
関東

店舗名 住所 TEL
二木ゴルフつくば学園店 つくば市研究学園1-3-15 029-849-2451
二木ゴルフ　水戸店 水戸市吉沢町1020-1 0292-48-2557
ｺﾞﾙﾌｼｮｯﾌﾟテラヌマ 水戸市赤塚2丁目212-6 029-254-5750
新西山荘ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 常陸太田市下大門町        1063 0294-70-1234
二木ゴルフ　宇都宮北店 宇都宮市上戸祭町455-6 028-624-9971
有賀園ゴルフ宇都宮店 宇都宮市駒生1-25-35 028-649-3535
Victoria Golf宇都宮細谷店 宇都宮市細谷町694-2 028-643-6147
二木ｺﾞﾙﾌ宇都宮ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店 宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ4-8-7 028-656-9251
ゴルフ５足利店 足利市掘込町2481-1 0284-72-2203
二木ゴルフ　矢板店 矢板市中930-1 0287-43-4250
ゴルフプラス 高崎市中尾町1408-1 027-395-0763
二木ゴルフ　高崎店 高崎市飯塚町72-1 027-362-6121
ゴルフ５高崎緑町店 高崎市緑町1丁目29-17 027-364-0777
有賀園ゴルフ　高崎店 高崎市下之城町160-1 027-327-6161
ゴルフ５前橋吉岡店 北群馬郡吉岡町大久保768 0279-54-0611
有賀園ゴルフNEW前橋店 前橋市荒牧町1-10-10 027-260-1188
GP.PGA TOUR SUPERSTORE伊勢崎 伊勢崎市宮子町2806 08037386596
二木ゴルフ　伊勢崎店 伊勢崎市韮塚町1216-6 0270-50-7688
有賀園ゴルフ太田店 太田市西矢島町622-1 0276-30-1411
有賀園ゴルフ　桐生店 桐生市広沢町3-3790-1 0277-54-2323
そごう大宮店 さいたま市大宮区桜木町1-6-2 6F 048-631-0521
二木ゴルフ　大宮店 さいたま市西区三橋6-768 048ｰ623ｰ0800
ゴルフ５大宮吉野店 さいたま市北区吉野町1-439 048-653-4721
ゴルフ５川口朝日店 川口市朝日1丁目1番35号 048-222-9572
有賀園ゴルフ　戸田店 戸田市笹目3-11-18 048-422-5522
二木ゴルフ　南浦和店 さいたま市南区太田窪2334-1 048-813-7744
ゴルフ５浦和店 さいたま市南区曲本1-16-1 048-839-8222
有賀園ゴルフ　草加店 草加市西町803 0489-27-8800
ゴルフ５草加店 草加市花栗2-9-8 048-941-1211
二木ゴルフ　草加店 草加市花栗1-31-8 0489-42-1231
二木ゴルフ　三郷店 三郷市ﾋﾟｱﾗｼﾃｨ1-3-8 048-949-1151
有賀園ゴルフ　越谷店 越谷市下間久里696-1 048-970-4000
二木ゴルフﾌｫﾚｵ菖蒲店 久喜市菖蒲町菖蒲寺田6006-1 0480-87-1511
有賀園ゴルフＮＥＷ川越店 川越市小仙波901-1 049-226-1212
二木ゴルフ　川越ｲﾝﾀｰ店 川越市大塚1-28-8 049-291-5411
二木ゴルフ　新座店 新座市野火止8-2-3 048-481-2611
二木ゴルフ　東松山店 東松山市上野本1188 0493-22-5981
GP.PGA TOUR SUPERSTORE入間 入間市宮寺2982 04-2968-8971
そごう千葉店 千葉市中央区新町1000 047-245-8657
有賀園ゴルフ　千葉店 千葉市美浜区幸町1-26-4 043-242-8000
二木ゴルフ　千葉幕張店 千葉市美浜区若葉2ｰ3 043-275-4334
ゴルフ５稲毛園生店 千葉市稲毛区園生町1112-1 043-287-4400
ゴルフ５千葉ニュータウン店 印西市西の原一丁目1番3 0476-47-4411
鎌ヶ谷カントリークラブ 鎌ｹ谷市中沢1348 047-444-4120
太平洋クラブ八千代コース 八千代市米本2834 047-488-3156
有賀園ゴルフ　柏店 柏市柏345-1 04-7137-1105
二木ゴルフ　東金店 東金市田間1278 0475-55-2840
二木ゴルフ　木更津店 木更津市文京4-5-5 0438-22-6291
東京湾カントリー倶楽部 袖ｹ浦市蔵波1147 0438-63-3211
株ビックカメラ　有楽町店 千代田区有楽町1-11-1 03-5221-1123
大丸東京店 千代田区丸ﾉ内1‐9‐1 03-3212-8011
ゴルフプラザアクティブAKIBA店 千代田区神田花岡町1-1ﾖﾄﾞﾊﾞｼ AKIBA 03-5209-1701
ゴルフ５プレステージ日本橋店 中央区日本橋室町4-1-21 近三ﾋﾞﾙ1階 03-3241-7888
日本橋髙島屋S.C. 中央区日本橋2-4-1 03-3211-4111
