
北海道・東北

店舗名 都道府県 住所 電話番号

ゴルフパートナー　 札幌新川店 北海道 北海道札幌市北区新川１条１－１ 011-758-8107

ゴルフパートナー　 札幌太平店 北海道 北海道札幌市北区太平六条２－２－１ 011-771-4502

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

ゴルフパートナー　 函館昭和タウンプラザ店 北海道 北海道函館市昭和１－２９－１（スーパースポーツゼビオ内） 0138-40-0264

ゴルフパートナー　 旭川永山店 北海道 北海道旭川市永山３条３－２－４ 0166-46-0719

ゴルフパートナー　 旭川末広店 北海道 北海道旭川市末広東１条７丁目１－１３ 0166-74-7146

ゴルフパートナー　 帯広いっきゅう店 北海道 北海道帯広市西十九条南２－３０－５（スーパースポーツゼビオ内） 0155-38-5221

ゴルフパートナー　 北見店 北海道 北海道北見市東三輪４－８－１ 0157-33-4391

札幌リージェントゴルフクラブ 北海道 北海道北広島市島松６４１番地　　　　　　　　　　　　　　　　 011-377-3111

ゼビオ　ヴィクトリアゴルフ 郡山並木店 福島県 福島県郡山市並木３－２－１ 024-995-5338

ゴルフパートナー　 タケダスポーツ弘前店 青森県 青森県弘前市城東北４－５－５ 0172-55-5350

ゴルフパートナー　 タケダスポーツ下田店 青森県 青森県上北郡おいらせ町菜飯５０－１ 0178-20-8694

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 0178-46-2484

ゴルフパートナー　 タケダスポーツ水沢店 岩手県 岩手県奥州市水沢区佐倉河字羽黒田１１ 0197-47-5328

ゴルフパートナー　 盛岡西バイパス店 岩手県 岩手県盛岡市北飯岡２丁目１－１ 019-907-6323

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６４－５ 0223-43-2121

杜の公園ゴルフクラブ　 宮城県 宮城県柴田郡川崎町大字支倉字中峯山１８－３ 0224-84-5100

宮城蔵王カントリークラブ　 宮城県 宮城県仙台市苅田郡蔵王町大字円田字土浮山２－１３２ 0224-34-3700

GOLF5　仙台泉店 宮城県 宮城県仙台市泉区上谷刈四丁目１１番３６号 022-776-4011

泉パークタウンゴルフ倶楽部　 宮城県 宮城県仙台市泉区明通１－１－１ 0233-78-3311

ゴルフパートナー　 ネクサス横手店 秋田県 秋田県横手市安田字堰添３４－１ 0182-23-6781

酒田ホンマ　 山形県 山形県酒田市こがね町２丁目２８－３ 0234-23-6966

ゴルフパートナー　 天童店 山形県 山形県天童市芳賀タウン北１－８－２４ 023-674-8163

ゴルフパートナー　 山形吉原店 山形県 山形県山形市若宮４－４－１７（スーパースポーツゼビオ内） 023-647-3784

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 0242-67-1234

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 0243-24-2111

ゴルフパートナー　 福島矢野目店 福島県 福島県福島市南矢野目字桜内３９－６ 024-555-1270

関東

店舗名 都道府県 住所 電話番号

Doゴルフ　 茨城県 茨城県元吉田１７７６―１７ 0292ｰ47ｰ5060

ゴルフパートナー　 南が丘ゴルフガーデン店 茨城県 茨城県龍ケ崎市羽黒町神明付１８５－２ 0297-64-7411

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１２－８ 029-843-8120

ゴルフパートナー　 つくば店 茨城県 茨城県つくば市東新井３７－１ 029-852-7140

ゴルフパートナー　 茨城鹿嶋店 茨城県 茨城県鹿嶋市宮中３４７ 0299-83-8731

