
北海道・東北

店舗名 都道府県 住所 電話番号

二木ゴルフ美しが丘店 北海道 北海道札幌市清田区美しが丘４条７－１－５ 011-884-6873

ブリヂストンゴルフプラザ札幌東 北海道 北海道札幌市東区東苗穂１５条２丁目　王子ゴルフガーデン内 011-788-9003

二木ゴルフ札幌東店 北海道 北海道札幌市東区本町２条２－３－１０ 011-780-2409

ゴルフプラザ札幌白石 北海道 北海道札幌市白石区平和通２丁目北３－５５　札幌ゴルフセンター内 011-860-1808

(株)すぎもとスポーツ　　　　　　 北海道 北海道旭川市旭町１条１５丁目 0166-52-1717

ゴルフショップ バンカー35 北海道 北海道旭川市永山町２丁目１２２－５０ 0166-47-3985

(有)ゴルフショップグルッペ 青森県 青森県八戸市城下３丁目１５－２５ 017-846-2484

二木ゴルフ盛岡西仙北店 岩手県 岩手県盛岡市西仙北１－２１－３８ 019-631-1333

二木ゴルフ仙台名取店 宮城県 宮城県名取市上余田字千刈田８３８－１ 022-384-1562

二木ゴルフ秋田店 秋田県 秋田県秋田市牛島西１－１－２２ 018-837-1911

関東

店舗名 都道府県 住所 電話番号

二木ゴルフつくば学園店 茨城県 茨城県つくば市研究学園１－３－１５ 029-849-2451

二木ゴルフ水戸店 茨城県 茨城県水戸市吉沢町１０２０－１ 029-248-2557

二木ゴルフ宇都宮インターパーク店 栃木県 栃木県宇都宮市インターパーク４－８－７ 028-656-9251

有賀園ゴルフ宇都宮店 栃木県 栃木県宇都宮市駒生１－２５－３５ 028-649-3535

二木ゴルフ宇都宮北店 栃木県 栃木県宇都宮市上戸祭町４５５－６ 028-624-9971

二木ゴルフ小山店 栃木県 栃木県小山市東城南１－１－１ 0285-28-0441

二木ゴルフ矢板店 栃木県 栃木県矢板市中９３０－１ 0287-43-4250

二木ゴルフ伊勢崎店 群馬県 群馬県伊勢崎市韮塚町１２１６－６ 0270-50-7688

有賀園ゴルフ桐生店 群馬県 群馬県桐生市広沢町３－３７９０－１ 0277-54-2323

有賀園ゴルフ高崎店 群馬県 群馬県高崎市下之城町１６０－１ 027-327-6161

二木ゴルフ高崎店 群馬県 群馬県高崎市飯塚町７２－１ 027-362-6121

有賀園ゴルフＮＥＷ前橋店 群馬県 群馬県前橋市荒牧町１－１０－１０ 027-260-1188

有賀園ゴルフ太田店 群馬県 群馬県太田市西矢島町６２２－１ 0276-30-1411

ヴィクトリアゴルフPGAツアースーパーストア大宮店 埼玉県 埼玉県さいたま市西区三橋５－３４ 048-622-1731

二木ゴルフ大宮店 埼玉県 埼玉県さいたま市西区三橋６－７６８ 048-623-0800

二木ゴルフ南浦和店 埼玉県 埼玉県さいたま市南区太田窪２３３４－１ 048-813-7744

有賀園ゴルフ越谷店 埼玉県 埼玉県越谷市下間久里６９６－１ 048-970-4000

ヴィクトリアゴルフスポーツモール越谷レイクタウン店 埼玉県 埼玉県越谷市東町４－２１－１　イオンレイクタウンＫＡＺＥ 048-990-3391

二木ゴルフフォレオ菖蒲店 埼玉県 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲寺田６００６－１ 0480-87-1511

