
北海道・東北

店舗名 都道府県 住所 電話番号

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

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札幌内 011-788-9003

ゴルフ５　光星店　　　　　　 北海道 北海道札幌市東区北９条東４丁目１番１号　 011-721-1580

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３－５５ 011-861-1116

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

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

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

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

ゴルフショップエーコー 福島県 福島県郡山市島１丁目２２−１０ 024-933-2993

関東

店舗名 都道府県 住所 電話番号

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

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

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

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

ヴィクトリア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

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

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

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

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

ゴルフプラザアクティブＡＫＩＢＡ 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

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

ダブルイーグル　銀座店 東京都 東京都中央区銀座２丁目３－６　銀座並木通りビル　Ｂ１Ｆ 03-3538-3363

ゴルフ５　プレステージ日本橋 東京都 東京都中央区日本橋室町４－１－２１ 近三ビルディング１階 03-3241-7888

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ビルＢ１Ｆ 03-3589-3575

ゴルフパートナー　新橋日比谷口店 東京都 東京都港区新橋１－１８－１４三洋堂本館ビル 03-3539-5186

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　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

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 03-3836-4141

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

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　碑文谷店 東京都 東京都目黒区碑文谷２－２１－６ キャッスル共進ビル１・２Ｆ 03-5704-7170

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

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

ゴルフ５　世田谷店　　　　　 東京都 東京都世田谷区船橋４丁目４２番地１号　　 03-3483-8237

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

ゴルフ５　プレステージ新宿 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

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　江戸川店 東京都 東京都江戸川区西瑞江５－１１－１１ 03-5674-8751

ゴルフ５　西葛西店　　　　　 東京都 東京都江戸川区西葛西１丁目１２番地２７号 03-3877-4364

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　南町田店 東京都 東京都町田市南町田４－１４－３５ 042-788-3380

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

ブリヂストンゴルファーズストア横浜ＭＭ 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１Ｆ 045-227-5845

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

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

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

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

中部

店舗名 都道府県 住所 電話番号

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１１７８－１６０ 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

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

ゴルフ５　沼津店　　　　　　 静岡県 静岡県沼津市杉崎町１１番５０号　　　　　 055-923-3441

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

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

スーパースポーツゼビオ 名古屋ゼロゲート店 愛知県 愛知県名古屋市中区栄３－２８－１０－３階 052-269-1570

ゴルフ５　山王店　　　　　　 愛知県 愛知県名古屋市中川区山王２丁目３－４３　 052-323-6177

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
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近畿

店舗名 都道府県 住所 電話番号

高島屋　京都店 京都府 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町５２番地 075-221-8811

ゴルフ５　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

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

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 06-6635-2093

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

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

スーパースポーツゼビオ ヨドバシ梅田店 大阪府 大阪府大阪市北区大深町１－１　ヨドバシ梅田６階 06-6292-4064

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３−５ 06-6281-0111

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

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

ゴルフプラザアクティブ　大丸心斎橋店 大阪府 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目８−３ 大丸心斎橋店 北館８Ｆ 06-6244-5476

ヴィクトリアゴルフ　大阪守口店 大阪府 大阪府守口市佐太東町２－９－１０ 06-6916-5550

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　箕面店 大阪府 大阪府箕面市今宮３－５－２１ 072-749-4661

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

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丁目８０－１　星田ゴルフセンター内 072-822-2645

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

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

ゴルフプラザアクティブ　大丸神戸店 兵庫県 兵庫県神戸市中央区明石町４０　大丸神戸店５階 078-333-2335

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１－１９６－１ 078-924-7000

ゴルフ５　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

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

ブリヂストンゴルフプラザ紀の川 和歌山県 和歌山県紀の川市下井阪３４５　トマトゴルフセンター内 0736-77-7336

中国

店舗名 都道府県 住所 電話番号

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

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

ゴルフ５　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９－２５ 杉屋ビル２Ｆ 082-545-6120

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　福山店 広島県 広島県福山市東深津町１－１０－５ 084-973-5666

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

九州

店舗名 都道府県 住所 電話番号

スーパースポーツゼビオ　小倉東インター店 福岡県 福岡県北九州市小倉南区上葛原１ー１７－１ 093-932-1220

ブリヂストンゴルフプラザ八幡西 福岡県 福岡県北九州市八幡西区浅川日の峯２－２８－１ べスパ大栄内 093-383-5670

ゴルフ５　福岡香椎店　　　　 福岡県 福岡県福岡市東区香椎団地１番２０号　　　 092-662-7810

ブリヂストンゴルフプラザ香椎 福岡県 福岡県福岡市東区千早３－６－３７　エスタ香椎ゴルフセンター内 092-673-7111

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２号館　１階 092-272-0025

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

スーパースポーツゼビオ キャナルシティ博多店 福岡県 福岡県福岡市博多区住吉１－２－７４キャナルシティ博多サウスビル３Ｆ 092-283-8650

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

ゴルフプラザアクティブ　大丸福岡天神店 福岡県 福岡県福岡市中央区天神１－４－１　博多大丸福岡天神店 本館５Ｆ 092-717-8122

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

ブリヂストンゴルフプラザ小戸 福岡県 福岡県福岡市西区小戸２－１－２５　小戸ゴルフセンター内 092-834-8580

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

ブリヂストンゴルフプラザ飯塚 福岡県 福岡県飯塚市枝国６６６　桜ヶ丘ゴルフセンター内 0948-43-9180

ゴルフ５　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

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

ブリヂストンゴルフプラザ大分 大分県 大分県大分市大字横尾字北番出２２７　スカイヤード大分内 097-535-8513

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

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