ゴルフパートナー　 足利店 栃木県 栃木県足利市堀込町２５２５－１ 0284-70-0911

GOLF5　ベルモール宇都宮店 栃木県 栃木県宇都宮市陽東６丁目２番１号 028-689-7391

ゴルフパートナー　 PGA TOUR SUPERSTORE 伊勢崎店 群馬県 群馬県伊勢崎市宮子町２８０６ 0270-75-1451

ゴルフパートナー　 高崎スポーツセンタードライビングレンジ店群馬県 群馬県高崎市大八木町４３５－１ 027-363-5533

GOLF5　高崎緑町店 群馬県 群馬県高崎市緑町一丁目２９－１７ 027-364-0777

ゴルフパートナー　 Ｒ４０７太田店 群馬県 群馬県太田市飯塚町２００５ 0276-30-3341

GOLF5　前橋吉岡店 群馬県 群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保７６８ 0279-54-0611

ゴルフパートナー　 PGA TOUR SUPERSTORE 入間店 埼玉県 埼玉県入間市宮寺２９８２ 04-2968-8971

大黒屋　 埼玉県 埼玉県飯能市栄町１９－８ 042-972-3997

GOLF5　川口朝日店 埼玉県 埼玉県川口市朝日一丁目１番３５号 048-222-9572

GOLF5　春日部店 埼玉県 埼玉県春日部市大沼２丁目８－１ 048-738-6060

GOLF5　草加店 埼玉県 埼玉県草加市花栗２－９－３３ 048-941-1211

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

ゴルフパートナー　 草加店 埼玉県 埼玉県草加市西町９７６－１ 048-949-6562

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

ゴルフパートナー　 東松山クリスタルゴルフガーデン店 埼玉県 埼玉県東松山市大字石橋１６９４－１ 0493-22-9910

ゴルフパートナー　 ピオニウォーク東松山店 埼玉県 埼玉県東松山市あずま町４－３ 0493-31-2235

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

GOLF5　浦和店 埼玉県 埼玉県さいたま市南区曲本１丁目１６－１ 048-839-8222

姉ヶ崎CC　 千葉県 千葉県市原市立野１６５－１ 043-666-1116

ゴルフパートナー　 PGA TOUR SUPERSTORE かしわ沼南 千葉県 千葉県柏市風早１丁目３－１３　スーパーオートバックス２Ｆ 04-7170-1311

ゴルフパートナー　 柏美里ゴルフ店 千葉県 千葉県柏市増尾８８０番地 04-7171-5687

ゴルフパートナー　 南流山店 千葉県 千葉県流山市鰭ケ崎５－１９ 04-7178-6336

GOLF5　千葉ニュータウン店 千葉県 千葉県印西市西の原一丁目１番３ 0476-47-4411

ゴルフパートナー　 イオンタウン成田富里店 千葉県 千葉県成田市東町１３３ 0476-85-7787

ゴルフパートナー　 イオン銚子店 千葉県 千葉県銚子市三崎町２－２６６０－１イオン銚子ショッピングセンター１Ｆ 0479-20-6331

ゴルフパートナー　 PGA TOUR SUPERSTORE 千葉浜野店 千葉県 千葉県千葉市緑区古市場町９０４−１２ 043-312-1042

GOLF5　プレステージ日本橋店 東京都 東京都中央区日本橋室町４－１－２１　近三ビルヂング１階 03-3241-7888

GOLF5　初心者専用GOLF5新宿フラッグス店 東京都 東京都新宿区新宿３－３７－１　５Ｆ 03-3226-3901

ヴィクトリア　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

ビームス 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 小田急百貨店新宿店 ハルクスポーツ １階 ゴルフ売場 03-5325-1090

GOLF5　プレステージ新宿店 東京都 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－３４－７　ＮＥＸ新宿ビル１階 03-3354-5052