有賀園ゴルフ久喜店 埼玉県 埼玉県久喜市北２－６－３２ 0480-26-1600

有賀園ゴルフ戸田店 埼玉県 埼玉県戸田市笹目３－１１－１８ 048-422-5522

二木ゴルフ三郷店 埼玉県 埼玉県三郷市ピアラシティ１－３－８ 048-949-1151

二木ゴルフ春日部店 埼玉県 埼玉県春日部市小渕２２１－３ 048-752-1761

ヴィクトリアゴルフ所沢店 埼玉県 埼玉県所沢市牛沼３２２－４ 04-2998-4649

有賀園ゴルフさいたま店 埼玉県 埼玉県上尾市日の出３－１ 048-775-2200

二木ゴルフ新座店 埼玉県 埼玉県新座市野火止８－２－３ 048-481-2611

ヴィクトリアゴルフ深谷店 埼玉県 埼玉県深谷市東方町５－２０－７ 048-574-0621

有賀園ゴルフ川越店 埼玉県 埼玉県川越市石田６９－１ 0492-26-1212

二木ゴルフ川越インター店 埼玉県 埼玉県川越市大塚１－２８－８ 049-291-5411

二木ゴルフ草加店 埼玉県 埼玉県草加市花栗１－３１－８ 048-942-1231

有賀園ゴルフ草加店 埼玉県 埼玉県草加市西町８０３ 0489-27-8800

二木ゴルフ東松山店 埼玉県 埼玉県東松山市大字上野本１８７１－１ 0493-22-5981

有限会社大黒屋　　　　　　　　 埼玉県 埼玉県飯能市栄町１９－８ 042-972-3997

二木ゴルフ成田酒々井店 千葉県 千葉県印旛郡酒々井町下台１９０－１ 043-496-8025

ヴィクトリアゴルフ市川インター店 千葉県 千葉県市川市稲荷木１－２５－３ 047-376-3621

ヴィクトリアゴルフｺ松戸八柱店 千葉県 千葉県松戸市日暮１－１０－３ 047-389-8971

二木ゴルフライフガーデン仁戸名店 千葉県 千葉県千葉市中央区仁戸名町６９８－１１ 043-208-0351

有賀園ゴルフ千葉店 千葉県 千葉県千葉市美浜区幸町１－２６－４ 043-242-8000

二木ゴルフ千葉幕張店 千葉県 千葉県千葉市美浜区若葉２－３ 043-275-4334

ヴィクトリアゴルフおゆみ野店 千葉県 千葉県千葉市緑区おゆみ野南５－１９－７ 043-226-9901

二木ゴルフ東金店 千葉県 千葉県東金市田間１２７８ 0475-55-2840

有賀園ゴルフ柏店 千葉県 千葉県柏市柏３４５－１ 04-7137-1105

二木ゴルフ木更津店 千葉県 千葉県木更津市文京４－５－５ 0438-22-6291

ヴィクトリアゴルフ江戸川店 東京都 東京都江戸川区西瑞江５－１１－１１ 03-5674-8751

株式会社ジ－パ－ズ葛西店　 東京都 東京都江戸川区南葛西２－２－５ 03-3878-7967

ヴィクトリアゴルフスーパースポーツゼビオららぽーと豊洲店 東京都 東京都江東区豊洲２－４－９　ららぽーと豊洲２階 03-6219-6181

ブリヂストンゴルファーズストア赤坂 東京都 東京都港区赤坂２－３－５赤坂スターゲートプラザＢ１階 03-3589-3575

株式会社ジーパ－ズ新橋店　　 東京都 東京都港区東新橋１－１－２１　　今朝ビル１階 03-5537-1261

ヴィクトリアゴルフ新宿店 東京都 東京都新宿区新宿４－１－１０ 03-3352-5281

有賀園ゴルフ小田急ハルク店 東京都 東京都新宿区西新宿１－５－１小田急新宿ハルクスポーツ店１Ｆ 03-5909-3330

有賀園ゴルフ杉並店 東京都 東京都杉並区清水３－８－６ 03-5311-7300

ヴィクトリアゴルフ世田谷店 東京都 東京都世田谷区八幡山３－３９－５ 03-5316-7190
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店舗名 都道府県 住所 電話番号