Victoria Golf日本橋三越店 中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 本館4階 03-5205-3251
松屋銀座 中央区銀座3-6-1 03-3567-1211
ｺﾞﾙﾌﾊﾟｰﾄﾅｰ新橋日比谷口店 千代田区神田錦町3-20 　錦町ﾄﾗｯﾄﾞｽｸｴｱ13F 03-3539-5186
有賀園ゴルフ新橋TOKYO店 港区新橋2-6-2　新橋ｱｲﾏｰｸﾋﾞﾙ1･2F 03-5157-4011
二木ゴルフ　アメ横店 台東区上野6‐4‐6 03-3835-0091
コトブキゴルフワールド館 台東区上野3-21-11 03-3836-4141
ｺﾞﾙﾌﾊﾟｰﾄﾅｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞG 上野本店 台東区上野4-7-8      ｱﾒ横ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ4F 03-5812-0336
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店舗名 住所 TEL
二木ゴルフ　加平店 足立区加平1-15-5 03-5673-1321
GPｳﾞｨｸﾄﾘｱｺﾞﾙﾌﾄｰｷｮｰｼﾞｬﾝﾎﾞGｾﾝﾀｰ 足立区入谷9-26-1 03-3853-8558
千代田　両国店 墨田区亀沢1-4-1 03-5637-8269
ゴルフ５西葛西店 江戸川区西葛西1丁目12番27号 03-3877-4364
二木ゴルフ　田園調布店 大田区田園調布1-40-14 03-5483-0061
ゴルフ５大田店 大田区千鳥3-12-13 03-3756-1820
有賀園ゴルフ　大田池上店 大田区矢口1-2-8 03-5741-2323
ゴルフ５プレステージ広尾店 渋谷区広尾5-7-35 広尾ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ1F 03-3446-5021
東急渋谷本店 渋谷区道玄坂2-24-1 03-3477-3525
ゴルフ５プレステージ新宿店 渋谷区千駄ヶ谷5-34-7 NEX新宿ﾋﾞﾙ1F 03-3354-5052
新宿髙島屋 渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 03-5361-1111
ゴルフ５世田谷店 世田谷区船橋4ｰ42-1 03-3483-8237
Victoria Golf世田谷店 世田谷区八幡山3-39-5 03-5316-7190
ﾋﾞｯｸﾛﾋﾞｯｸｶﾒﾗ新宿東口店 新宿区新宿3-29-1 03-3246-1111
京王百貨店新宿店 新宿区西新宿1-1-4 03-5321-8076
有賀園ｺﾞﾙﾌ小田急ﾊﾙｸ店 新宿区西新宿1-5-1小田急･新宿ﾊﾙｸｽﾎﾟｰﾂ1F 03-5909-3330
有賀園ゴルフ　杉並店 杉並区清水3-8-6 03-5311-7300
有賀園ゴルフ池袋東武店 豊島区西池袋1ｰ1ｰ25東武百貨店池袋店7F 03-5957-3969
西武池袋本店 豊島区南池袋1-28-1 03-5949-5962
リードゴルフ 練馬区関町東1‐29‐5 03-3920-1881
二木ゴルフ　三鷹店 三鷹市新川6-22-32 0422-71-7130
ゴルフ５府中店 府中市若松町2-31-1 042-369-4251
有賀園ゴルフ　西東京店 小平市花小金井3-13-12 0424-50-5550
ゴルフ５八王子店 八王子市大和田2-17-4 042-656-6805
二木ゴルフ　南町田店 町田市南町田4-14-35 042-788-3380
二木ゴルフ　田無店 東久留米市南町2-8 0424-51-8181
二木ゴルフ　多摩センター 多摩市愛宕4-12-4 042-339-7761
ゴルフ５川崎野川店 川崎市高津区東野川2-2-9 044-799-1521
有賀園ゴルフ　東名川崎店 川崎市宮前区土橋6-10-4 044-870-3155
二木ゴルフ　川崎宮前店 川崎市宮前区水沢3-3-4 044-978-5030
横浜髙島屋 横浜市西区南幸1-6-31 045-311-5111
そごう横浜店 横浜市西区髙島2-18-1 045-465-2492
有賀園ゴルフ　新横浜店 横浜市港北区鳥山町砂田523-3 045-478-1515
ゴルフ５港北みなも店 横浜市都筑区中川中央2丁目7-1 045-594-5785
ゴルフ５横須賀店 横須賀市三春町4丁目6番地1 046-821-1607
戸塚カントリー倶楽部 横浜市旭区大池町26 045-351-1241
二木ゴルフ　小田原店 小田原市成田431-1 0465-39-3054
二木ゴルフ　藤沢店 藤沢市柄沢1-34-19 0466-55-2861
ゴルフ５相模原店 相模原市中央区小山3-37-1 042-774-4430
二木ゴルフ　相模原店 相模原市中央区相生2-14-5 0427-58-2231
二木ゴルフ　平塚店 平塚市田村1-4-32 0463 54-6280
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