GOLF5　プレステージ広尾店 東京都 東京都渋谷区広尾５丁目７番地３５号　広尾コンプレックス１階 03-3446-5021

GOLF5　世田谷店 東京都 東京都世田谷区船橋４丁目４２番１号 03-3483-8237

ビームス ゴルフ 玉川髙島屋S・C店 東京都 東京都世田谷区玉川３－１７－１ 玉川髙島屋S・C 南館５F 03-5491-5741

若洲ゴルフリンクス　 東京都 東京都江東区若洲３－１－２ 03-3522-3221

GOLF5　大田店 東京都 東京都大田区千鳥三丁目１２番１３号 03-3756-1820

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

コトブキゴルフ　ワールド館3F 東京都 東京都台東区上野３－２１－１１ 03-3836-4142

ゴルフパートナー　 東京ジャンボ練習場 東京都 東京都足立区入谷９－２６－１ 03-3853-8558

GOLF5　西葛西店 東京都 東京都江戸川区西葛西一丁目１２番地２７号 03-3877-4364

ジーパーズ　葛西店 東京都 東京都江戸川区南葛西２－２－８ 03-3878-7967

ゴルフパートナー　 王子サンスクエアゴルフ店 東京都 東京都北区王子１－４－１ 03-3914-5870

ゴルフパートナー　 青梅街道東高円寺店 東京都 東京都杉並区和田３－６０－１３ 03-5307-5761

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

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

ジーパーズ　新橋店 東京都 東京都港区東新橋１－１－２１ 03-5537-1261

二木ゴルフ　加平インター店 東京都 東京都足立区加平１－１５－５ 03-5673-1321

メトログリーン東陽町（BSGA)　BSGA 東京都 東京都江東区新砂１－６－４０ 03-5683-2338

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

ゴルフパートナー　フェスティバルゴルフ上野本店 東京都 東京都台東区上野４－７－８アメ横センタービル４Ｆ 03-5812-0335

ゴルフパートナー　 ヴィクトリアゴルフららぽーと豊洲店 東京都 東京都江東区豊洲２－４－９　ららぽーと豊洲２階 03-6219-6187

ジーパーズ　大崎店 東京都 東京都品川区大崎１－６－５ 03-6417-9210

ゴルフパートナー　 ヴィクトリアゴルフロッテ葛西店 東京都 東京都江戸川区臨海町２－４－２ 03-6663-8613

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

ゴルフパートナー　 八王子めじろ台店 東京都 東京都八王子市椚田町５３７－１ 042-669-4698

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

東京よみうりカントリークラブ内　インショップ　 東京都 東京都稲城市坂浜６８５ 044-966-8800

『BEAMS GOLF ZSP-BITER』　SHOP LIST

在庫の有無について詳しくはご利用店舗にお問い合わせください。
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ヴィクトリア　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

ブリヂストンゴルフガーデンTOKYO　 東京都 東京都千代田区丸の内１－６－１　丸の内センタービルディング１Ｆ 03-5218-1011

ビームス ゴルフ 大丸東京店 東京都 東京都千代田区丸の内１－９－１ 大丸東京店 １１F 03-5218-2210

ビームス＆ウィンズ 有楽町 東京都 東京都千代田区有楽町１－７－１ 有楽町電気ビル１F 03-5221-6001

GOLF5　川崎野川店 神奈川県 神奈川県川崎市高津区東野川２丁目２番９号 044-799-1521

GOLF5　平塚田村店 神奈川県 神奈川県平塚市田村３－５－１ 046-353-8660

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

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

ゴルフパートナー　 横須賀店 神奈川県 神奈川県横須賀市佐原１－８－３ 046-838-5441

GOLF5　港北みなも店 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区中川中央２－７－１ 045-594-5785

ゴルフパートナー　 港北ニュータウン店 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区荏田東１－１－４６ 045-949-5150

