
北海道・東北

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　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

THE SUN GOLF　 北海道 北海道札幌市中央区大通西１７－２－１５ 011-611-7272

ブリヂストンゴルフプラザ　仙台泉 宮城県 宮城県仙台市泉区七北田字大沢中才３６　杜の都ゴルフサロン泉内 022-371-0755

関東

店舗名 都道府県 住所 電話番号

ヴィクトリアゴルフ　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

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１６６８－５ 029-889-5001

玉村ｺﾞﾙﾌ場　 群馬県 群馬県佐波郡玉村町角淵５００６ 0270-65-5590

GOLF PLUS　 群馬県 群馬県高崎市中尾町１４０８－１ 027-395-0763

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

ダブルイーグル　恵比寿店 東京都 東京都渋谷区東３－９－１９　ＶＯＲＴ恵比寿ｍａｘｉｍ　１階 03-5464-3431

ダブルイーグル　明治神宮外苑店 東京都 東京都新宿区霞ケ丘町３－２明治神宮外苑ゴルフ練習場内 03-6271-5537

ダブルイーグル　伊勢丹新宿店 東京都 東京都新宿区新宿　３－１４－２０　新宿テアトルビル　２Ｆ 03-6380-5215

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

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３－４ 03-3295-2955

ヴィクトリアゴルフ　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　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　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

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

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

ヴィクトリアゴルフ　六本木店 東京都 東京都港区六本木６－４－１　六本木ヒルズ　メトロハット／ハリウッドプラザＢ１ 03-5772-2116

ジーパーズ　新橋店 東京都 東京都港区新橋 03-5537-1261

ジーパーズ　葛西店 東京都 東京都江戸川区南葛西 03-3878-7967

アヴニール　よみうりCC 東京都 東京都稲城市 044-966-1119

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　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　Alpen TOKYO 6F 東京都 東京都新宿区新宿３丁目２３番７号　新宿ユニカビル６Ｆ 03-5312-7683

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

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

中部

店舗名 都道府県 住所 電話番号

GOSSIP KANAZAWA　 石川県 石川県金沢市堀川新町３－１　金沢フォーラス４Ｆ 076-290-8752

軽井沢72ゴルフコース　 長野県 長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 0267-48-1969

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

さくらカントリークラブ　 岐阜県 岐阜県加茂郡八百津町久田見３１１５－１ 0574-43-1111

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 0572-24-1320

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

富士C可児クラブ可児ゴルフ場　 岐阜県 岐阜県可児市久々利向平２２１－２ 0574-64-1111

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

レイクグリーンゴルフ倶楽部　 岐阜県 岐阜県可児郡御嵩町美佐野字押山２６５２－１ 0574-67-5555

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

瑞陵ゴルフ倶楽部　 岐阜県 岐阜県瑞浪市土岐町８２６３－３１ 0572-68-8888

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

underbar　 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

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

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

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

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

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

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

ザ・トラディションゴルフクラブ　 愛知県 愛知県岡崎市中町１番地 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

名古屋グリーンカントリークラブ　 愛知県 愛知県豊田市御作町釜土１１８８－１ 0565-76-4111

セントクリークゴルフクラブ　 愛知県 愛知県豊田市月原黒木１番地 0565-64-2121

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

GooGOLF　 愛知県 愛知県一宮市伝法寺１－１－１７ 0586-82-5317

Bloon＆magic　 愛知県 愛知県長久手市市が洞二丁目１２０４ 0561-76-5379

ゴルフキング　名古屋石川橋 愛知県 愛知県名古屋市昭和区檀溪通５－１ 052-85-83112

GOLF5　プレステージ名古屋店 愛知県 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２８－１２　大名古屋ビルヂング２Ｆ 052-551-3500

