
北海道・東北

店舗名 都道府県 住所 電話番号

ゴルフショップ　グリーンジャケット　 北海道 北海道札幌市札幌市西区二十四軒１条７－２－２１ 011-621-1271

ブリヂストン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番５５号　札幌ゴルフセンター内 011-860-1808

株式会社クラシック北海道クラシックゴルフクラブ　 北海道 北海道勇払郡安平町早来富岡４０６ 014-522-4101

杜の都ゴルフ倶楽部　 宮城県 宮城県黒川郡大和町鶴巣北目大崎字具足沢６４ー５ 022-343-2121

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

宮城蔵王カントリークラブ　 宮城県 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字土浮山２－１３２ 022-434-3700

ボナリ高原ゴルフクラブ　 福島県 福島県耶麻郡猪苗代町沼尻２８５５ 024-267-1234

安達太良カントリークラブ　 福島県 福島県二本松市雄平台１５ 024-324-2111

FABULOUS　 福島県 福島県郡山市中町１３－１　うすい百貨店　３Ｆ 024-973-7031

関東

店舗名 都道府県 住所 電話番号

ゼビオ　PGA TOUR SUPERSTORE つくば学園東大通り店 茨城県 茨城県土浦市中村南６丁目１２－８ 029-843-8126

イーグルポイントゴルフクラブ　 茨城県 茨城県稲敷郡阿見町福田１６６８－５ 0298-89-5001

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

玉村ゴルフ場　 群馬県 群馬県佐波郡玉村町角淵５００６ 027-065-5580

大黒屋　 埼玉県 埼玉県飯能市栄町１９－８ 0429-72-3997

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

ヴィクトリア　PGA TOUR SUPERSTORE 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

太平洋クラブ　成田コース 千葉県 千葉県成田市川栗字波佐間２４０ 047-635-8820

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

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

ヴィクトリア　世田谷店 東京都 東京都世田谷区八幡山３－３９－５ 03-5316-7190

ヴィクトリア　青山店 東京都 東京都港区南青山３－１－３１ 03-5414-1460

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

ゴルフパートナー　ダブルイーグル恵比寿店 東京都 東京都渋谷区東３－９－１９ＶＯＲＴ恵比寿ｍａｘｉｍ１階 03-5464-3431

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

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

ヴィクトリア　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

ヴィクトリア　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　平塚店　 神奈川県 神奈川県平塚市田村１－４－３２ 0463-54-6280