中部

店舗名 都道府県 住所 電話番号

ゴルフパートナー　 新発田店 新潟県 新潟県新発田市新栄町３－３－２ 0254-28-8372

ゴルフパートナー　 上越店 新潟県 新潟県上越市下門前１９４７ 025-546-5531

ゴルフパートナー　 新潟亀田店 新潟県 新潟県新潟市江南区早苗４－３－３ 025-278-7800

ヒマラヤ　ゴルフ富山店 富山県 富山県富山市黒瀬北町１－５－６ 076-425-6765

ゴルフパートナー　 フェアモール松任店 石川県 石川県白山市幸明町１５０ 076-274-6754

能登カントリークラブ　 石川県 石川県羽咋郡宝達志水町米出ワ１ 076-728-3155

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

ゴルフパートナー　 福井米松店 福井県 福井県福井市米松２－２４－４３ 0776-52-8107

豊科カントリー倶楽部　 長野県 長野県安曇野市豊科田沢８１８６－１ 0263-33-1001

あづみ野カントリークラブ　 長野県 長野県安曇野市穂高牧２０５０－１ 0263-83-5225

ビームス ゴルフ 軽井沢・プリンスショッピングプラザ店　 長野県 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢１１７８ー１６０ 軽井沢・プリンスショッピングプラザ ニューイースト 0267-41-1577

スプリングフィールドゴルフクラブ　 岐阜県 岐阜県多治見市小名田町１ 0572-25-1111

クラウンカントリークラブ　 岐阜県 岐阜県瑞浪市陶町猿爪１０３０ 0572-65-3939

法仙坊ゴルフ倶楽部　 岐阜県 岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋１６１７ 0574-27-3111

