡＸ 011-512-2326

代表者 冨田　秀則

営業時間 19：00～5：00

定休日 無休

リーグ時料金システム

・飲み放題　3,500円

・ミニマム　3,000円

通常料金システム

・チャージ500円

・生ビール500円、焼酎500円～、カクテル600円～、ソフトドリンク500円～

・油そば700円

備考欄

ダーツグッズ購入利用可

名称 Darts Bar TiTO PLUS すすきの(ティトプラスすすきの)

住所 札幌市中央区南３条西４丁目１７－３　J・BOXビル９F

電話・ＦＡＸ 011-206-4116

代表者 藤原　徹弥

営業時間 18：00～3：00

定休日 なし

リーグ時料金システム

・飲み放題　2,500円

・ミニマム　2,500円(チャージ別300円)

通常料金システム

・チャージ300円

・ソフトドリンク400円～

・アルコール500円～

・飲み放題120分2,000円

・ハードボードチャージ600円(通常チャージ込)

備考欄

ダーツマシンは常備10台以上しています。

イタリアンを中心としたFood（500円～）も充実していて、リーグ中のオーダーもお受けしています。



名称 Darts Goods & Bar UNRATED(アンレイテッド)

住所 札幌市中央区南８条西８丁目５１５　南８条アーバンライフ１F

電話・ＦＡＸ 011-211-1433

代表者 小林　豪希

営業時間 13：00～3：00

定休日 なし

リーグ時料金システム

・ソフトドリンク飲み放題　2,000円

・アルコール飲み放題　2,500円

・ビール込み飲み放題　3,000円

※いずれもボードチャージ込

通常料金システム

・13時～19時　ノーチャージ　インコイン　ソフトドリンク300円　アルコール500円

・19時～3時　テーブルチャージ　90min 1,500円　3h 2,500円　終日 3,500円

・飲み放題（1時間）1,000円

備考欄

名称 Darts LUIDA(ルイーダ)

住所 札幌市豊平区平岸４条６丁目３－１１　平岸４・６ビル１F

電話・ＦＡＸ 011-376-5732

代表者 南出　政志

営業時間 19：00～24：00

定休日 水曜・日曜

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,750円(税込)

・飲み放題　3,750円(2時間、税込)

　※共に、ボードチャージ1,000円含

通常料金システム

・飲み放題　3,750円(2時間、税込、チャージ400円、チャーム200円)

備考欄



名称 どん

住所 札幌市中央区南５条西３丁目　ニューススキノビル４F

電話・ＦＡＸ 011-521-1508

代表者 喜多　佑次

営業時間 20：00～LAST

定休日 無休

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,000円（税込、内チャージ1,000円）

・飲み放題 2,500円（税込、ビールなし）

3,100円（税込、ビールあり）

通常料金システム ※別途　TAX10％

・チャージ　1,000円 ・飲み放題 2,500円（税込、ビールなし）

・生ビール　600円 3,100円（税込、ビールあり）

・ソフトドリンク　500円～

・カクテル　600円～

・ダーツ投げ放題　時間無制限　1,000円

備考欄

名称 HIPPIES SAPPORO(ヒッピーズサッポロ)

住所 札幌市中央区南７条西２丁目　リバーサイドビル１Ｆ

電話・ＦＡＸ 011-556-5246

代表者 石田　康司

営業時間 11：00～23：00

定休日 無休

リーグ時料金システム

・ミニマム(ドリンク＆フード)　2,000円(税込)

通常料金システム

・ソフトドリンク380円～　・アルコール500円～

・おつまみ380円～　パスタやピザもあります。

・飲み放題2時間2,000円(２名様以上)

・コース3,500円(２名様以上、飲み放題＆６品付)　予算に応じて対応します。

・各種イベント等　応相談

備考欄



名称 JET(ジェット)

