スマホポイント付与施設一覧

令和4年9月22日現在

ルネサンス 浦和

施設名
https://www.s-re.jp/urawa/

URL

所在地
さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-20

ＮＰＯ法人浦和スポーツクラブ
スウィン美園スイミングスクール
スウィン大宮スイミングスクール南校
スウィン大教スイミングスクール大宮東

https://urawasc.org/
https://inaho-sports.co.jp/school/misono/
http://www.omiya-swimming.co.jp/minami/
https://www.daikyo-ss.co.jp/school/omiyahigashi.html

さいたま市浦和区領家4-5-6
さいたま市岩槻区美園東1-8-5
さいたま市見沼区中川1010-1
さいたま市見沼区東大宮6-8-1

フラッグスゴルフスクール 大宮校
埼玉スウィンスイミングスクール浦和

https://www.e-flags.jp/location/138
http://www.saitama-swin.co.jp/urawa/

さいたま市見沼区南中丸952 ゴルフパル大宮
さいたま市桜区道場2-1-1

スウィン大宮スイミングスクール西校
アテナアクアメイツスイミングクラブ
浦和スプリングレーンズ
スウィン大宮スイミングスクール
埼玉スタジアム２〇〇２公園 クラブハウス

http://www.omiya-swimming.co.jp/nishi/
http://athenaaquamates.com/
https://www.sp-bowl.com/u_top.php
http://www.omiya-swimming.co.jp/honko/
https://www.stadium2002.com/

さいたま市大宮区三橋2-351
さいたま市中央区鈴谷3-1-25
さいたま市南区鹿手袋１－１－１
さいたま市北区盆栽町452
さいたま市緑区美園2-1

ルネサンス ふじみ野
川越武道館

https://www.s-re.jp/fujimino/
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/smph/kurashi/sports_koen/sports_reku/kawagoebudokan.html

ふじみ野市うれし野2-16-1 LCモールうれし野3階
川越市郭町2丁目30-1

OAKGYM24本川越
ウニクスボウル南古谷店

https://oakgym24.com/hongawagoe/
http://www.unicusbowl.jp/

川越市新富町1-11-2 ５F
川越市泉町１－１

川越運動公園 テニスコート
川越運動公園 総合体育館
川越運動公園 陸上競技場
なぐわし公園PiKOA
オークスポーツクラブ鶴ヶ島
ロッククラフト川越
熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」
市民体育館
スウィン深谷スイミングスクール
熊谷さくら運動公園
熊谷スポーツ文化公園 くまがやドーム
埼玉スウィンスイミングスクール熊谷
健康スポーツセンター
妻沼運動公園
スウィン日高スイミングスクール
芝グランドボール
アオキグランドボール
南平グランドボール
所沢スターレーン
OAKGYM24所沢
ルネサンス 新所沢
ボウリング王国 スポルト飯能店
飯能市民体育館
加須市民体育館

https://www.kfp.or.jp/facilities/sportspark

川越市大字下老袋388番地1

https://www.kfp.or.jp/facilities/sportspark
https://www.kfp.or.jp/facilities/sportspark
https://information.konamisportsclub.jp/trust/pikoa/
https://www.oak-sports.jp/tsurugashima/
https://rockcraft.jp/
http://www.kumapia.jp/
https://www.city.kumagaya.lg.jp/smph/shisetsu/sports/gym/simintaiikukan.html
http://swin-fukaya.sakura.ne.jp/
https://www.saispo.jp/sakura/
http://www.parks.or.jp/kumagaya/
http://www.saitama-swin.co.jp/kumagaya/
https://kumagaya-sports.net/
https://www.nem-shiteikanri.jp/shisetsu/menuma/shisetsu/index.html
https://www.s-win-seihoku.com/hidaka/
https://grand-bowl.com/shiba/
https://grand-bowl.com/aoki/
https://grand-bowl.com/nanpei/
https://www.starlanes.co.jp/tokorozawa/
https://oakgym24.com/tokorozawa/
https://www.s-re.jp/shintokorozawa/
https://www.sport-bowling.co.jp/hannou_sp
https://www.city.hanno.lg.jp/facility/detail/250
https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/sports/sports_1/6635.html

川越市大字下老袋388番地1
川越市大字下老袋388番地1
川越市大字鯨井1216
川越市天沼新田118-4
川越市脇田町32-3三豊ゴム川越ビル1F
熊谷市原島315
熊谷市桜木町2－33－5
熊谷市拾六間768-2
熊谷市小島157－1
熊谷市上川上300
熊谷市中西4-12-1
熊谷市津田1788－1
熊谷市飯塚200－1
日高市鹿山473-6
川口市芝３－１１－１
川口市中青木３－８－１７
川口市東領家２－２－２
所沢市星の宮2－1－37
所沢市日吉町11-19 地下2F
所沢市美原町2-2966
飯能市南町１－２２
飯能市大字阿須812-3
加須市下三俣590