さくらカントリークラブ　 岐阜県 岐阜県加茂郡八百津町上飯田字大屋１４８８ 0574-43-1111

日本ラインゴルフ倶楽部　 岐阜県 岐阜県可児市室原８７ 0574-65-2121

養老カントリークラブ　 岐阜県 岐阜県大垣市上石津町堂之上１４４７ 0584-45-2330

ヒマラヤ　ゴルフ本店 岐阜県 岐阜県岐阜市市橋２－５－１３ 058-272-8500

GOLF5　岐阜店 岐阜県 岐阜県岐阜市市橋３丁目６番１１号 058-277-5491

グランディ浜名湖ゴルフクラブ　 静岡県 静岡県浜松市西区村櫛町字志津ノ前４６２０ 053-488-0120

静岡よみうりカントリークラブ　 静岡県 静岡県掛川市家代１１８８ 0537-26-2111

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

靜岡ｶﾝﾄﾘｰ袋井ｺｰｽ　 静岡県 静岡県袋井市国本１６１６ 0538-43-3311

ザ・フォレストカントリークラブ　 静岡県 静岡県周智郡森町橘５７６－３ 0538-85-4141

ゴルフパートナー　 ヴィクトリアゴルフ富士店 静岡県 静岡県富士市青葉町３８７ 0545-65-7511

藤枝ゴルフクラブ　 静岡県 静岡県藤枝市内瀬戸１１９３ 054-641-0055

ゴルフパートナー　 藤枝店 静岡県 静岡県藤枝市内瀬戸１３９－２ 054-647-5505

靜岡ｶﾝﾄﾘｰ島田ｺﾞﾙﾌｺｰｽ　 静岡県 静岡県島田市船木３５００ 0547-38-1313

GOLF5　静岡石田店 静岡県 静岡県静岡市駿河区南八幡町９番１号 054-284-5211

ニッケゴルフ倶楽部名古屋センター　 愛知県 愛知県あま市甚目寺上沖田３６－７ 052-444-5001

ゴルフキング　古城本店 愛知県 愛知県清須市西枇杷島町古城２－１７－２ 052-502-7800

平尾カントリークラブ　 愛知県 愛知県豊川市平尾町木崩６１－２７ 0533-87-5221

三河カントリークラブ　 愛知県 愛知県新城市豊栄１－１６ 0536-23-5551

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

ゴルフキング　三好店 愛知県 愛知県みよし市三好町原前１２－１ 0561-65-5310

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

ゴルフキング　トヨタ店 愛知県 愛知県豊田市日之出町２丁目１２－１１ 0565-36-0382

中京ゴルフ倶楽部　 愛知県 愛知県豊田市芳友町深田５１０ 0565-41-2100

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

ゴルフパートナー　 豊田東新店 愛知県 愛知県豊田市東新町６－１７－１豊田ラッツ２階（スーパースポーツゼビオ内） 0565-74-0012

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

GOLF5　小牧店 愛知県 愛知県小牧市堀の内５丁目１４６番 0568-76-8781

ゴルフプラザ王子　GP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

GOLF5　春日井店 愛知県 愛知県春日井市東野町５丁目１－１ 0568-85-8510

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

亀崎エスティーゴルフ　 愛知県 愛知県半田市州の崎町２番地の３６ 0569-28-2567

ビームス ゴルフ 松坂屋名古屋店 愛知県 愛知県名古屋市中区栄３－１６－１ 松坂屋名古屋店 北館４F 052-238-3981

ゴルフパートナー　 PGA TOUR SUPERSTORE 名古屋ゼロゲート店愛知県 愛知県名古屋市中区栄３丁目２８−１１ 052-269-1571

