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【VANQUISH by MAJESTY 取扱販売店】

2016.03.04 公開
計135店舗

≪北海道≫
都道府県
店舗名
北海道
太平ゴルフセンタｰ
北海道
二木ゴルフ札幌東店
北海道
二木ゴルフ美しが丘店
北海道
バンカｰ参五

住所
札幌市北区太平6条3丁目
札幌市東区本町2条2-3-10
札幌市清田区美しが丘4条7-1-5
旭川市永山町2丁目122-50

電話番号
011-771-6457
011-780-2409
011-884-6873
0166-47-3985

≪東北≫
都道府県
青森県
青森県
岩手県
岩手県
岩手県
岩手県
宮城県
宮城県
宮城県
秋田県
秋田県
秋田県
山形県
福島県
福島県

TAKANO GOLF
ゴルフショップグルッペ
長尾ゴルフ
二木ゴルフ盛岡西仙北店
冨岡企画
バ-チャル･ケンズゴルフ
三越仙台店
アドバンスゴルフ
二木ゴルフ仙台名取店
ササキゴルフ
二木ゴルフ秋田店
アオキゴルフサｰビス
タキザワスポｰツ
ダイユｰゴルフ
エｰコｰプランニング

青森市妙見2-1-1
八戸市城下3-15-25
一関市萩荘字畑下46
盛岡市西仙北1-21-38
盛岡市東仙北1-11-60
盛岡市稲荷町16-32
仙台市青葉区一番町4-8-15
仙台市泉区加茂1-48-4
名取市上余田字千刈田838-1
大仙市大曲栄町13-45
秋田市牛島西1-1-22
秋田市川尻若葉町3-19
山形市東青田町1-12-3
いわき市内郷御厩町4-41
郡山市島1-22-10

電話番号
017-728-1243
0178-46-2484
0191-24-2730
019-631-1333
019-635-9581
019-647-8444
022-225-7111
022-342-5763
022-384-1562
0187-62-8420
018-837-1911
018-862-3980
023-634-5588
0246-27-3663
024-933-2993

≪関東≫
都道府県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
群馬県
群馬県
群馬県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県

店舗名
二木ゴルフ水戸店
ゴルフショップテラヌマ
新･西山荘カントリｰ倶楽部
二木ゴルフつくば学園店
二木ゴルフ小山店
二木ゴルフ宇都宮北店
二木ゴルフ宇都宮インタｰパｰク店
二木ゴルフ矢板店
二木ゴルフ伊勢崎店
二木ゴルフ高崎店
ゴルフプラス
二木ゴルフフォレオ菖蒲店
二木ゴルフ新座店
二木ゴルフ大宮店
そごう大宮店6Fゴルフ器具売場
二木ゴルフ春日部店
二木ゴルフ南浦和店
二木ゴルフ草加店
二木ゴルフ三郷店
二木ゴルフ川越インタｰ店

住所
水戸市吉沢町1020-1
水戸市赤塚2丁目212-6
常陸太田市下大門町1063
つくば市研究学園1-3-15
小山市東城南1-1-1
宇都宮市上戸祭町455-6
宇都宮市インタｰパｰク4-8-7
矢板市中930-1
伊勢崎市韮塚町1216-6
高崎市飯塚町72-1
高崎市中尾町1408-1
久喜市菖蒲町菖蒲寺田6006-1
新座市野火止8-2-3
さいたま市西区三橋6-768
さいたま市大宮区桜木町1-6-2
春日部市小渕221-3
さいたま市南区太田窪2334-1
草加市花栗1-31-8
三郷市彦倉2-119
川越市大塚1-28-8

電話番号
0292-48-2557
029-254-5750
0294-70-1234
029-849-2451
0285-28-0441
028-624-9971
028-656-9251
0287-43-4250
0270-50-7688
027-362-6121
027-395-0763
0480-87-1511
048-481-2611
048-623-0800
048-631-0521
048-752-1761
048-813-7744
048-942-1231
048-949-1151
049-291-5411

店舗名

住所
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≪関東≫
都道府県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県

