
ゴルフ5

住所 店舗名

北海道札幌市厚別区厚別東４条３−２４−５ ゴルフ５ 厚別東店 
北海道札幌市⼿稲区前⽥六条１３−１−２０ ゴルフ５ ⼿稲前⽥店 
北海道苫⼩牧市⽊場町１−１０−２３ ゴルフ５ 苫⼩牧店 
北海道札幌市東区北九条東４−１−１ ゴルフ５ 光星店 
北海道北広島市⼤曲幸町２−８−６ ゴルフ５ ⼤曲店  
北海道札幌市中央区南１３条⻄１０−１−３０ ゴルフ５ 南１３条店 
北海道旭川市永⼭３条７−２−３ ゴルフ５ 旭川永⼭店 
北海道帯広市稲⽥町南８線⻄10番６ ゴルフ５ 帯広店 
岩⼿県盛岡市向中野７−１６−９０ ゴルフ５ 盛岡南店 
宮城県仙台市泉区上⾕刈４−１１−３６ ゴルフ５ 仙台泉店 
宮城県仙台市宮城野区中野３−３−４ ゴルフ５ 仙台新港店 
⼭形県⼭形市⾺⾒ヶ崎４−１５ ゴルフ５ ⼭形店 
福島県郡⼭市⽇和⽥町⼤原３番地 ゴルフ５ 郡⼭フェスタ店 
茨城県⼟浦市板⾕６−６５１−１１ ゴルフ５ ⼟浦店  
茨城県⽜久市ひたち野東１−２５−１ ゴルフ５ ひたち野うしく店 
茨城県守⾕市けやき台４−１−５ ゴルフ５ 守⾕店 
茨城県⽔⼾市千波町２０７３−１ ゴルフ５ ⽔⼾千波店  
茨城県東茨城郡茨城町⻑岡３４８０−１０１ ゴルフ５ イオンタウン⽔⼾南店   
茨城県神栖市居切1456-51 ゴルフ５ アクロスプラザ神栖店 
栃⽊県宇都宮市駒⽣２−２２−３０ ゴルフ５ 宇都宮駒⽣店 
栃⽊県宇都宮市陽東６−２−１ ゴルフ５ ベルモール宇都宮店 
栃⽊県⼩⼭市神⿃⾕１−１−４７ ゴルフ５ ⼩⼭店  
栃⽊県⾜利市堀込町２４８１−１ ゴルフ５ ⾜利店  
栃⽊県那須塩原市⽯林３１８−８ ゴルフ５ ⻄那須野店 
群⾺県⾼崎市緑町１−２９−１７ ゴルフ５ ⾼崎緑町店 
群⾺県北群⾺郡吉岡町⼤字⼤久保⼤畑７６５−１ ゴルフ５ 前橋吉岡店  
群⾺県太⽥市飯塚町６５６-１ ゴルフ５ パワーモールおおた店 
群⾺県前橋市⼩屋原町４７２−１ ゴルフ５ ガーデン前橋店 
埼⽟県さいたま市北区吉野町１−４３９ ゴルフ５ ⼤宮吉野店 
埼⽟県川⼝市朝⽇１-１-３５ ゴルフ５ 川⼝朝⽇店   
埼⽟県さいたま市南区曲本１−１６−１ ゴルフ５ 浦和店  
埼⽟県草加市花栗２−９−８ ゴルフ５ 草加店 
埼⽟県春⽇部市⼤沼２−８−１ ゴルフ５ 春⽇部店 
埼⽟県川越市⼤字松郷８５８−１２ ゴルフ５ 川越店 