北陸・中部

店舗名 都道府県 住所 電話番号

ゴルフ倶楽部　金沢リンクス　 石川県 石川県金沢市粟崎浜町１番地２ 076-237-2222

メンズプラザ丸越　 山梨県 山梨県南アルプス市小笠原１１５９ 055-282-1166

SS倶楽部小布施　 長野県 長野県上高井郡小布施町都住１１６０ 026ｰ247ｰ2427

むらさき野カントリークラブ　 岐阜県 岐阜県加茂郡八百津町久田見３１１５－１ 0574-49-2111

ニッケゴルフ倶楽部　岐阜センター 岐阜県 岐阜県各務原市鵜沼各務原８－７ 0583-85-1456

UNDER BAR　 岐阜県 岐阜県岐阜市金宝町１－１５　ダイイチ岐阜金宝町ビル１Ｆ 058-269-4690

靜岡カントリー　浜岡コース 静岡県 静岡県御前崎市門屋２０７０－２ 0537-86-3311

パインフラットゴルフクラブ　 愛知県 愛知県新城市小畑大入１－１ 0536-26-1234

ザ・トラディションゴルフクラブ　 愛知県 愛知県岡崎市岩中町１ 0564-46-1234

葵カントリークラブ　 愛知県 愛知県額田郡幸田町大字大草字小沢３７－１ 0564-62-1231

東名古屋カントリークラブ　 愛知県 愛知県豊田市篠原町大沢３ 0565-48-1331

ゴルフショップかとう　 愛知県 愛知県知立市上重原町丸山１９７－１ 0566-83-3170

ブリヂストンゴルフプラザ王子　 愛知県 愛知県春日井市東野町小堤２－１　王子ゴルフガーデン内 0568-84-4011

春日井カントリークラブ　 愛知県 愛知県春日井市西尾町１０７１ 0568-88-0555

松坂屋　名古屋店　ZAKKAGOLF　 愛知県 愛知県名古屋市中区栄３－１６－１　松坂屋　北館４Ｆ 052-264-2784

京ヶ野ゴルフ倶楽部　 三重県 三重県いなべ市北勢町川原３８４３ 0594-72-6565

近畿

店舗名 都道府県 住所 電話番号

江坂ＧＣ　 大阪府 大阪府吹田市芳野町１３－１４ 06-6385-1551

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　泉北店 大阪府 大阪府堺市中区東山９５２番地 072-237-8899

第一ゴルフ　堺店 大阪府 大阪府堺市西区神野町３丁５－３２ 072-273-5620

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

ブロード　 大阪府 大阪府和泉市桑原町２８２－１ 0725-46-0530

第一ゴルフ　箕面店 大阪府 大阪府箕面市粟生新家２丁目１－４５ 072-726-5621

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

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

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

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 072-950-0061

堂島ゴルフクラブ with RED STAR　 大阪府 大阪府大阪市北区堂島１－２－２　日昭ビル　Ｂ１Ｆ 06-6442-1515

高島屋　大阪店 大阪府 大阪府大阪市中央区難波５丁目１番５号 06-6631-1101

第一ゴルフ　伊丹店 兵庫県 兵庫県伊丹市中野東２丁目３７３ 072-780-1615

5+ Wondering Star　姫路店 兵庫県 兵庫県姫路市亀井町３６番地オムニバスビル１Ｆ、２Ｆ 079-226-9500

第一ゴルフ　姫路店 兵庫県 兵庫県姫路市五軒邸３丁目４５ 079-282-6661

大丸　神戸店 兵庫県 兵庫県神戸市中央区明石町４０番地 078-325-3155

第一ゴルフ　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

MAX　 和歌山県 和歌山県和歌山市狐島３７７－１ 073-453-1256

『V12 ZSP-BITER』　SHOP LIST



中国・四国

店舗名 都道府県 住所 電話番号

みのるゴルフ笹ケ瀬　 岡山県 岡山県岡山市北区横井上８８６－３ 086-214-5166

プロツアースポーツ岡山　岡山店 岡山県 岡山県岡山市北区問屋町８－１０３ 086-241-0006

GOLF FAN select shop　 広島県 広島県広島市西区商工センター　７－５－４ 082-277-6050

GSワンポイント　沖浜店 徳島県 徳島県徳島市沖浜町３丁目１６番地 088-655-5201

九州・沖縄

店舗名 都道府県 住所 電話番号

ブリヂストンゴルフプラザ博多　 福岡県 福岡県福岡市博多区金隈上屋敷８０９　博多金の隈ゴルフヒルズ内 092-503-7044

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

ブリヂストングリーンアリーナ久留米　 福岡県 福岡県久留米市野中町１３７５－１ 0942-21-5551

ブリヂストンカンツリー倶楽部　 佐賀県 佐賀県鳥栖市村田町朝日９８６ 0942-83-5101

ゼビオ　PGA TOUR SUPERSTORE イーアス沖縄豊崎店 沖縄県 沖縄県豊見城市豊崎３－３５ 098-996-1439

FABULOUS　 沖縄県 沖縄県豊見城市豊崎３－３５　イーアス沖縄豊崎　３Ｆ 098-996-3931

オンラインショップ

店舗名

V12 ZOZOTOWN　

T-on　

ゴルフ　サードウェイブ　

『V12 ZSP-BITER』　SHOP LIST

URL

https://zozo.jp

www.t-on.co.jp

https://www.third-wave.jp

https://v12golf.com/

https://store-bridgestonesports.com/index.html

WEB GOLF SHOP TAKEUCHI　

V12公式オフィシャルサイト　

ブリヂストンスポーツ公式オンラインストア　

www.rakuten.ne.jp/gold/takeuchi72

https://zozo.jp/
http://www.t-on.co.jp/
https://www.third-wave.jp/
https://v12golf.com/
https://store-bridgestonesports.com/index.html
http://www.rakuten.ne.jp/gold/takeuchi72