埼玉県こども動物自然公園散策路・クロスカントリーコース
埼玉県こども動物自然公園
スウィン東松山スポーツクラブ・スイミングスクール

http://www.parks.or.jp/ccc/
http://www.parks.or.jp/sczoo/guide/000/000443.html
https://www.inaho-sports.co.jp/school/higashimatuyama/

東松山市岩殿160番地24
東松山市岩殿554
東松山市松本町2-1-60
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OAKGYM24東松山
ルネサンス 春日部

施設名
https://oakgym24.com/higashimatuyama/
https://www.s-re.jp/kasukabe/

URL

所在地
東松山市松葉町4-3-18
春日部市 粕壁3-8-1 わいわい春日部パーク内4階

ニューパールレーン武里
春日部ターキーボウル
新狭山グランドボウル
鴻巣市立総合体育館
スウィン鴻巣スポーツクラブ・スイミングスクール

https://takesato-bowl.net/
https://kasukabeturkeybowl.web.fc2.com/
https://www.grandbowl.jp/shinsayama/
https://konosu-sports.com/
https://www.inaho-sports.co.jp/school/konosu/

春日部市大場１１４３
春日部市中央1－17－6
狭山市新狭山1－1－9
鴻巣市864-1
鴻巣市加美2-7-45

かわさとグラウンドゴルフ場
川里中央公園（川里農業研修センター）

https://webc.sjc.ne.jp/kawasato/job1_1
https://webc.sjc.ne.jp/kawasato/job1_1

鴻巣市関新田1276
鴻巣市関新田1800

鴻巣市立陸上競技場
上谷総合公園・フラワースタジアム
上谷総合公園テニスコート・サッカー場（東側管理棟事務所）

https://konosu-sports.com/field_track/
https://kamiyaksk.wixsite.com/mysite
https://kamiyaksk.wixsite.com/mysite

鴻巣市鴻巣634-2
鴻巣市上谷707
鴻巣市西中曽根407

鴻巣市立吹上パークゴルフ場
鴻巣市立コスモスアリーナふきあげ

https://cosmos-arena.com/parkgolf/
https://cosmos-arena.com/

鴻巣市大芦地内（河川敷）
鴻巣市明用636-1

赤見台近隣公園
北新宿生涯学習センター

https://konosu-sports.com/okugai/
https://www.city.kounosu.saitama.jp/shisetsu/2/1571977174898.html

鴻巣市赤見台3-4
鴻巣市北新宿943

上尾運動公園（体育館、テニスコート、陸上競技場）
市民体育館
戸崎公園
上平公園
健康プラザ わくわくランド
平塚公園
上尾丸山公園
フラッグスゴルフスクール 上尾校
スポーツ総合センター
埼玉県立武道館
埼玉アイスアリーナ
福祉の里体育館
松原スターボウル
ＳＡＰ草加ボウル
スウィン越谷スポーツクラブ・スイミングスクール
スウィン南越谷スイミングスクール
しらこばと水上公園（ホワイトビーチ、多目的グラウンド）
埼玉県県民健康福祉村 ときめき元気館
ルネサンス 蕨
蕨市民体育館
ルネサンス 北戸田
ベースキャンプ
ルネサンス 北朝霞
朝霞市立総合体育館
わくわくどーむ
フラッグスゴルフスクール 志木校
テニスゼロ和光

http://www.parks.or.jp/saitamasuijo/guide/000/000017.html
http://www.ageo-kousya.or.jp/taiikukan/
https://tosaki-park.com/
http://www.ageo-kousya.or.jp/park/park2/
https://www.saispo.jp/wakuwaku/
https://www.go2park.net/parks/hiratsuka.html
http://www.ageo-kousya.or.jp/park/park1/
https://www.e-flags.jp/location/137
http://www.saitama-sc.jp/institution/index.html
https://www.saitama-budoukan.jp/
http://www.saitama-icearena.com/
https://www.city.niiza.lg.jp/map/fukushinosato-taiikukan.html
http://matsubarastarbowl.com/
https://www.sap.fm/shop/soukabowl
https://inaho-sports.co.jp/school/koshigaya/
https://inaho-sports.co.jp/school/minamikoshigaya/
http://www.parks.or.jp/shirakobatosuijo/
http://www.parks.or.jp/fukushimura/guide/001/001165.html
https://www.s-re.jp/warabi/
http://www.saispo.jp/warabi-t/
https://www.s-re.jp/kitatoda/
https://b-camp.jp/iruma/
https://www.s-re.jp/kitaasaka/
https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/41/taikukan.html
https://meijisp.jp/wakuwakudome/
https://www.e-flags.jp/location/92
https://tennissquare.com/company/info_zero_wakou