ゴルフプラザアクティブ 東京都 東京都千代田区神田花岡町１－１　ヨドバシＡＫＩＢＡ９階 03-5209-1701

ヴィクトリアゴルフ御茶ノ水店 東京都 東京都千代田区神田小川町２－５ 03-3219-2781

二木ゴルフ加平店 東京都 東京都足立区加平１－１５－５ 03-5673-1321

ヴィクトリアゴルフ加平インター店 東京都 東京都足立区加平２－４－１ 03-5697-3900

コトブキゴルフワールド館 東京都 東京都台東区上野３－２１－１１ 03-3836-4149

コトブキゴルフバーディ館 東京都 東京都台東区上野４－１－１０ 03-3833-9102

二木ゴルフアメ横本店 東京都 東京都台東区上野６－４－６ 03-3835-0091

二木ゴルフ田園調布店 東京都 東京都大田区田園調布１－４０－１４ 03-5483-0061

有賀園ゴルフ大田池上店 東京都 東京都大田区矢口１－２－８ 03-5741-2323

ヴィクトリアゴルフ五反田店 東京都 東京都品川区西五反田１－１－８ 03-5435-8790

ヴィクトリアゴルフスポーツモール池袋東口店 東京都 東京都豊島区東池袋３－３－５　Ｂ１．１階 03-5957-3811

有賀園ゴルフ池袋東武店 東京都 東京都豊島区西池袋1-1-25　東武百貨店池袋店7F 03-5957-3969

ヴィクトリアゴルフオリナス錦糸町店 東京都 東京都墨田区太平４－１－５ 03-5610-8757

ヴィクトリアゴルフ練馬関町店 東京都 東京都練馬区関町南２－３－２０－１　サザンクロスプラザマンション１Ｆ 03-5927-6160

ヴィクトリアゴルフ光が丘店 東京都 東京都練馬区田柄４－３８－７　フォンテリエ光が丘１Ｆ 03-5998-2001

ヴィクトリアゴルフ三鷹野崎店 東京都 東京都三鷹市野崎４－７－１　マロンテラス１Ｆ 0422-30-7181

二木ゴルフ三鷹店 東京都 東京都三鷹市新川６－２２－３２ 0422-71-7130

二木ゴルフ多摩センター店 東京都 東京都多摩市愛宕４－１２－４ 042-339-7761

有賀園ゴルフ西東京店 東京都 東京都小平市花小金井３－１３－１２ 0424-50-5550

二木ゴルフ田無店 東京都 東京都東久留米市南町２－８ 042-451-8181

二木ゴルフ立川店 東京都 東京都立川市富士見町７－２９－１０ 042-526-3391

ヴィクトリアゴルフスーパースポーツゼビオららぽーと立川立飛店 東京都 東京都立川市泉町９３５番地１　ららぽーと立川立飛店１階　１２５００ 042-540-7186

ヴィクトリアゴルフ羽村店 東京都 東京都羽村市小作台２－３－３ 042-554-0511

ヴィクトリアゴルフイオンモールむさし村山店 東京都 東京都武蔵村山市榎１－１－３　２Ｆ 042-590-1041

ヴィクトリアゴルフめじろ台店 東京都 東京都八王子市椚田町５３７－１ 042-667-3291

ヴィクトリアゴルフ町田東急ツインズ店 東京都 東京都町田市原町田６－４－１　ツインズウエスト１．２Ｆ 042-710-8790

二木ゴルフ南町田店 東京都 東京都町田市南町田４－１４－３５ 042-788-3380

ヴィクトリアゴルフ横須賀店 神奈川県 神奈川県横須賀市佐原１－８－３ 0468-37-7691

ヴィクトリアゴルフオーロラモール東戸塚店 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３６－１　オーロラモール東戸塚　アネックス１Ｆ 045-828-2425

ヴィクトリアゴルフ港南台店 神奈川県 神奈川県横浜市港南区港南台９－１－５ 045-833-3500

ヴィクトリアゴルフトレッサ横浜店 神奈川県 神奈川県横浜市港北区師岡町７００番　トレッサ横浜北棟１Ｆ 045-533-5051

有賀園ゴルフ新横浜店 神奈川県 神奈川県横浜市港北区鳥山町字砂田５２３－３ 045-478-1515

ブリヂストンゴルファーズストア横浜みなとみらい 神奈川県 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－５横浜アイマークプレイス１階 045-227-5845

ヴィクトリアゴルフたまプラーザ店 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区美しが丘４－６－１ 045-909-5770

二木ゴルフ小田原店 神奈川県 神奈川県小田原市成田４３１－１ 0465-39-3054

二木ゴルフ川崎宮前店 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区水沢３－３－４ 044-978-5030

有賀園ゴルフ東名川崎店 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区土橋６－１０－４ 044-870-3155