埼⽟県和光市丸⼭台３−９−１４ ゴルフ５ 和光店 
埼⽟県新座市中野２−１−３８ OSCデオシティ新座MIXMIX棟２階 ゴルフ５ デオシティ新座店 
埼⽟県⼊間市東藤沢３−４−２ ゴルフ５ グリーンガーデン武蔵藤沢店 
埼⽟県北本市深井６−８７ ゴルフ５ 北本店 
千葉県千葉市稲⽑区園⽣町１１１２−１ ゴルフ５ 稲⽑園⽣店 
千葉県松⼾市⼆ツ⽊５２９ ゴルフ５ 松⼾店 
千葉県印⻄市⻄の原１−１−３ ゴルフ５ 千葉ニュータウン店
千葉県市川市⻤⾼３−２８−１６ ゴルフ５ ショップス市川店 
千葉県野⽥市堤根１０８ ゴルフ５ 野⽥店 
千葉県成⽥市飯⽥町１２９−１７５ ゴルフ５ 成⽥公津の杜店 
千葉県市原市更級１−９−８ ゴルフ５ 市原五井店 
千葉県⽊更津市⾦⽥東２−１４−１ ゴルフ５ ⽊更津⾦⽥店 
千葉県茂原市⼩林１６０６−１０ ゴルフ５ 茂原店 
東京都江⼾川区春江町２−１１−８ ゴルフ５ 江⼾川春江店 
東京都江⼾川区⻄葛⻄１−１２−２７ ゴルフ５ ⻄葛⻄店 
東京都世⽥⾕区船橋４−４２−１ ゴルフ５ 世⽥⾕店 
東京都練⾺区南⽥中町２−２０−２７ ゴルフ５ 練⾺南⽥中店  
東京都府中市若松町２−３１−１ ゴルフ５ 府中店 
東京都⻄多摩郡瑞穂町武蔵２９−１ ゴルフ５ 瑞穂店  
東京都⼋王⼦市⼤和⽥町２−１７−４ ゴルフ５ ⼋王⼦店 
東京都⼋王⼦市別所２-５６ ゴルフ５ ぐりーんうぉーく多摩店   
東京都⼤⽥区千⿃３−１２−１３ ゴルフ５ ⼤⽥店
東京都昭島市つつじが丘２−８−５０ ゴルフ５ 昭島店 
神奈川県川崎市川崎区⼩⽥栄２−１−２ ゴルフ５ 川崎店 
神奈川県川崎市⾼津区東野川２−２−９ ゴルフ５ 川崎野川店 
神奈川県横浜市都筑区中川中央２−７−１ ゴルフ５ 港北みなも店 
神奈川県横須賀市三春町４−６−１ ゴルフ５ 横須賀店 
神奈川県⼤和市つきみ野５−１７−２ ゴルフ５ つきみ野店 
神奈川県⼤和市柳橋１−１３ ゴルフ５ ⼤和店   
神奈川県相模原市中央区⼩⼭３−３７−１ ゴルフ５ 相模原店 
神奈川県平塚市⽥村３−５−１ ゴルフ５ 平塚⽥村店 
神奈川県⼩⽥原市前川１００ ゴルフ５ ⼩⽥原店 
新潟県上越市下⾨前１７０２ ゴルフ５ 上越店 
新潟県新潟市東区河渡庚２５９ ゴルフ５ 新潟河渡店 
新潟県新潟市⻄区⼭⽥５５ ゴルフ５ 新潟⿊埼インター店 
富⼭県⾼岡市泉町１−１０ ゴルフ５ ⾼岡泉店  