ゴルフパートナー　 名古屋富田店 愛知県 愛知県名古屋市中川区富田町榎津西乗江５２５－２（スーパースポーツゼビオ内） 052-309-7380

ゴルフパートナー　 PGA TOUR SUPERSTORE 名古屋みなと店愛知県 愛知県名古屋市港区砂美町１－５ 052-665-2082

ゴルフパートナー　 名古屋砂田橋店 愛知県 愛知県名古屋市東区砂田橋１－１－１０砂田橋ショッピングセンター　２階 052-726-6790

ゴルフキング　名古屋緑店 愛知県 愛知県名古屋市緑区鴻仏目２丁目１０２ 052-842-9115

ゴルフキング　名古屋石川橋店 愛知県 愛知県名古屋市昭和区檀溪通５－１ 052-858-3112

近畿

店舗名 都道府県 住所 電話番号

ゴルフパートナー　 鈴鹿ラッツ店 三重県 三重県鈴鹿市西條町４８０ 059-373-5026

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

ジャパンクラシックカントリー倶楽部　 三重県 三重県伊賀市槙山下田１７－１ 0595-42-0050

ヤトゴルフ　松原店 三重県 三重県松原市丹南４丁目２０７－１ 072-330-1101

GOLF5　津南店 三重県 三重県津市高茶屋小森町字丸田２６０－３ 059-234-7511

津カントリー倶楽部　 三重県 三重県津市片田長谷町３０ 059-237-3612

信楽カントリー倶楽部杉山コース　 滋賀県 滋賀県甲賀市信楽町畑５５－１ 0748-82-3711

ゴルフパートナー　 府中東八店 東京都 東京都府中市西原町１－１７－５ 042-580-3077

高島屋京都　 京都府 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町５２ 075-252-7483

ゴルフパートナー　 京都南インター店 京都府 京都府京都市伏見区中島堀端町１００番 075-605-4862

GOLF5　伏見店 京都府 京都府京都市伏見区横大路芝生３番 075-612-3646

つるやゴルフ　京都丸太町 京都府 京都府京都市上京区藁屋町５３０ 075-823-0115

江坂ＧＣ　 大阪府 大阪府吹田市芳野町１３－１４ 06-6385-1551

GOLF5　東大阪長田店 大阪府 大阪府東大阪市長田中２丁目４－２８ 06-6743-0080

ゴルフパートナー　 大阪守口店 大阪府 大阪府守口市佐太東町２－９－１０ 06-6916-5551

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

ブロード　 大阪府 大阪府和泉市桑原町２８２－１ 0725-46-0530

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

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

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

ゴルフプラザ星田　GP星田 大阪府 大阪府交野市星田西１－８０－１ 072-822-2645

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

つるやゴルフ　門真巣本店 大阪府 大阪府四条畷市蔀屋本町１４－２５ 072-879-7897

ゴルフプラザ玉手山　GP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

ヤトゴルフ　東大阪店 大阪府 大阪府東大阪市東鴻池５丁目９－４３ 072-960-4488

ビームス ゴルフ 近鉄あべのハルカス店 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３ あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 ６F 06-4399-9200