住所 札幌市北区麻生町４丁目１２－６　ＬＣ麻生館３Ｆ

電話・ＦＡＸ 011-746-1662

代表者 大木　元治

営業時間 19：00～5：00

定休日 不定休

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,000円（チャージ300円、ソフトドリンク350円～、アルコール500円～）

・飲み放題　ソフトドリンクのみ2,000円

・飲み放題　アルコールあり2,500円

通常料金システム

・チャージ　300円　ソフトドリンク　350円～　アルコール　500円～

・2時間飲み放題　ソフトドリンクのみ　2,000円　アルコールあり　2,500円

　　　延長　30分500円

備考欄

名称 KOTOSANI(コトサニ)

住所 札幌市西区琴似１条３丁目３－７　ＴＭ２３ビルＢ１Ｆ

電話・ＦＡＸ 011-613-1220

代表者 森山　直行

営業時間 20：00～LAST、リーグ戦時19：00～LAST

定休日 不定休

リーグ時料金システム

・飲み放題　2,750円(税込)

　フード、ダーツグッズ含まず

通常料金システム

・チャージ500円

・ビール、カクテル500円～、ボトル3,000円～、ソフトドリンク400円～

・フード300円～

・お会計時＋税(8％)、一の位切り捨て

備考欄 ハードボード×1面、DARTS LIVE2×1台、D-1×1台、ターボ×1台

製氷機ではなく、かちわり氷使用

酒類豊富・ソフトドリンク多数用意、飲み放題には生ビール(クラシック)含

チャームは昔懐かしい駄菓子



名称 Marumiya(マルミヤ)

住所 札幌市西区琴似１条２丁目６－１５　琴似矢車ビル２F

電話・ＦＡＸ 011-215-6568

代表者 大植　紀和

営業時間 19：00～LAST

定休日 なし

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,000円　ドリンク（アルコール込）３杯付き

・ソフトドリンク飲み放題　2,000円

・アルコール飲み放題　3,000円

・ビール・カクテル込　3,500円

通常料金システム

・チャージ　500円

・ソフトドリンク　400円

・アルコール類　500円～

備考欄

名称 まろうど

住所 札幌市西区山の手２条１丁目４－３

電話・ＦＡＸ 011-614-2414

代表者 樋口　清美

営業時間 18：00～1：00

定休日 日曜

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,000円(内チャームチャージ600円)

　フード(300円～)含

通常料金システム

・チャームチャージ300円

・ボードチャージ300円

・アルコール・カクテルその他500円～

・ソフトドリンク400円～

備考欄



名称 もちこみbar　ROBIN（ロビン）

住所 札幌市北区北２４条西３丁目２－２８　フロンティア２４３

電話・ＦＡＸ 011-788-7002

代表者 松岡　直之

営業時間 17：30～24：00

定休日 月曜日

リーグ時料金システム

・飲み放題（ソフトドリンク）　2,000円

・飲み放題（アルコール）　3,000円

通常料金システム

・ソフトドリンク飲み放題　2,000円（時間無制限）

・アルコール飲み放題　1,000円（1時間）

・アルコール飲み放題　2,000円（2時間）

・アルコール飲み放題　3,000円（時間無制限）

※ダーツ（ソフト・ハード）投げ放題

備考欄

名称 PATCHE(パッチー)

住所 札幌市中央区南５条西４丁目９－３　ライラックビル４Ｆ

電話・ＦＡＸ 011-561-9750

代表者 橋本　征明

営業時間 19：00～4：00

定休日 不定休

リーグ時料金システム

・飲み放題　2,500円

通常料金システム

・飲み放題　3,000円

・チャージ　男性1,600円　女性1,100円

備考欄



名称 PROST(プロースト)

住所 札幌市中央区南３条西３丁目　サンスリービル６F

電話・ＦＡＸ 011-271-3944

代表者 羽吹　浩貴

営業時間 平日18：00～6：00、日・祝日18：00～0：00

定休日 不定休

リーグ時料金システム

・飲み放題　3,000円(ボードチャージ500円込)