店舗名
越後屋ゴルフ商会
二木ゴルフ東松山店
ゴルフショップシャンク
二木ゴルフライフガｰデン二戸名店
ゴルフプラザアクティブ そごう千葉店
二木ゴルフ千葉幕張店
二木ゴルフ成田酒々井店
二木ゴルフ木更津店
二木ゴルフ木更津店
西武船橋店6階ゴルフ売場
二木ゴルフ東金店
高島屋東京店
大丸東京店
三越本店
伊勢丹
二木ゴルフアメ横店
キャピタルゴルフ
ゴルフプラザアクティブ AKIBA店
二木ゴルフ田園調布店
二木ゴルフ加平店
ゴルフプラザアクティブ SEIBU池袋店
二木ゴルフ三鷹店
二木ゴルフ多摩センタｰ
二木ゴルフ田無店
二木ゴルフ立川店
二木ゴルフ南町田店
二木ゴルフ相模原店
二木ゴルフ川崎宮前店
有賀園ゴルフ新横浜店
プライム
ゴルフヴィレッジ

川越市笠幡4607
東松山市大字上野本1871-1
本庄市若泉2-7-24
千葉市中央区仁戸名町698-11
千葉市中央区新町1000
千葉市美浜区若葉2-3
印旛郡酒々井町下台190-1
木更津市文京4-5-5
木更津市文京4-5-5
船橋市本町1-2-1
東金市田間1278
中央区日本橋2-4-1
千代田区丸ノ内1-9-1
中央区日本橋室町1-7
新宿区新宿3-14-1
台東区上野6-4-6
北区志茂2-40-14
千代田区神田花岡町1-1
大田区田園調布1-40-14
足立区加平1-15-5
豊島区南池袋1-28-1
三鷹市新川6-22-32
多摩市愛宕4-12-4
東久留米市南町2-8
立川市富士見町7-29-10
町田市鶴間784-1
相模原市中央区相生2-14-5
川崎市宮前区水沢3-3-4
横浜市港北区鳥山町砂田523-3
横浜市戸塚区名瀬町1676
横浜市都筑区佐江戸町2099

神奈川県

相模ゴルフ商会
飯山ゴルフスクエアインショップ

厚木市飯山2469
飯山ゴルフスクエア内

046-281-9251

神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県

二木ゴルフ平塚店
相模ゴルフ商会
二木ゴルフ小田原店
二木ゴルフ藤沢店

平塚市田村1-4-32
小田原市成田469-3
小田原市成田431-1
藤沢市柄沢250-3

0463-54-6280
0465-36-2563
0465-39-3054
0466-55-2861

住所
新潟市中央区女池神明2-1-6
上越市大字寺224
甲府市国母8-11-42
松本市小屋北1-19-8
岡谷市若宮2-1-16
諏訪郡下諏訪町520

電話番号
025-283-9980
025-525-5652
055-222-8166
0263-85-2255
0266-24-0505
0266-28-7174

≪甲信越≫
都道府県
店舗名
新潟県
二木ゴルフ新潟店
新潟県
プラザゴルフ
山梨県
二木ゴルフ甲府店
長野県
ゴルフウエイ松本
長野県
ゴルフウエイ岡谷
長野県
城東ゴルフ企画

住所

電話番号
0492-32-1934
0493-22-5981
0495-24-6003
043-208-0351
043-245-8657
043-275-4334
043-496-8025
0438-22-6291
0438-22-6291
047-424-1730
0475-55-2840
03-3211-4111
03-3212-8011
03-3241-3311
03-3352-1111
03-3835-0091
03-3902-2436
03-5209-1701
03-5483-0061
03-5673-1321
03-5949-5962
0422-71-7130
042-339-7761
0424-51-8181
0425-26-3391
042-788-3380
0427-58-2231
044-978-5030
045-478-1515
045-813-6633
045-933-4372
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≪北陸≫
都道府県
店舗名
富山県
ファｰストゴルフ工房
石川県
二木ゴルフ金沢店

住所
富山市有沢478-17
金沢市西都1-282

電話番号
0764-93-1374
076-266-8562

≪東海≫
都道府県
岐阜県
岐阜県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県

店舗名
スポｰツワｰクスキｰプワン
ゴルフショップ中村
三越名古屋店
(株)大丸松坂屋名古屋店
ゴルフショップ1番館
golfrevo名古屋店
サンマリゴルフ
ゴルフシティｰサン
ゴルフショップかとう刈谷店
ゴルフショップかとう知立店
ゴルフショップカトウ
アウトイン