     対象店舗 ※2021年10⽉28⽇時点



富⼭県富⼭市⼆⼝町５丁⽬１番地１２ ゴルフ５ 富⼭店  
⽯川県⾦沢市⻄念３−３−２ ゴルフ５ ⾦沢駅⻄店 
⽯川県⾦沢市⼤桑２丁⽬４２１番地  ゴルフ５ ⾦沢⼤桑店 
福井県福井市⼤和⽥町２０−３２ ゴルフ５ 福井⼤和⽥店 
⼭梨県甲斐市富⽵新⽥字郷河原１８３２−１ ゴルフ５ 甲府昭和インター店 
⼭梨県南都留郡富⼠河⼝湖町⼩⽴８０１２−１ ゴルフ５ フォレストモール富⼠河⼝湖店 
⼭梨県笛吹市⽯和町四⽇市場字⼭下町1830-1 ゴルフ５ ⽯和店  
⻑野県⻑野市⼤字川合新⽥３４０１−１ ゴルフ５ ⻑野店  
⻑野県⼩諸市御影新⽥字⾹久保２６１６−１ ゴルフ５ 佐久北インター店 
⻑野県上⽥市住吉５８−２ ゴルフ５ 上⽥インター店   
⻑野県松本市南松本２−５−４２ ゴルフ５ 南松本店 
岐⾩県岐⾩市市橋３−６−１１ ゴルフ５ 岐⾩店   
岐⾩県多治⾒市光ヶ丘２丁⽬３０−１ ゴルフ５ 多治⾒インター店 
静岡県沼津市杉崎町１１−５０ ゴルフ５ 沼津店  
静岡県富⼠市⻘葉町１０ ゴルフ５ 富⼠中央店 
静岡県静岡市駿河区南⼋幡９番１号 ゴルフ５ 静岡⽯⽥店 
静岡県浜松市中区住吉５−１４−１０ ゴルフ５ 浜松住吉店  
静岡県浜松市⻄区⼊野町１０１４７−１ ゴルフ５ 浜松⼊野店 
静岡県磐⽥市⻄⾙塚横須賀道北３６９０ ゴルフ５ イオンタウン磐⽥店 
愛知県豊橋市つつじが丘２−２−１ ゴルフ５ 豊橋向⼭店 
愛知県豊川市天神町１６番地 ゴルフ５ 豊川インター店 
愛知県岡崎市⼤樹寺１−５−１０ ゴルフ５ 岡崎⼤樹寺店  
愛知県⻄尾市花ノ⽊町１丁⽬３２ ゴルフ５ ⻄尾店 
愛知県安城市横⼭町⼤⼭⽥中８１−１ ゴルフ５ 安城店 
愛知県名古屋市⻄区児⽟３−３５−１８ ゴルフ５ 名⻄店  
愛知県名古屋市中川区⼭王２−３−４３ ゴルフ５ ⼭王店  
愛知県名古屋市港区⼀州町１−３ ゴルフ５ みなと稲永駅前店 
愛知県名古屋市緑区有松町⼤字桶狭間字畦道７−１ ゴルフ５ 有松インター店 
愛知県名古屋市守⼭区⽩⼭２−８０１−１ ゴルフ５ 四軒家店 
愛知県名古屋市天⽩区平針４−２１０ ゴルフ５ 平針店 
愛知県知多郡東浦町⼤字緒川字北新⽥８−１ ゴルフ５ 東浦店 
愛知県知多郡武豊町字⽯川３−２ ゴルフ５ 半⽥南店 
愛知県豊⽥市深⽥町２−３８−１ ゴルフ５ 豊⽥インタ−店   
愛知県⻑久⼿市熊⽥２１３ ゴルフ５ ⻑久⼿店  
愛知県⼩牧市堀の内５−１４６ ゴルフ５ ⼩牧店 
愛知県春⽇井市東野町５−１−１ ゴルフ５ 春⽇井店  
愛知県海部郡⼤治町⼤字⻄條上新⽥５１−４ ゴルフ５ ⼤治店 
愛知県⼀宮市⾼畑町２丁⽬２４−１ ゴルフ５ ⼀宮店  