　おつまみ付き

通常料金システム

・20時以降　チャージ540円

・ドリンク　540円～

・飲み放題　2時間2,500円(2名様～)

・投げ放題のみもあります

備考欄

名称 PUB&DARTS SCRAP(スクラップ)

住所 札幌市中央区南７条西３丁目　BELL７番館４F

電話・ＦＡＸ 011-511-6566

代表者 宗廣　貴之

営業時間 22：00～LAST

定休日 無休

リーグ時料金システム

・ミニマム 2,500円(スナック付)、フード別

　(チャージ1,000円、オールドリンク500円)

Tax無し

通常料金システム

・チャージ2,000円

・飲み放題3,000円(2時間)

・ソフトドリンク600円～

・アルコール700円～　　　　Tax...10%

備考欄 ダーツ、カラオケ有

ダーツ投げ放題有(2時間1,000円～)



名称 Rhythm & Bulls(リズム＆ブルズ、R&B)

住所 札幌市中央区南４条西５丁目３－３　第2観光会館ビル５F

電話・ＦＡＸ 011-213-0772

代表者 牛坂　泰男

営業時間 20：00～2：00

定休日 木曜

リーグ時料金システム

・飲み放題　3,000円

通常料金システム

・貸し切りのみ飲み放題あり

　3,500円～/1人 MAX15名くらいまで

・チャージ2,000円

・ドリンク500円～

備考欄 リーグ戦以外、ダーツは投げられません

名称 SECOND SPACE(セカンドスペース)

住所 札幌市中央区南４条西５丁目　シャンゼリゼビル２F

電話・ＦＡＸ 011-596-7332

代表者 上村　有紀

営業時間 20：00～6：00

定休日 無（不定休）

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,500円

　（チャージ500円、ボードチャージ500円、ドリンク500円～）

通常料金システム

・飲み放題3,000円

・ダーツチャージ500円

・テーブルチャージ500円

　　1ドリンク500円～

・各種宴会プラン有（貸切等応相談）　・フード各種有

備考欄

｝ダーツ投げ放題(1,000円)の方のみ



名称 sports bar nine(ナイン)

住所 札幌市中央区南７条西４丁目　第２北海アバンティビル２F

電話・ＦＡＸ 011-561-0009

代表者 野澤　賢太

営業時間 18：00～5：00

定休日 無休

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,000円(内チャージ300円)

　１ドリンク500円、フード含まず

通常料金システム

・チャージ300円、1ドリンク500円

・飲み放題2,500円(ビールあり)

・飲み放題2,000円(ビールなし)

備考欄

名称 Zephyr(ゼファー)

住所 札幌市中央区南６条西６丁目２－１０　ワタナベビルＢ１F

電話・ＦＡＸ 011-596-7099

代表者 岡本　香晴

営業時間 19：00～7：00

定休日 不定休

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,000円(内チャージ500円)

通常料金システム

・チャージ1,000円、チャーム500円＋Drink料

・90分飲み放題　ビール有　3,000円

　　ビール無　2,500円

備考欄



名称 ～ラムしゃぶと和食ダイニング　粋処　翠樹～(すいじゅ)

住所 札幌市西区琴似１条２丁目６－１５　琴似矢車ビル２F

電話・ＦＡＸ 011-839-7085

代表者 西森　裕樹

営業時間 17：00～3：00

定休日 火曜日

リーグ時料金システム

・ミニマム　2,000円

・飲み放題　3,000円

通常料金システム

・ラムしゃぶ食べ放題飲み放題　3,500円(90分税込み)

・お通し　300円 ・和食　280円～

・ソフトドリンク　280円 ・ビール　380円

・アルコール　380円～ ・日本酒　480円～

・tax　10％ ・ダーツ　インコイン

備考欄

名称

住所

電話・ＦＡＸ

代表者

営業時間

定休日

リーグ時料金システム

通常料金システム

備考欄


