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エリア 都道府県 店舗名 住所 電話番号

北海道・東北 福島県 ヴィクトリアゴルフ福島西店 福島市南沢又中琵琶渕27 024-555-0280

ヴィクトリアゴルフ会津若松町北店 会津若松市町北町上荒久田村北89-1 0242-37-7801

関東 茨城県 ヴィクトリアゴルフゼビオドームつくば学園東大通り店 土浦市中村南6-12-8ヴィクトリアゴルフ店内 029-843-8130

石岡店 石岡市行里川１－３ 0299-22-3362

Ｒ６取手店 取手市白山１‐８‐２３ 0297-70-6481

谷和原インター店 つくばみらい市小絹７６３‐１ 0297-57-6591

水戸練習場店 水戸市小吹町２５０ 029-244-2211

Ｒ６石岡店 石岡市東石岡1-5-8 0299-28-5035

群馬県 館林練習場店 邑楽郡板倉町板倉２９０３ 0276-82-3333

埼玉県 蓮田店 蓮田市西新宿5-114-1 048-765-2261

ヴィクトリアゴルフ深谷店 深谷市東方町５－２０－７ 048-570-4111

ヴィクトリアゴルフピオニウォーク東松山店 東松山市東松山都市計画事業高坂駅東口第二特定土地区画整理事業地内25-1街区 0493-31-2235

川越街道三芳店 入間郡三芳町藤久保８８１‐３ 049-274-5320

南浦和店 さいたま市南区辻１－１８－１４ 048-872-8980

日高練習場店 日高市森戸新田９７ 042-985-8588

神奈川県 ヴィクトリアゴルフ川崎野川店 川崎市高津区千年８２－１ヴィクトリアスポーツ川崎野川店１Ｆ 044-753-0531

ヴィクトリアゴルフトレッサ横浜店 横浜市港北区師岡町７００番地トレッサ横浜北棟１Ｆヴィクトリアゴルフ内 045-533-5231

ヴィクトリアゴルフヴィスポ横須賀店 横須賀市平成町２－１４－１ヴィスポ横須賀２０１内 046-828-3671

ヴィクトリアゴルフ港北ノースポートモール店 横浜市都筑区中川中央１－２５－１Ｂ１Ｆヴィクトリアゴルフ店内 045-910-5772

ヴィクトリアゴルフ横須賀店 横須賀市佐原1-8-3ヴィクトリアゴルフ店内 046-838-5441

ヴィクトリアオーロラモール東戸塚店 横浜市戸塚区品濃町536-1オーロラモール東戸塚アネックス1F　ヴィクトリア店内 045-820-3341

ヴィクトリアゴルフ藤沢川名店 藤沢市川名123-1 0466-55-1291

長後街道戸塚店 横浜市戸塚区矢部町１８２８－８０ 045-869-6202

大和鶴間店 大和市深見西８－２－４ 046-200-5506

海老名下今泉店 海老名市下今泉5-3-17 046-236-1171

Ｒ１６相模原店 相模原市南区上鶴間本町９－１－１ 042-701-9361

東名川崎インター店 川崎市宮前区犬蔵２‐１７‐１２ 044-978-2706

千葉県 Ｒ２９６中野木店 習志野市谷津６－２１－１０リバティビル１ 047-403-7680

ヴィクトリアゴルフ千葉美浜ニューポート店 千葉市美浜区新港３２－６－３ＳＳＸ店内 043-203-0891

ヴィクトリアゴルフイオン銚子店 銚子市三崎町2-2660-1イオン銚子ショッピングセンター1F　ヴィクトリアゴルフ内 0479-20-6331

ヴィクトリアゴルフ市川インター店 市川市稲荷木1-25-3ヴィクトリアゴルフ店内 047-393-6771

ヴィクトリアゴルフ南流山店 流山市鰭ケ崎5-19 04-7178-6336

千葉練習場　レンジ 千葉市緑区土気町１４００－１９ 043-295-1200

柏南増尾店 柏市青葉台１－２８－２４ 04-7178-1261

Ｒ１６木更津店 木更津市請西1-17-1 0438-30-6870

市原白金通り店 市原市白金町２‐１８ 0436-20-8801

おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野５－５９－６ 043-293-6681

中山競馬場前店 船橋市古作２－１－７ 047-302-3681

Ｒ１６柏店 柏市東台本町５－１１ 04-7160-3631

千葉練習場店 千葉市緑区土気町１４００－１９ 043-295-1200

東京都 宝町昭和通り店 中央区京橋2-11-6京橋弥生ビル1F 03-3538-7363

青梅街道柳沢店 西東京市柳沢2-1-25岡山ﾋﾞﾙ1F 0424-51-8555

ヴィクトリア羽村店 羽村市小作台２－３－３ヴィクトリアスポーツ羽村店２Ｆ 042-570-5141