三重県四⽇市市久保⽥１−４−３３ ゴルフ５ 四⽇市店  
三重県桑名市太⼀丸６８７−１ ゴルフ５ 桑名店 
三重県鈴⿅市三⽇市町９７８番地 ゴルフ５ 鈴⿅中央通店 
三重県津市⾼茶屋⼩森町字丸⽥２６０−３ ゴルフ５ 津南店 
三重県名張市瀬古⼝字⻄２６ ゴルフ５ 名張店 
滋賀県⼤津市萱野浦２４−６５ ゴルフ５ レイクサイドガーデン⼤津店 
滋賀県彦根市松原町字⽯持１８３６ ゴルフ５ 彦根松原店 
京都府京都市伏⾒区横⼤路芝⽣３番 ゴルフ５ 伏⾒店  
京都府京都市右京区嵯峨広沢南下⾺野町１６−１ ゴルフ５ 京都嵯峨店 
⼤阪府⼤阪市城東区放出⻄２−１９−１７ ゴルフ５ 放出店 
⼤阪府⼤阪市阿倍野区天王寺町南１−３−１０ ゴルフ５ 天王寺店 
⼤阪府⼤阪市住之江区泉１−１−１００ ゴルフ５ 住之江店 
⼤阪府箕⾯市牧落５−２−５ ゴルフ５ 箕⾯牧落店 
⼤阪府⾼槻市城⻄町６−２８ ゴルフ５ ⾼槻城⻄店 
⼤阪府枚⽅市⾼野道１−２０−１０ ゴルフ５ フォレオ枚⽅店 
⼤阪府東⼤阪市⻑⽥中２−４−２８ ゴルフ５ 東⼤阪⻑⽥店 
⼤阪府⽻曳野市⻄浦１５４７番地 ゴルフ５ ⽻曳野⻄浦店 
⼤阪府⾼⽯市⻄取⽯５−４−２３ ゴルフ５ ⾼⽯店 
⼤阪府堺市⻄区北条町１−１−５ ゴルフ５ 堺上野芝店  
⼤阪府和泉市唐国町３丁⽬１７番５６号 ゴルフ５ 和泉中央店 
⼤阪府岸和⽥市⼩松⾥町２５５５番地 ゴルフ５ 岸和⽥店  
兵庫県神⼾市北区藤原台中町１−４ ゴルフ５ ステップガーデン藤原台店 
兵庫県神⼾市垂⽔区⼩束台８６８−１０３２ ゴルフ５ 学園南インター店 
兵庫県神⼾市灘区新在家南町１−２−２ ゴルフ５ 神⼾灘店 
兵庫県尼崎市常松２−２−３４ ゴルフ５ 尼崎⻄昆陽店 
兵庫県尼崎市下坂部３−２−３０ ゴルフ５ 尼崎下坂部店 
兵庫県宝塚市泉町１７−１ ゴルフ５ 宝塚中⼭店 
兵庫県姫路市中地南町５７番地 ゴルフ５ 姫路中地店 
兵庫県加古川市別府町緑町２−１ ゴルフ５ 加古川別府店 
奈良県奈良市柏⽊町５２８−１ ゴルフ５ 奈良柏⽊店 
奈良県奈良市押熊町５１１−１ ゴルフ５ 奈良押熊店 
奈良県橿原市曲川町７−２７−３４ ゴルフ５ 奈良橿原店 
和歌⼭県和歌⼭市狐島字南汐畑６９１−６７ ゴルフ５ 和歌⼭店 
⿃取県⿃取市南隈１７３−１ ゴルフ５ ⿃取店 
⿃取県⽶⼦市両三柳２５１−１１ ゴルフ５  ⽶⼦店  
岡⼭県岡⼭市北区⾼柳⻄町１５−１５ ゴルフ５ 岡⼭⾼柳店  
岡⼭県岡⼭市北区⻘江５−２３−３８ ゴルフ５ 岡⼭⻘江店 
岡⼭県倉敷市⽼松町5-636 ゴルフ５ 倉敷店  
広島県福⼭市三吉町南２丁⽬８番２２号 ゴルフ５ 福⼭店 
広島県広島市中区吉島⻄２−１３−１４ ゴルフ５ 広島吉島店 



