
都道府県 得意先名 郵便番号 住所１ TEL
北海道 ゴルフ・ドゥ 札幌厚別店 004-0022 北海道札幌市厚別区厚別南4丁目29-15 011-398-5355
北海道 ゴルフ・ドゥ 札幌手稲前田店 006-0815 北海道札幌市手稲区前田五条11丁目4-1 011-684-5454
北海道 ゴルフ・ドゥ 札幌東苗穂店 007-0804 北海道札幌市東区東苗穂四条2丁目3-1 011-786-5555
北海道 ゴルフパートナー 苫小牧店 　(代引) 053-0053 北海道苫小牧市柳町2丁目6-3 0144-52-5858
山形県 タキザワスポーツ 990-2423 山形県山形市東青田一丁目12-3 023-634-5588
宮城県 ゴルフパートナー　宮城の萩大通り店 984-0825 宮城県仙台市若林区古城3-13-35 022-781-1323
宮城県 ゴルフパートナー 仙台吉成店 989-3205 宮城県仙台市青葉区吉成1-24-16 022-277-8340
宮城県 ゴルフパートナー 仙台泉バイパス店 981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字楢町73-1 022-771-7501

都道府県 得意先名 郵便番号 住所１ TEL
神奈川県 ゴルフパートナー　江の島店 251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-17-27 0466-54-8226
千葉県 Ｇｅｏ Ｌａｂ（ｼﾞｵﾗﾎﾞ) 260-0001 千葉県千葉市中央区都町2丁目27-5 043-386-1081
茨城県 ゴルフ・ドゥ！荒川沖店 300-1158 茨城県稲敷郡阿見町住吉2-12-15 029-843-8001
茨城県 ゴルフパートナー R6ひたちなか市毛店 312-0033 茨城県ひたちなか市市毛941-5 029-354-0331
茨城県 ゴルフパートナー　Ｒ６日立大沼店 316-0022 茨城県日立市大沼町1-14-13 0294-28-4126
栃木県 ＳＫエンタープライズ　株式会社 321-0917 栃木県宇都宮市西刑部町1951-1 028-656-9925
栃木県 ゴルフパートナー 高根沢ゴルフパーク店 329-1225 栃木県塩谷郡高根沢町石末637-1 028-680-1215
栃木県 ゴルフ・ドゥ！小山店 323-0820 栃木県小山市西城南5-2-22 048-717-4686
群馬県 有限会社 浅野ゴルフサービス 371-0017 群馬県前橋市日吉町三丁目31-20 027-233-7110
群馬県 ゴルフパートナー 高崎スポーツセンター 370-0072 群馬県高崎市大八木町435-1 027-363-5533

都道府県 得意先名 郵便番号 住所１ TEL
長野県 ゴルフウエイ 松本店 399-0039 長野県松本市小屋北1-19-8 0263-85-2255
長野県 ゴルフパートナー　R18長野店 380-0911 長野県長野市稲葉2714-1 026-269-8120
長野県 ゴルフパートナー　上田インター店 386-0002 長野県上田市住吉67-2 0268-29-7251
山梨県 ゴルフパートナー甲府バイパス店 400-0043 山梨県甲府市国母8-13-44 055-236-6667
新潟県 スポルト・ゴルフ 長岡店 940-2024 新潟県長岡市堺町12-1 0258-89-8840
新潟県 スポルト・ゴルフ 新潟店 950-0993 新潟県新潟市中央区上所中1-11-25 025-281-8858
新潟県 ＴＥＥ－１ 新潟店 950-2121 新潟県新潟市西区槇尾127番地 025-201-6396
富山県 ゴルフパートナー　富山店 939-8015 富山県富山市中川原220-1 076-464-5641
福井県 ＩＬＬ－ＢＲＥＤ　(ｲﾙﾌﾞﾚｯﾄﾞ) 914-0058 福井県敦賀市三島町33-17-1 0770-21-9533