ヴィクトリアゴルフ川崎野川店 神奈川県 神奈川県川崎市高津区千年８２－１ 044-752-3311

二木ゴルフ相模原店 神奈川県 神奈川県相模原市中央区相生２－１４－５ 042-758-2231

ヴィクトリアゴルフ湘南台店 神奈川県 神奈川県藤沢市湘南台７－５３－３ 0466-42-4493

ヴィクトリアゴルフ藤沢川名店 神奈川県 神奈川県藤沢市川名１２３－１ 0466-55-2970

二木ゴルフ藤沢店 神奈川県 神奈川県藤沢市柄沢２５０－３ 0466-55-2861

二木ゴルフ平塚店 神奈川県 神奈川県平塚市田村１－４－３２ 0463-54-6280

中部・北陸

店舗名 都道府県 住所 電話番号

二木ゴルフ新潟店 新潟県 新潟県新潟市中央区女池神明２－１－６ 025-283-9980

二木ゴルフ金沢店 石川県 石川県金沢市西都１－２８２ 076-266-8562

二木ゴルフ甲府店 山梨県 山梨県甲府市国母８－１１－４２ 055-222-8166

ゴルフウェイ岡谷 長野県 長野県岡谷市若宮２－１－１６ 026-624-0505

ゴルフウェイ松本店　　　　　　 長野県 長野県松本市小屋北１－１９－８ 026-385-2255

ブリヂストンゴルファーズストア名古屋 愛知県 愛知県名古屋市西区牛島町 6-1　名古屋ルーセントタワー 1階 052-561-1662

関西

店舗名 都道府県 住所 電話番号

つるやゴルフ本店 大阪府 大阪府大阪市中央区本町３丁目３番５号 06-6281-0111

ブリヂストンゴルファーズストア大阪北堀江 大阪府 大阪府大阪市西区北堀江２－２－６（ラフィナート北堀江内） 06-6536-7066

ヤトゴルフ梅田店 大阪府 大阪府大阪市北区梅田１－２－２大阪駅前第２ビル１Ｆ 06-6345-0991

ヤトゴルフ東大阪店 大阪府 大阪府東大阪市西岩田２丁目３－２５ニトリモール東大阪内 06-6618-6888

ヤトゴルフ松原店 大阪府 大阪府松原市丹南４丁目２０７－１ 072-330-1101

ブリヂストンゴルフプラザ玉手山 大阪府 大阪府羽曳野市駒ヶ谷２－３４（グリーンアリーナ玉手山内） 072-952-0061

二木ゴルフ河内長野店 大阪府 大阪府河内長野市市町７４１－１ 0721-50-2133

ブリヂストンゴルフプラザ星田 大阪府 大阪府交野市星田西１－８０－１　（星田ゴルフセンター内） 072-822-2645

ヤトゴルフ泉北店 大阪府 大阪府堺市中区東山９５２番地 072-237-8899

二木ゴルフ寝屋川店 大阪府 大阪府寝屋川市高宮１－１６－２５ 072-821-5219

江坂GC 大阪府 大阪府吹田市芳野町１３－１４ 06-6385-1551
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店舗名 都道府県 住所 電話番号

二木ゴルフ泉佐野店 大阪府 大阪府泉佐野市中庄１３９４ 072-460-0035

ブリヂストングリーンアリーナ岬 大阪府 大阪府泉南郡岬町淡輪２７３３－４ 072-488-2733

ヤトゴルフ枚方店 大阪府 大阪府枚方市招提東町１－２－１枚方バイパスゴルフ内 072-864-0044

第一ゴルフ株式会社　箕面北摂店 大阪府 大阪府箕面市粟生新家２丁目１－４５ 0727-26-5621

二木ゴルフ箕面店 大阪府 大阪府箕面市今宮３－５－２１ 072-749-4661

ゴルフギアサージ千里箕面 大阪府 大阪府箕面市船場東３－３－５ 072-726-0034

第一ゴルフ株式会社　神戸垂水店 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区多聞町小束山８６８－１８ 078-797-0562

ゴルフギアサージ西神戸 兵庫県 兵庫県神戸市西区持子１丁目１９６－１ 078-924-7000

イイダゴルフ 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区荒田町４丁目７－２ 078-577-5846

二木ゴルフ神戸東灘店 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区住吉南町２－１１－１４ 078-858-6678

