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KITAKANTOHAREA
君の町に､ナムコ店舗はあるかな？
日本全国約450店舗となるナムコのお店。
地区別ランキングとともに大紹介。
北関東には38店舗！みんなで来てね!!
（2000年3月現在）

プレイシティキャロット
ららぽーと志木店

石岡高喜店
〒315-0014  茨城県石岡市国府3-4-19 石岡高喜店屋上
（営業時間9:30～19:00） ☎0299-23-1101

プレイシティキャロット日立店
〒316-0036  茨城県日立市鮎川町6-7-25
（営業時間11:00(土日祝10:00)～24:00）

☎0294-34-1010

ナムコランドさかい
ショッピングセンター店
〒306-0433
茨城県猿島郡境町字鹿島下1327-1 
さかいショッピングセンター内 2F
（営業時間10:00～21:00）

☎0280-81-1860

茨城県
丸広南浦和店
〒336-0018  埼玉県浦和市南本町1-7-4 丸広南浦和店内6F
（営業時間10:00～19:30） ☎048-861-3871

丸広入間店
〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-6-12 丸広入間店内4F・屋上
（営業時間10:00～19:30） ☎0429-66-1193

ナムコ・
ワンダーシティ与野
〒338-0004  埼玉県与野市本町西3-8-10
（営業時間11:00(土日祝10:00)～24:00）

☎048-855-1131

丸広飯能店
〒357-0035 埼玉県飯能市柳町22-11 丸広飯能店内8F
（営業時間10:00～19:30） ☎0429-71-3661

丸広百貨店
〒350-8511 埼玉県川越市新富町2-6-1 丸広百貨店屋上
（営業時間10:00～19:30） ☎0492-24-2572

丸広上尾店 〒362-0036
埼玉県上尾市宮本町1-1 丸広上尾店屋上
（営業時間10:00～19:30）

☎048-777-1229

プラボ上尾店
〒362-0075 埼玉県上尾市柏座1-13-20
（営業時間10:00～24:00） ☎048-776-4379

プリッズ桶川店
〒363-0001 埼玉県桶川市加納164
（営業時間10:00～24:00） ☎048-771-7821

丸広東松山店
〒355-0016 埼玉県東松山市材木町19-30 丸広東松山店内5F
（営業時間10:00～19:30） ☎0493-22-9996

ジャスコ神保原駅前店ナムコランド
〒369-0305
埼玉県児玉郡上里町神保原495ジャスコ神保原駅前店内2F
（営業時間 (月火木金日 10:00～20:00)(水土 10:00～21:00))

☎0495-33-9214

ニットーモール
ナムコランド店

〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座2-123-1 ニットーモール内3F
（営業時間10:00～20:00） ☎048-526-1737

熊谷ナムコランド店
〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座2-87-1
（営業時間10:00～24:00） ☎048-527-3675

ナムコ・ワンダーシティ岩槻
〒339-0042  埼玉県岩槻市府内2-1-12
（営業時間10:00～24:00）
（一部風営対象外コーナーのみ／月～木日祝10:00～26:00(金土･祝前日27:00)）

☎048-798-7615

加須カタクラパークナムコランド
〒347-0068  埼玉県加須市大門町20-58 加須カタクラパーク2F
（営業時間10:00～20:00） ☎0480-62-0826

ナムコランド越谷
〒343-0856
埼玉県越谷市谷中町2-55-2
（営業時間10:00～24:00）

☎0489-60-2021

イトーヨーカドー大宮店
〒330-0843  埼玉県大宮市吉敷町4-242-1
イトーヨーカドー大宮店内 3F
（営業時間10:00～20:00） ☎048-648-5631

プラボ春日部店
〒344-0007  埼玉県春日部市大字小淵字前田201-1
（営業時間10:00～24:00） ☎048-760-1016
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ダイエー川口店ナムコランド
〒332-0012  埼玉県川口市本町2-7-25 ダイエー川口店内 3F
（営業時間10:00～20:00） ☎048-223-9507