広島県広島市安佐南区⼋⽊１−１８−１２ ゴルフ５ 広島⼋⽊店 
⼭⼝県周南市周陽１−３−３２ ゴルフ５ 周南周陽店 
⼭⼝県⼭⼝市⼤内御堀六丁⽬１番５号 ゴルフ５ ⼭⼝店 
徳島県徳島市三軒屋町下分５６−１ ゴルフ５ 徳島三軒屋店 
徳島県板野郡藍住町徳命字元村東１１１ ゴルフ５ 徳島藍住店
⾹川県⾼松市⽊太町２４３２番地 ゴルフ５ ⾼松店  
⾹川県⾼松市多肥下町４３１ ゴルフ５ ⾼松レインボー店 
⾹川県丸⻲市⼭北町５０−１ ゴルフ５ 丸⻲店   
愛媛県松⼭市問屋町９番１５号 ゴルフ５ 松⼭店 
⾼知県⾼知市介良⼄３１７−１ ゴルフ５ ⾼知店  
福岡県北九州市⼩倉南区上葛原２−１８−１７ ゴルフ５ ⼩倉東インター店 
福岡県北九州市⼋幡東区東⽥２−３−９ ゴルフ５ スペースワールド駅前店
福岡県宗像市⽯丸３−８−５ ゴルフ５ 宗像店   
福岡県福岡市東区⾹椎団地１−２０ ゴルフ５ 福岡⾹椎店 
福岡県⼤野城市御笠川３−６−１ ゴルフ５ 太宰府インター店 
福岡県福岡市⻄区⼩⼾２−１２−３０ ゴルフ５ マリノアシティ福岡店 
福岡県久留⽶市東櫛原町３７０−３ ゴルフ５ 久留⽶櫛原店 
佐賀県佐賀市兵庫町⼤字⻄渕１８５８−１ ゴルフ５ 佐賀店 
⻑崎県⻄彼杵郡時津町⽇並郷１３２０−１０９ ゴルフ５ ⻑崎時津店 
⻑崎県諫早市久⼭町２３０３−１ ゴルフ５ 諫早インター店 
⻑崎県佐世保市⼤塔町８番地５７ ゴルフ５ 佐世保⼤塔インター店 
熊本県熊本市中央区⼗禅寺３２５−１ ゴルフ５ 熊本⼗禅寺店 
熊本県熊本市東区神園１−１−５ ゴルフ５ 熊本インター店 
⼤分県⼤分市⼤字⽊上字鉾⼿2062他 ゴルフ５ フリーモールわさだ店 
宮崎県宮崎市吉村町前⽥甲1190 ゴルフ５ 宮崎吉村店 
宮崎県宮崎市源藤町東⽥４５４番地 ゴルフ５ ニトリモール宮崎店 
宮崎県延岡市昭和町⼆丁⽬５５番１ ゴルフ５ 延岡昭和店 
宮崎県都城市栄町４６７２−５ ゴルフ５ イオンモール都城駅前店 
⿅児島県⿅児島市与次郎１丁⽬９番５号 ゴルフ５ ⿅児島与次郎店 
⿅児島県⿅児島市宇宿２−２−１８ ゴルフ５ スクエアモール⿅児島宇宿店
沖縄県豊⾒城市字豊崎１−４１１ ゴルフ５ 豊崎店 
沖縄県浦添市当⼭２−２−１ ゴルフ５ バークレー浦添店 
沖縄県中頭郡北⾕町美浜１−５−１ ゴルフ５ 北⾕店  
沖縄県うるま市字前原275番１ ゴルフ５ イオン具志川店 

ゴルフ５プレステージ
住所 店舗名

東京都渋⾕区千駄ヶ⾕５−３４−７ ゴルフ５ プレステージ新宿店 
東京都中央区⽇本橋室町４−１−２１ ゴルフ５ プレステージ⽇本橋店 
東京都渋⾕区広尾５−７−３５ ゴルフ５ プレステージ広尾店 
兵庫県神⼾市中央区海岸通５ ゴルフ５ プレステージ神⼾店 
愛知県名古屋市中村区名駅三丁⽬28番12号 ⼤名古屋ビルヂング 2階 ゴルフ５ プレステージ名古屋店 

Alpen TOKYO
住所 店舗名

東京都新宿区新宿３ー２３ー７ Alpen TOKYO ゴルフ5フラッグシップストア新宿店

© Alpen Co.,Ltd. All rights reserved.