第一ゴルフ株式会社　伊丹店 兵庫県 兵庫県伊丹市中野東２丁目３７３ 0727-80-1615

ゴルフギアサージ西宮 兵庫県 兵庫県西宮市鞍掛町６－１９ 0798-37-0034

ゴルフギアサージ苦楽園 兵庫県 兵庫県西宮市神園町３－１８ 0798-73-5020

ゴルフギアサージ尼崎 兵庫県 兵庫県尼崎市久々知１丁目９－１ 06-4960-5800

ゴルフギアサージ宝塚 兵庫県 兵庫県宝塚市旭町２丁目４ 0797-81-7755

ブリヂストンゴルフプラザ奈良 奈良県 奈良県奈良市八条４丁目５６４－１（グリーンアリーナ奈良内） 0742-33-1152

中国・四国

店舗名 都道府県 住所 電話番号

みのるゴルフ一宮 岡山県 岡山県岡山市一宮２２８ 086-284-3365

みのるゴルフプラザ 岡山県 岡山県岡山市横井上８８６－３ 086-253-0281

みのるゴルフ妹尾 岡山県 岡山県岡山市妹尾４１４１－５ 086-282-2118

みのるゴルフ山陽 岡山県 岡山県赤磐郡山陽町岩田５６８ 086-955-2260

ダイナマイトマリーナホップ店 広島県 広島県広島市西区観音新町４－１４－３５ 082-233-0072

ダイナマイト吉島店 広島県 広島県広島市中区吉島東１－１５－２ 082-243-3456

ダイナマイト東広島店 広島県 広島県東広島市西条土与丸１－１－２９ 082-431-0888

ダイナマイト福山店 広島県 広島県福山市東深津町１－１０－５ 084-973-5666

ヴィレッジＧＯＬＦ　下松店 山口県 山口県下松市清瀬町３丁目８－８ 083-341-7890

ヴィレッジＧＯＬＦ  小郡店 山口県 山口県山口市小郡上郷１７８３－１ 083-974-0224

南海ゴルフ株式会社　　　　　　 徳島県 徳島県徳島市出来島町１－３１ 088-622-6393

有限会社ゴルフプラザＫ＆Ｋ　　 香川県 香川県さぬき市造田宮西１２９３－１　オレンジタウンゴルフセンター内 087-924-9595

南海ゴルフ株式会社　　高松支店 香川県 香川県高松市上福岡町２０５９－９ 087-862-8761

九州

店舗名 都道府県 住所 電話番号

モリタゴルフ　福岡東店 福岡県 福岡県福岡市東区松崎２丁目１－１７ 092-674-2070

ブリヂストンゴルファーズストア福岡祇園 福岡県 福岡県福岡市博多区店屋町１－３５博多三井ビルディング２号館内 092-272-2332

モリタゴルフ　福岡西店 福岡県 福岡県福岡市西区石丸１丁目１０６４－１ 092-894-2920

パワーゴルフ 福岡県 福岡県福岡市南区的場１丁目１１－９ 092-585-0004

二木ゴルフ博多麦野店 福岡県 福岡県福岡市博多区麦野１－１－２２ 092-588-0188

ヴィレッジ倶楽部  本城店 福岡県 福岡県北九州市八幡西区力丸町２２―７ 093-695-1051

ヴィレッジＧＯＬＦ　城野駅前店 福岡県 福岡県北九州市小倉北区東城野町２－３５ 093-922-1900

レザックス　ゴルフ館 福岡県 福岡県京都郡苅田町大字尾倉字江ノ口２９７９番 093-434-5990

スカイショット 佐賀県 佐賀県鳥栖市田代大官町８７６－１ 094-285-0032

ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ 長崎県 長崎県長崎市琴海尾戸町１７４０番地１ 095-886-3535

ゴルフ・ドゥ　ココアドバンス長崎城栄店 長崎県 長崎県長崎市城栄町８－６ 095-801-2010

ゴルフ・ドゥ　東長崎店 長崎県 長崎県長崎市田中町２７９－２９ 095-813-3181

愛野カントリー倶楽部 長崎県 長崎県雲仙市愛野町甲２７８９ 095-736-1800

ゴルフ・ドゥ　佐世保店 長崎県 長崎県佐世保市干尽町１１－１ 095-631-5455

ゴルフ・ドゥ　大村店 長崎県 長崎県大村市古賀島町２８４－４ 095-749-5050

大村湾カントリー倶楽部 長崎県 長崎県大村市東野岳町１３３４番地 095-755-1958

モリタゴルフ　熊本店 熊本県 熊本県熊本市南区出仲間７－１５－１０ 096-370-2400

菊水ゴルフ倶楽部 熊本県 熊本県玉名郡和水町米渡尾１３８０番地 096-886-3123

ゴルフショップディンプル 熊本県 熊本県山鹿市大字中７０９－３ 096-844-7851

ヴィレッジＧＯＬＦ大分高城店 大分県 大分県大分市高城町１－８ 097-576-8783

モリタゴルフ　宮崎店 宮崎県 宮崎県宮崎市老松１丁目２－５ 098-523-2220

神田ゴルフ 鹿児島県 鹿児島県出水市大野原町５６ 099-663-0678

モリタゴルフ　鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市与次郎１－５－３４ 099-250-7500