ナムコランド川口
〒333-0866  埼玉県川口市大字芝字梅ヶ坪4356
（営業時間10:00～24:00） ☎048-267-1026

プラボ川口店
〒333-0848  埼玉県川口市芝下1-8-5
（営業時間12:00(日祝11:00)～24:00） ☎048-261-1032

ジャスコ北戸田店
ナムコランド
〒335-0032
埼玉県戸田市美女木東1-3-1 
ジャスコ北戸田店内3F･4F
（営業時間10:00～20:00）

☎048-422-3873

広さBEST3
W.C.岩槻

PB宇都宮店

W.C.与野

駅から近さBEST3
PB上尾店

ジャスコ神保原駅前NL店

イトーヨーカドー大宮NL店

パーキング広さBEST3
ジャスコ栃木NL店

ジャスコ北戸田NL店

PS太田店

ニットーモールNL店

1位
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3位

1位
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約2分

約2分

約2分

約2000台

約1700台

約1500台

約514坪

約520坪

約500坪足利モールNL・アピタ足利NL店

PS太田店

W.C.岩槻

PB倉賀野店

1位
2位
3位

複合店舗度BEST3
パチンコ、カラオケ、シネマ、温泉etc 
1日中遊べる複合アミューズメント施設です。

ファミリーレストラン、カラオケ、マンガ図書館、コズミ
ックビリヤード（マンガ、ビリヤードは自社）の複合です。

ファーストフード、ファミリーレストラン、
カラオケの複合です。

スズラン百貨店(1969年OPEN)

石岡高喜店(1970年OPEN)

丸広東松山店(1970年OPEN)

1位
2位
2位

レトロ度BEST3

キンカ堂佐野NL

面白店長度BEST3

写真を見て
いただければ･･･

すごくやさしく色々と教えてくれる店長の
アダ名は“マッキー大場”。お店に来たら
“マッキー”と叫ぼう!!（店長がすごい笑
顔であなたを迎えてくれます）
PS：何かサービスしてくれるかも!?

とにかく元気でお客様
相手にマシンガントー
ク炸裂!!店内のバルー
ンも店長のお手製です。

ニットーモールNL店PB春日部店
松倉店長 大場店長 宮田店長

1位 2位 3位

〒353-0004  埼玉県志木市本町5-17-5 ららぽーと志木店内6F
（営業時間10:00～20:00） ☎048-474-0179

NL:ナムコランド　PB:プラボ　PS:プリッズ　WC:ワンダーシティ
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スズラン百貨店
〒370-8555 群馬県高崎市宮元町13-1 スズラン百貨店内7F
（営業時間10:00～19:00） ☎027-323-9446

プレイシティキャロットエメラルドボウル店
〒371-0033 群馬県前橋市国領町2-13-38 エメラルドボウルビル内4F
（営業時間12:00(土日祝9:00)～24:00(土25:00)）

☎027-232-0915

プレイシティキャロットパークレーン店
〒370-0807 群馬県高崎市歌川町8番地 児玉ビル内
（営業時間10:00～24:00(土25:00)）

☎027-328-0499

プラボ前橋店
〒379-2154 群馬県前橋市天川大島町3-3-6
（営業時間12:00(土日祝10:00)～24:00） ☎027-223-7773

住商高崎ナムコランド店
〒370-0001 群馬県高崎市中尾町字鳥羽前44-1 赤まる市場内2F
（営業時間10:00～20:00） ☎027-363-0621

伊勢崎ナムコランド
〒372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町122-2
（営業時間11:00(土日祝10:00)～24:00）

☎0270-26-6750

プラボ倉賀野店
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2677-1
（営業時間11:00(土日祝10:00)～24:00） ☎027-347-7655

プリッズ太田店
〒373-0014
群馬県太田市植木野町701番地
（営業時間10:00～24:00）

☎0276-22-6394

アピタ足利店
〒326-8572 
栃木県足利市朝倉町245番地 アピタ足利店内3F
（営業時間10:00～20:00）

☎0284-71-9769

キンカ堂佐野ナムコランド
〒327-0843  栃木県佐野市堀米町朱雀地区 キンカ堂佐野店内 1F
（営業時間10:00～20:00） ☎0283-21-5746

足利モールナムコランド
〒326-8550  栃木県足利市朝倉町245番地
コムファーストSC 4F
（営業時間10:00～21:00）

☎0284-71-2112

PLABO宇都宮店
〒321-0933  栃木県宇都宮市簗瀬町1590-6
（営業時間12:00(土日祝10:00)～24:00）

☎028-638-5011
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ナムコランド
ジャスコシティ
栃木店
〒328-8501
栃木県栃木市箱森町38-40
ジャスコシティ栃木店内 1F
（営業時間10:00～21:00）

☎0282-22-7640

KITAKANTOHAREA
WELCOME
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