住所
高山市石浦町9-145
岐阜市明徳町1
名古屋市中区栄3-5
名古屋市中区栄3-16-1
名古屋市名東区西里町 4-12-10
名古屋市南区豊田5-14-22
名古屋市瑞穂区田辺通6-23
豊橋市つつじが丘2-9-1
刈谷市高津波町7-706
知立市上重原町丸山197-1
名古屋市名東区藤見が丘37番
一宮市本町4-14-1

電話番号
0577-36-0008
058-262-1011
052-252-1111
052-264-2763
052-269-3717
052-691-6755
052-834-0055
0532-63-5963
0566-23-7051
0566-83-3170
052-771-0461
0586-72-1171

三重県

Booby's

四日市市川島3646
四日市インタｰゴルフ2F

059-325-3737

三重県

グリｰンフィｰルド

度会郡玉城町佐田

0596-58-6878

≪近畿≫
都道府県
京都府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
奈良県

店舗名
高雄ゴルフクラブ
ゴルフショップエルニコ
ゴルフプラザアクティブ 大丸心斎橋店
萬栄 ゴルフの館
二木ゴルフ河内長野店
二木ゴルフ泉佐野店
ジェット ゴルフの館
二木ゴルフ箕面店
二木ゴルフ寝屋川店
香里森田ゴルフ
ヤトゴルフ梅田店
大和プラザ
ゴルフギアサｰジ千里箕面店
二木ゴルフ神戸東灘店
ゴルフ館アクティ
ゴルフギアサｰジ宝塚店
ゴルフギアサｰジ苦楽園店
太田染工(GOLF CITY)
二木ゴルフイオンタウン富雄南店

住所
京都市右京区梅ヶ畑向ノ地町29
大阪市中央区久太郎町3-4-30
大阪市中央区心斎橋筋1-8-3
大阪市中央区南久宝寺3-4-5
河内長野市市町741-1
泉佐野市中庄1394
箕面市船場東2-5-47
箕面市今宮3-5-21
寝屋川市高宮1-16-25
寝屋川市三井南町18-5
大阪市北区梅田1-2-2
堺市南区別所1549-46
箕面市船場東3-3-5
神戸市東灘区住吉南町2-11-14
加古川市平岡町新在家99-1-3
宝塚市旭町2-4
西宮市神園町3-18
西宮市相生町8-12
奈良市石木町100-1

電話番号
075-863-5545
06-6120-0789
06-6244-5476
06-6244-8686
0721-50-2133
0724-60-0035
072-729-3531
072-749-4661
072-821-5219
072-833-8820
06-6345-0991
072-284-1883
072-726-0034
078-858-6678
079-453-5866
0797-81-7755
0798-73-5020
0798-75-4633
0742-52-1181
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≪中国≫
都道府県
岡山県
広島県
広島県
広島県
広島県

店舗名
プロツアｰスポｰツ
ダイナマイトマリｰナホップ店
ダイナマイトゴルフ吉島店
ダイナマイトゴルフ東広島店
ダイナマイトゴルフ福山店

住所
岡山市北区問屋町8-103
広島市西区観音新町4-14-35
広島市中区吉島東1-15-12
東広島市西条土与丸1-1-29
福山市東深津町1-10-5

電話番号
086-241-0006
082-233-0072
082-243-3456
0824-31-0888
084-973-5666

≪四国≫
都道府県
店舗名
徳島県
南海ゴルフ徳島店
香川県
南海ゴルフ高松店

住所
徳島市南出来島1-31
高松市上福岡町2059-9

電話番号
0886-22-6393
0878-62-8761

≪九州≫
都道府県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
熊本県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

住所
福岡市博多区麦野1-1-22
福岡市東区松崎2-1-17
福岡市中央区天神2-5-35
福岡市中央区天神2-1-1
福岡市西区石丸1-12-27
北九州市小倉北区船場町1-1
朝倉市相窪60-1
熊本市出仲間7-15-20
山鹿市中709-3
宮崎市老松1-2-5
鹿児島市与次郎1-5-34

電話番号
092-588-0188
092-674-2070
092-721-1111
092-724-3111
092-894-2920
093-522-3111
0946-22-7632
096-370-2400
0968-44-7851
0985-23-7000
099-250-7500

店舗名
二木ゴルフ博多麦野店
モリタゴルフ福岡東松崎店
岩田屋
三越福岡店
モリタゴルフ福岡西NEWGOLF
井筒屋
両筑ゴルフセンタｰ
モリタゴルフ熊本NEWGOLF館
ゴルフショップディンプル
モリタゴルフ宮崎店
モリタゴルフ鹿児島店