ゴルフショップアイフィー　 大阪府 大阪府大阪市中央区２瓦町２丁目２－７山陽染工瓦町ビル１Ｆ 06-6221-0720

つるやゴルフ　本店4階 大阪府 大阪府大阪市中央区本町３－３－５ 06-6281-0111
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在庫の有無について詳しくはご利用店舗にお問い合わせください。

ビームス ゴルフ グランフロント大阪店 大阪府 大阪府大阪市北区大深町４－２０ グランフロント大阪 南館１F 06-6359-1671

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

ビームス ゴルフ なんばパークス店 大阪府 大阪府大阪市浪速区難波中２－１０－７０ なんばパークス ２F 06-6635-2093

ゴルフパートナー　 阪神ゴルフ大正店 大阪府 大阪府大阪市大正区千島１－１－４１阪神ゴルフセンター大正店　店内 06-6710-9126

グリーンアリーナ神崎　 兵庫県 兵庫県尼崎市戸ノ内３‐１５ 06-6498-4188

ゴルフパートナー　 尼崎テクノランド店 兵庫県 兵庫県尼崎市末広町１－２－１ 06-7507-1791

GOLF18　 兵庫県 兵庫県川辺郡猪名川町内馬場蕗ヶ谷１－１ 0727-67-2881

ゴルフパートナー　 リンクス明石大久保店 兵庫県 兵庫県明石市大久保町大窪大沢２７００－４ 078-937-0722

GOLF5　姫路中地店 兵庫県 兵庫県姫路市中地南町５７番地 079-233-7041

ゴルフパートナー　 太子店 兵庫県 兵庫県揖保郡太子町鵤堂の内１４０２－７ 079-275-0333

チェリーヒルズゴルフクラブ　 兵庫県 兵庫県三木市細川町細川中字道重１２００－２３ 0794-82-9690

美奈木ゴルフ倶楽部　 兵庫県 兵庫県三木市口吉川町１１８７－３ 079-488-2525

美奈木ゴルフ倶楽部　 兵庫県 兵庫県三木市口吉川町１１８７－３ 079-488-2525

ゴールデンバレーゴルフ倶楽部　 兵庫県 兵庫県西脇市鹿野町字比延山１３５３－９ 0795-23-0681

新宝塚カントリークラブ　 兵庫県 兵庫県宝塚市切畑字検見１－２ 0797-91-0241

太平洋クラブ宝塚　 兵庫県 兵庫県宝塚市芝辻新田広芝花折７－２ 079-791-1001

ゴルフギアサージ　西宮店 兵庫県 兵庫県西宮市鞍掛町６－１９ 079-837-0034

ゴルフギアサージ　西宮店 兵庫県 兵庫県西宮市鞍掛町６－１９ 079-837-0034

ビームス ゴルフ 神戸 兵庫県 兵庫県神戸市中央区浪花町５９ー３ KCS浪花町１ー３F 078-335-0855

GOLF5　プレステージ神戸店 兵庫県 兵庫県神戸市中央区海岸通５番地　商船三井ビル 078-391-2360

有馬ロイヤルゴルフクラブ　 兵庫県 兵庫県神戸市北区淡河町北畑５７１ 078-958-0121

有馬ロイヤルゴルフクラブ　 兵庫県 兵庫県神戸市北区淡河町北畑５７１ 078-958-0121

ゴルフギアサージ　西神戸店 兵庫県 兵庫県神戸市西区持子１丁目１９６－１ 079-837-0034

ゴルフギアサージ　西神戸店 兵庫県 兵庫県神戸市西区持子１丁目１９６－１ 079-837-0034

ゴルフパートナー　 橿原店 奈良県 奈良県橿原市曽我町４５－１　２Ｆ 0744-21-1278

コマカントリークラブ　 奈良県 奈良県奈良市月ヶ瀬村字石内１４６６ 07439‐2‐0001

橋本カントリークラブ　 和歌山県 和歌山県橋本市隅田町下兵庫１１２３ 0736‐36‐2271

ゴルフパートナー　 セントラルシティ和歌山店 和歌山県 和歌山県和歌山市小雑賀８０５－１スーパースポーツゼビオ内 073-428-8054

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

中国・四国

店舗名 都道府県 住所 電話番号

出雲空港カントリー倶楽部　 島根県 島根県出雲市斐川町学頭３７３８－１ 0853-72-9145

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

みのるゴルフ笹ケ瀬　 岡山県 岡山県岡山市北区横井上８８６－３ 086-253-0281

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

みのるゴルフ一宮　 岡山県 岡山県岡山市北区一宮２２８ 086-284-3365

後楽ゴルフ倶楽部　 岡山県 岡山県岡山市北区真星２６１０ 086-299-0511

エーワンフィールド岡山本店　 岡山県 岡山県岡山市南区洲崎３－１－２７　 086-902-1722

ダイナマイト　東広島店 広島県 広島県東広島市西条町土与丸９３２－１ 0824-31-0888

鷹の巣ゴルフクラブ　 広島県 広島県廿日市市河津原１３７－２ 0829-74-3111

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

呉カントリークラブ　 広島県 広島県呉市安浦町大字安登１１６３－２ 0823-84-3743

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１－１５－１２ 082-243-3456

GOLF5　広島吉島店 広島県 広島県広島市中区吉島西２丁目１３番１４号 082-247-0841

ビームス ゴルフ 広島 広島県 広島県広島市中区本通３ー１０ 本通サザン ２F 082-544-2961

GOLF5　広島八木店 広島県 広島県広島市安佐南区八木一丁目１８番１２号 082-873-2912

ゴルフパートナー　 ゆめタウン宇部店 山口県 山口県宇部市黒石北３－４－１ 0836-45-0622

ゴルフパートナー　 ゆめモール下関店 山口県 山口県下関市新椋野１－２－１３ 083-250-8814

ゴルフパートナー　 ゆめタウン徳島店 徳島県 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須８８－１ゆめタウン徳島スーパースポーツゼビオ店内 088-677-9641