都道府県 得意先名 郵便番号 住所１ TEL
愛知県 ゴルフドゥ　名古屋熱田店 456-0053 愛知県名古屋市熱田区一番3丁目7番6号 052-678-0711
愛知県 ゴルフパートナー　名岐バイパス一宮店 491-0862 愛知県一宮市緑4丁目2-8 0586-26-2285
愛知県 ゴルフパートナー　小牧インター店 485-0046 愛知県小牧市堀の内2-11-1 0568-72-8107
愛知県 ゴルフパートナー　瀬戸街道尾張旭店 488-0854 愛知県尾張旭市旭前町西新田5091-1 0561-55-3166
愛知県 ゴルフパートナー 名古屋鳴海店 458-0038 愛知県名古屋市緑区作の山町231 052-899-0711
愛知県 ゴルフパートナー　春日井落合公園店 486-0817 愛知県春日井市東野町3-13-1 0568-87-7851
愛知県 ゴルフパートナー　トヨタ店 471-0875 愛知県豊田市下市場町5-54-1 0565-35-7300
愛知県 ゴルフハーツ 480-0141 愛知県丹羽郡大口町上小口2丁目48 0587-96-2321
愛知県 ｺﾞﾙﾌﾊﾟｰﾄﾅｰ 豊橋ゴルフヴィラ・ローラン店 440-0086 愛知県豊橋市下地町字前田4-1 0532-52-1021
愛知県 ゴルフパートナー　豊橋店 441-8058 愛知県豊橋市柱六番町130番1 0532-26-2777
愛知県 ゴルフリメイク専門ショップいしづか 491-0823 愛知県一宮市丹陽町五日市場本地46-1 0586-81-4019
愛知県 ゴルフキング　古城店 452-0001 愛知県清須市西枇杷島町古城2-17-2 052-502-7800
愛知県 ゴルフキング　名古屋緑店 458-0023 愛知県名古屋市緑区鴻仏目2丁目102 052-842-9115
愛知県 ゴルフキング　名古屋石川橋店 466-0842 愛知県名古屋市昭和区檀溪通5-1 052-858-3112
愛知県 ゴルフキング　三好店 470-0224 愛知県みよし市三好町原前12-1 0561-65-5310
愛知県 ゴルフキング　トヨタ店 471-0075 愛知県豊田市日之出町2-12-11 0565-36-0382
愛知県 ゴルフキング　尾張旭店 488-0044 愛知県尾張旭市南本地ケ原町三丁目85番地0561-54-6972
愛知県 株式会社フルショット　守山店 463-0079 愛知県名古屋市守山区幸心1丁目107 052-792-5062
愛知県 ゴルフパートナー 岡崎桜木ゴルフ店　(代引444-3174 愛知県岡崎市真伝町魂場37-2 0564-64-2239
愛知県 有限会社　ゴルフショップ サクセス 440-0835 愛知県豊橋市飯村南4丁目11-3 0532-61-3498
静岡県 ゴルフパートナー １３６三島店 411-0816 静岡県三島市梅名477-12 055-984-3022
静岡県 ゴルフパートナー　清水店 424-0835 静岡県静岡市清水区上清水町3－27 054-352-8107
静岡県 ゴルフパートナー　Ｒ１藤枝店(代引) 426-0076 静岡県藤枝市内瀬戸139-2 054-647-5505
静岡県 ゴルフパートナー　静岡南瀬名店(代引) 420-0915 静岡県静岡市葵区南瀬名町6-53 054-267-2511
静岡県 ゴルフパートナー　浜松篠原ゴルフ店(代引)431-0201 静岡県浜松市西区篠原町23553 053-445-0771
静岡県 ゴルフパートナー　ｶﾈﾎﾞｳ通り馬渕店(代引)422-8063 静岡県静岡市駿河区馬渕3-7-25 054-270-4701
静岡県 ゴルフパートナー 掛川店　(代引) 436-0043 静岡県掛川市大池2865-1 0537-62-1556
岐阜県 ゴルフパートナー　岐阜茜部店 500-8263 岐阜県岐阜市茜部新所3-59-1 058-277-6240
岐阜県 ゴルフパートナー　岐阜可児店 509-0214 岐阜県可児市広見2319 0574-63-8320
岐阜県 ＧＯＬＦ　Ｐｅａｃｅ 507-0041 岐阜県多治見市太平町6-113 0572-26-8728
三重県 ゴルフ買取王　名張店 518-0752 三重県名張市蔵持町原出2013 0595-48-7775
三重県 ゴルフ買取王　菰野店 510-1232 三重県三重郡菰野町宿野357 059-328-5173
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甲信越・北陸地方