上尾市愛宕3-28-30
上尾市向山4丁目3番地10
上尾市大字戸崎662
上尾市大字菅谷16番地
上尾市大字西貝塚17番地1
上尾市大字平塚1212
上尾市大字平方3326番地
上尾市中新井189-1 マグゴルフプラザ内
上尾市東町 3－1679
上尾市日の出4-1877
上尾市日の出4-386
新座市新塚1-4-5
草加市栄町３－１－３７
草加市松江５－３－１３
越谷市下間久里384-1
越谷市新越谷1-31-1
越谷市大字小曽川985
越谷市北後谷82番地
蕨市中央1-19-11
蕨市北町1-27-15
戸田市新曽2160
入間市東町7-1-7
朝霞市西原1-2-2 リーヴ北朝霞ビル2F
朝霞市青葉台1-8-1
朝霞市大字浜崎２７
志木市柏町1-1-43 志木エバーグリーン内
和光市下新倉5-16-70
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和光市総合体育館
新座市民総合体育館

URL
http://ppp.seika-spc.co.jp/wako/
https://www.city.niiza.lg.jp/map/shiminsogotaiikukan.html

和光市広沢3-1
新座市本多2-1-20

オークスポーツクラブ川越
フラッグスゴルフスクール 桶川校
アイビーボウル北本
フラッグスゴルフスクール 北本校
スウィン北本スイミングスクール

https://www.oak-sports.jp/kawagoe/
https://www.e-flags.jp/students/1588
https://www.ivybowl.net/
https://www.e-flags.jp/location/136
https://www.inaho-sports.co.jp/school/kitamoto/

川越市旭町2-15-7
桶川市倉田77-1 リバーフィールド内
北本市東間４－６０
北本市東間7-104 北本グリーンクロス内
北本市本宿1-1

三郷市立高州地区体育館
セナリオハウスフィールド三郷

https://www.misato-hall.com/takatai/
https://www.misato-hall.com/2097.htm

三郷市高州3丁目29番地
三郷市泉3丁目4番地

勤労者体育館
三郷市総合体育館
スウィン大教スイミングスクール蓮田

http://www.city.misato.lg.jp/3255.htm
https://www.misato-hall.com/sotai/
https://www.daikyo-ss.co.jp/school/hasuda.html

三郷市谷口571番地
三郷市茂田井2番地
蓮田市黒浜2798-5

北坂戸スイミングスクール
フラッグスゴルフスクール 幸手校

https://www.swimming-school.jp/kitasakado/
https://www.e-flags.jp/location/134

坂戸市伊豆の山町20-9
幸手市南2-6-20 アクティブハウスＧ-FIVE内

日高市保健相談センター
ルネサンス 吉川

https://www.city.hidaka.lg.jp/culture_sports/7/3415.html
https://www.s-re.jp/yoshikawa/

日高市大字鹿山３７０番地２０
吉川市吉川1445

吉川市総合体育館
スウィンふじみ野スイミングスクール
アイビーボウル越谷
スウィンみよしスイミングスクール
滑川町文化スポーツセンター
滑川町総合運動公園多目的グラウンド
滑川町総合体育館
カワラスポーツクラブ
長瀞町の宝登山を登頂してポイントゲット
松伏町B＆G海洋センター
まつぶし緑の丘公園
埼玉県県民健康福祉村 貸自転車受付
熊谷スポーツ文化公園 ラグビー場

https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/26,52559,143,721,html
吉川市上笹塚一丁目58番地1
https://inaho-sports.co.jp/school/fujimino/
ふじみ野市ふじみ野1-4-16
https://www.ivybowl2.net/
越谷市下間久里１００６－１１
https://www.inaho-sports.co.jp/school/miyoshi/
入間郡三芳町藤久保350-11
http://www.town.namegawa.saitama.jp/gaiyo/07/gaiyo07_06.htm
滑川町都189-1
http://www.town.namegawa.saitama.jp/gaiyo/07/gaiyo07_11.htm
滑川町福田715-1
http://www.town.namegawa.saitama.jp/gaiyo/07/gaiyo07_07.htm
滑川町福田755
小川町小川617
https://www.kawara-sports.jp/
https://kobaton-mileage.jp/saitama_info/80.point/hodosan.pdf
宝登山
http://www.town.matsubushi.lg.jp/www/contents/1599029832266/index.html
北葛飾郡松伏町ゆめみ野東3丁目14番地8
http://www.town.matsubushi.lg.jp/www/contents/1260148701019/
北葛飾郡松伏町大字大川戸2606-1
https://www.parks.or.jp/fukushimura/guide/index01001.html
越谷市北後谷82番地
https://www.parks.or.jp/kumagaya/guide/000/000771.htmlhttps://www.parks.or.jp/kumagaya/guide/000/000771.html 熊谷市川上川810
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