ZAKKA GOLF　 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 052-264-2784

近畿

店舗名 都道府県 住所 電話番号

ゴルフキング　イオンタウン鈴鹿 三重県 三重県鈴鹿市庄野羽山４－２０ー１ 0593-73-7088

グレイスヒルズカントリー倶楽部　 三重県 三重県四日市市桜町池之谷２２３０ 059-237-1110

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

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

滋賀カントリー倶楽部　 滋賀県 滋賀県甲賀市信楽町上朝宮１２２４ 0748-82-1961

フジゴルフ　本店 京都府 京都府京都市中京区堀川通四条上ル東側錦堀川町６５０番地 075-257-8033

京都ゴルフスタジオ　 京都府 京都府京都市伏見区横大路菅本２‐１９　ＢＯＳＳＣＬＵＢ１Ｆ 075-606-1919

COLONY京都　 京都府 京都府京都市北区上賀茂畔勝町９８－２ 075-711-7177

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

つるやゴルフ　枚方店 大阪府 大阪府枚方市宮之阪４丁目２８番１２号 072-805-3338

天野山カントリークラブ　 大阪府 大阪府堺市南区別所１５４９－４６ 072-284-1883

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

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

ヤトゴルフ　東大阪店 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

江坂ゴルフクラブ　 大阪府 大阪府吹田市芳野町１３－１４ 06-6385-1551

つるやゴルフ　本店 大阪府 大阪府大阪市中央区本町３－３－５ 06-6281-0222

RED STAR　 大阪府 大阪府大阪市北区堂島１－２－２　日昭ビルＢ１ 06-6442-1515

LOUGUE　 大阪府 大阪府大阪市中央区南船場４－７－２１　オーガニックビル１Ｆ 06-6282-5109

ニッケゴルフ倶楽部　姫路センター 兵庫県 兵庫県姫路市城東町中河原１ 079-222-0374

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

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

5Wondering star　 兵庫県 兵庫県姫路市亀井町３６番地オムニバスビル 079-226-9500

COLONY西宮　 兵庫県 兵庫県西宮市高松町１４番１号 0798-62-7581

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

Palm springs　 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区陸ノ町７－２２ 078-798-6677

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１４５６ 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 0736-37-3330

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

『V12 SV 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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中国・四国

店舗名 都道府県 住所 電話番号

鷲羽ゴルフ倶楽部　 岡山県 岡山県倉敷市福江７０１番地 086-475-2000

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

com.　 岡山県 岡山県岡山市北区田町２‐１‐１　木村ビル１Ｆ 086-289-6004

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９３２－１ 082-431-0888

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

鷹の巣ゴルフクラブ　 広島県 広島県廿日市市河津原１３７－２ 082-974-3111

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　吉島店 広島県 広島県広島市中区吉島東１－１５－１２ 082-243-3456

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

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

グランディ鳴門GC36　 徳島県 徳島県鳴門市北灘町折野大川筋１８２ 0886-82-0246

ワンポイント　沖浜店 徳島県 徳島県徳島市沖浜３丁目１６ 0886-23-7210

南海ゴルフ　本店 徳島県 徳島県徳島市南出来島町１－３１－１ 0886-22-6393

九州・沖縄

店舗名 都道府県 住所 電話番号

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

小戸ゴルフセンター　 福岡県 福岡県福岡市西区小戸２丁目１番２５号 092-882-5050

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

宗像ゴルフセンター　 福岡県 福岡県福津市小竹１－４－１ 0940-42-2639

麻生飯塚ゴルフ倶楽部　 福岡県 福岡県嘉穂郡桂川町吉隈１２０ 0948-65-1155

夜須高原カントリークラブ　 福岡県 福岡県朝倉郡曽根田１４１－２６ 0946-42-2211

久山カントリー倶楽部　 福岡県 福岡県糟屋郡久山町久原３５４９ 092-976-0222

小郡カンツリー倶楽部　 福岡県 福岡県小郡市三沢１７８８ 0942-75-4181

福岡カンツリー倶楽部　 福岡県 福岡県福岡市東区和白１３１８－１ 092-606-2931

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１２－２７ 092-894-2920

COLONYキャナルシティ　 福岡県 福岡県福岡市博多区住吉１－２－２２ 092-263-2279

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 0942-283-5101

フジカントリークラブ　 佐賀県 佐賀県佐賀市富士町大字上熊川６９１ 0952-64-2236

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

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

城南カントリークラブ　 熊本県 熊本県熊本市南区藤山１６６０ 0964-28-6511

サンゴルフ　 熊本県 熊本県熊本市中央区本山１ー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丁目１５－１０ 096-370-2400

ヴァンクール　 熊本県 熊本県熊本市中央区上通町７－５ 096-324-9307

UMKカントリークラブ　 宮崎県 宮崎県宮崎市新名爪字坂ノ下２０５５ 0985-39-7777

IFGラボ　 宮崎県 宮崎県宮崎市下北方町井出下南２２－１ 0985-86-7180

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 0985-23-7000

ゴルフギャラリーTakumi　 宮崎県 宮崎県宮崎市柳丸町８０－２ 0985-72-3636

神田ゴルフ　 鹿児島県 鹿児島県出水市大野原町５６ 0996-63-0678

知覧カントリークラブ 鹿児島県 鹿児島県南九州市知覧町郡８６３０ 0993-83-4711

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

FABULOUSイーアス沖縄　 沖縄県 沖縄県豊見城市豊崎３番３５　イーアス沖縄豊崎　３３６０区画 098-996-3931

オンラインショップ

店舗名 URL
V12公式オフィシャルサイト　 https://v12golf.com/

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

プレスト

WEB GOLF SHOP TAKEUCHI

T-on

サードウェイブ 

CURUCURU

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/puresuto

www.t-on.co.jp

www.third-wave.jp

www.curucuru-select.com

www.rakuten.ne.jp

https://www.beams.co.jp/item/beamsgolf/shoes/81320354142/?color=01
https://www.beams.co.jp/beamsgolf/
http://www.rakuten.ne.jp/gold/puresuto
http://www.t-on.co.jp/
http://www.third-wave.jp/
http://www.curucuru-select.com/
http://www.rakuten.ne.jp/