東海地方



都道府県 得意先名 郵便番号 住所１ TEL
大阪府 ゴルフパートナー 枚方店　(代引) 573-1164 大阪府枚方市須山町82-20 072-848-2077
大阪府 ゴルフキッズ　第2阪和府中店　(代引) 594-0083 大阪府和泉市池上町2-5-8 0725-40-1008
大阪府 第一ゴルフ㈱堺店 593-8308 大阪府堺市西区神野町3丁5-32 072-273-5620
大阪府 第一ゴルフ㈱箕面北摂店 562-0024 大阪府箕面市粟生新家2丁目1-45 072-726-5621
兵庫県 第一ゴルフ㈱伊丹店 664-0022 兵庫県伊丹市中野東2丁目373 072-780-1615
兵庫県 ゴルフパートナー　太子店 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤字堂の内1402-7 079-275-0333
兵庫県 ゴルフパートナー　西宮北店(代引) 651-1411 兵庫県西宮市山口町名来2-6-24 078-907-1266
滋賀県 有限会社 ヨシイ・コーポレーション 526-0846 滋賀県長浜市川崎町335 0749-62-1280
京都府 ゴルフパートナー　福知山店(代引) 620-0000 京都府福知山市駅南町3-57 0773-25-1501
京都府 ゴルフパートナー　京都南インター店 (代引612-8452 京都府京都市伏見区中島堀端町100番 075-605-4862
京都府 ごるふ屋⑲ 624-0906 京都府舞鶴市倉谷1045-1 0773-78-9099
京都府 ヨシヤゴルフ 601-8451 京都府京都市南区唐橋川久保町27-1 075-682-0448

都道府県 得意先名 郵便番号 住所１ TEL
岡山県 ゴルフショップ　ＧＰ　(代引) 719-1131 岡山県総社市中央6丁目7-113 0866-94-1860
岡山県 ＧＯＬＦ　ＦＡＣＴＯＲＹ(ｺﾞﾙﾌﾌｧｸﾄﾘｰ) 700-0031 岡山県岡山市北区富町2-4-4 090-7977-1441
岡山県 GOLF Lab Ｇ．Ｓｅｌｅｃｔ 701-0221 岡山県岡山市南区藤田676-116 086-230-7788
山口県 ヴィレッジＧＯＬＦ　下松店 744-0071 山口県下松市清瀬町3-8-8 0833-41-7890
山口県 ヴィレッジＧＯＬＦ　小郡店 754-0001 山口県山口市小郡上郷1783-1 083-974-0224
愛媛県 ゴルフオーブス　　(代引) 790-0056 愛媛県松山市土居田町343-6 089-989-8870
愛媛県 ゴルフマンモス 松山店 790-0933 愛媛県松山市越智町3丁目10-13 089-958-5557

都道府県 得意先名 郵便番号 住所１ TEL
福岡県 ｺﾞﾙﾌﾊﾟｰﾄﾅｰ　城南店　　(西鉄興業㈱ 814-0151 福岡県福岡市城南区堤2-1-13 092-874-7070
福岡県 ｺﾞﾙﾌﾊﾟｰﾄﾅｰ　粕屋店　 (西鉄興業㈱ 811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町仲原 092-612-1221
福岡県 ゴルフマンモス福岡春日店 816-0844 福岡県春日市上白水1309-76 092-558-8701
福岡県 ゴルフ工房 アルファ 820-0083 福岡県飯塚市秋松748-1 0948-29-5775
福岡県 ヴィレッジＧＯＬＦ　本城店 807-0802 福岡県北九州市八幡西区力丸町22-13 093-695-1051
長崎県 ゴルフドゥ 大村店　　(代引) 856-0817 長崎県大村市古賀島町284-4 0957-49-5050
大分県 ヴィレッジＧＯＬＦ　大分高城店 870-0156 大分県大分市高城新町1-8 097-576-8783
宮崎県 ミラクルゴルフ ながぬま　(代引) 880-0951 宮崎県宮崎市大塚町富田3037-1 0985-53-8889
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