グランディ鳴門GC　 徳島県 徳島県鳴門市北灘町折野字大川筋１８２ 0886-82-0246

ゴルフパートナー　 徳島田宮店 徳島県 徳島県徳島市南田宮１－１－６２ 088-631-7230

ノヴィル(株)　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

ゴルフショップ　イシイ　 香川県 香川県丸亀市飯野町東二１２５２－１ 0877-25-1730

鮎滝CC　 香川県 香川県高松市香川町東谷２５９－１ 087-897-1111

ヒマラヤ　ゴルフ松山店 愛媛県 愛媛県松山市衣山１－１５５－１ 089-924-7770

GOLF5　松山店 愛媛県 愛媛県松山市問屋町９番１５号 089-926-4531

ゴルフパートナー　 松山問屋町店 愛媛県 愛媛県松山市問屋町５－２２ 089-995-8472

ゴルフパートナー　 高知スカイベイゴルフクラブ店 高知県 高知県須崎市浦ノ内福良３４８－２スカイベイゴルフクラブ内 088-856-0550

九州

店舗名 都道府県 住所 電話番号

ゴルフパートナー　 福岡那珂川店 福岡県 福岡県那珂川市片縄２−１４０ 092-408-9333

GOLF5　太宰府インター店 福岡県 福岡県大野城市御笠川３丁目６－１ 092-503-3950

ゴルフプラザ博多　GP博多 福岡県 福岡県福岡市博多区金隈上屋敷８０９ 092-503-7044

ゴルフパートナー　 福岡春日店 福岡県 福岡県春日市春日５－５１ 092-595-5904

ゴルフパートナー　 粕屋店 福岡県 福岡県糟屋郡粕屋町仲原字釜屋２７２７－３ 092-612-1221

岩田屋本店　 福岡県 福岡県福岡市中央区天神２丁目５番３５号 092‐734‐4633

ビームス ゴルフ VIORO店 福岡県 福岡県福岡市中央区天神２－１０－３ VIORO B１F 092-738-6501

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

ゴルフパートナー　 Ｒ３新宮店 福岡県 福岡県糟屋郡新宮町三代８８７－３ 092-940-6120

グリーンアリーナ久留米　GA久留米 福岡県 福岡県久留米市野中町１３７５－１ 0942-21-5551

小倉井筒屋　 福岡県 福岡県北九州市小倉北区船場町１－１ 093‐522‐2219

ヒマラヤ　ｽﾎﾟｰﾂ&ｺﾞﾙﾌ八幡西店 福岡県 福岡県北九州市八幡西区八枝２－１－３ 093-601-1511

ゴルフパートナー　 八幡あいおい店 福岡県 福岡県北九州市八幡西区相生町１２－２８ 093-616-2077

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

福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部　 佐賀県 佐賀県唐津市七山白木２４０３－３ 0955-58-3088

佐賀ロイヤルゴルフクラブ　 佐賀県 佐賀県唐津市相知町相知２５４８－１ 0955‐62‐2070

北山カントリー倶楽部　 佐賀県 佐賀県佐賀市三瀬村６０９ 0952-56-2321

ゴルフパートナー　 アクロスプラザ佐世保藤原町店 長崎県 長崎県佐世保市藤原町２０－７ 0956-20-0250

パサージュ琴海　 長崎県 長崎県長崎市琴海戸根原町１７１ 095-884-3991

阿蘇グリーンヒルカントリークラブ　 熊本県 熊本県阿蘇郡西原村小森２１７８　　　　　　　　　　　　　　 096-279-2888

サンゴルフ　くまもと中央カントリークラブ 熊本県 熊本県菊池市旭志川辺１２１７ 096-293-3300

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

ゴルフショップナンバーワン　 熊本県 熊本県玉名市中１６１２－１ 0968‐72‐5144

玉名カントリークラブ　 熊本県 熊本県玉名市石貫３９８７　　　　　　　　　　　　　　 0968-74-9111

サンゴルフ　本店 熊本県 熊本県熊本市中央区本山１丁目６－１１　　　　　　　　　　　　　 096-322-0223

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

GOLF5　熊本インター店 熊本県 熊本県熊本市東区神園１丁目１番５号 096-388-6676

城南カントリークラブ　 熊本県 熊本県熊本市南区城南町藤山１６６０ 096-428-6511

ゴルフパートナー　 大分店 大分県 大分県大分市萩原２－１－３０ 097-556-8101

座論梅ゴルフ　 宮崎県 宮崎県児湯郡新富町大字新田１７６０５ 0983-35-1311

モリタゴルフ　宮﨑店 宮崎県 宮崎県宮崎市老松１丁目２－５ 0985-23-7000

UMKカントリークラブ　 宮崎県 宮崎県宮崎市大字新名爪坂ノ下２０５５ 0985-39-7777

宮崎カントリークラブ　 宮崎県 宮崎県宮崎市大字田吉字松崎４８５５ 0985-56-4114

宮崎レイクサイドゴルフ　 宮崎県 宮崎県宮崎市清武町今泉丙 0985-85-8585

GOLF5　鹿児島与次郎店 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市与次郎一丁目９番５号 099-254-5751



『BEAMS GOLF ZSP-BITER』　SHOP LIST

在庫の有無について詳しくはご利用店舗にお問い合わせください。

鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部　 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市直木町６０００ 099-278-5200

ゴールデンパームカントリークラブ　 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市本城町３６６ 099-294-2666

GOLF5　バークレー浦添店 沖縄県 沖縄県浦添市当山二丁目２番１号 098-877-8333

ゴルフパートナー　 うるま店 沖縄県 沖縄県うるま市前原１８３－９ 098-989-1591

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

オンラインショップ

ビームスゴルフ公式オンラインストア　 https://www.beams.co.jp/beamsgolf/

店舗名 URL
ブリヂストンスポーツ公式オンラインストア　 https://store-bridgestonesports.com/index.html

https://www.beams.co.jp/beamsgolf/
https://www.beams.co.jp/item/beamsgolf/shoes/81320354142/?color=01