ヴィクトリアイオンモールむさし村山店 武蔵村山市榎1-1-3ノースタワー2Fヴィクトリア店内 042-590-2421

ヴィクトリアゴルフ多摩境店 町田市小山ケ丘3-5-1スーパースポーツゼビオ店内 042-798-5621

ヴィクトリア光が丘店 練馬区田柄4-38-7フォンテリエ光が丘1F 03-5904-5951

ヴィクトリアゴルフ三鷹野崎店 三鷹市野崎4-7-1マロンテラス1F　ヴィクトリアゴルフ店内 0422-39-3761

ヴィクトリアゴルフ練馬関町店 練馬区関町南2-3-20サザンクロスプラザマンション1F 03-5903-5620

山手通り目黒店 目黒区目黒２－１４－１５ 03-5773-1356

新大橋通り船堀店 江戸川区松江5-20-2 03-5659-3541

赤坂六本木通り店 港区赤坂2-19-8アネックス１Ｆ 03-3560-2431

文京音羽店 文京区音羽１‐１５‐１２ 03-5940-3290

環八尾山台店 世田谷区尾山台2-29-17ｱｰﾊﾞﾝｽﾍﾟｰｽﾋﾞﾙ1F 03-5752-4650

多摩練習場店 町田市小野路町3165 042-737-3617

小金井街道東久留米店 東久留米市幸町５‐５‐５ 042-479-1511

多摩ニュータウン通り店 多摩市乞田１１６６‐１ 042-401-4800

大島店 江東区大島５‐３２‐１２ 03-5628-1515

甲州街道上北沢店 世田谷区上北沢４‐３４‐１５ 03-3303-8107

八王子めじろ台店 八王子市椚田町５３６－１ 042-669-4698



八王子高倉店 八王子市高倉町４６－３６ 042-660-1556

高島平店 板橋区高島平１－７８－１１エスタールビル 03-5922-6951

世田谷通り砧店 世田谷区砧５－１－６ 03-5727-2251

新橋日比谷口店 港区新橋1-18-14三洋堂本館ビル 03-3539-5186

八重洲北口店 中央区八重洲1-6-14五洋商事ビル1F 03-3517-6130

栃木県 ヴィクトリアゴルフ足利店 足利市堀込町足利市堀込町2525-1　ビクトリアゴルフ店内 0284-70-0911

佐野茂呂山店 佐野市茂呂山町３‐８ 0283-27-0581

近畿 大阪府 １７１箕面店 箕面市西宿２－６－４３ 072-749-1115

なにわ筋長堀店 大阪市西区北堀江1-22-14なにわ筋三幸ビル１F 06-6543-7201

Ｒ２６第二阪和堺店 堺市西区浜寺船尾町東２‐２５４ 072-267-5157

豊中服部店 豊中市服部南町１－７－９フジセントラルビル１Ｆ 06-6867-0216

１７１茨木店 茨木市郡山２‐２７‐２２郡山薩摩マンション１Ｆ 0726-40-3150

東住吉湯里店 大阪市東住吉区湯里６－６－２２ 06-6769-5688

大阪外環河内長野店 河内長野市上原町４７２－２ 0721-50-0511

美原ロータリー羽曳野店 羽曳野市野７８‐１ 0729-31-5235

第二阪和泉佐野店 泉佐野市市場西２－２－２０ 072-458-2707

本町店 大阪市中央区本町3-4-10本町野村ビル 06-4964-7222

外環寝屋川店 寝屋川市楠根北町６‐１８ 072-811-5626

阪南練習場店 阪南市南山中694 072-476-2410

奈良県 香芝インター店 香芝市上中２４６‐２ 0745-71-5251

Ｒ２４奈良店 奈良市四条大路２－８６５－３ 0742-30-3680

兵庫県 川西久代店 川西市久代２－１４－８ 072-756-7760

姫路砥堀店 姫路市砥堀６９６－３ 079-265-3900

中国・四国 岡山県 岡山練習場店 岡山市東区神崎町１４１６－５ 086-946-2770

広島県 広島竹屋店 広島市中区竹屋町３‐２１ 082-504-7075

中部・東海 愛知県 イオンタウン弥富店 弥富市五明蒲原１３７１‐４ 0567-66-0022

Ｒ１岡崎店 岡崎市八帖北町6-23 0564-65-3331

日進香久山店 日進市香久山３‐１７０５ロイヤル香久山１Ｆ 052-846-0020

長久手店 愛知郡長久手町打越1611 0561-64-2135

三重県 四日市店 四日市市久保田１‐４‐３０ 059-359-5227

静岡県 ヴィクトリアゴルフ富士店 富士市青葉町３８７ヴィクトリアゴルフ富士店内 0545-65-7511

九州 熊本県 熊本東バイパス店 熊本市下南部３‐１‐５０ 096-213-0510

熊本浜線バイパス店 熊本市出仲間９－６－３３ 096-377-5060

佐賀県 ヴィクトリアゴルフ佐賀店 佐賀市兵庫町西渕１９４２－５ヴィクトリアゴルフ店内 0952-36-7005

大分県 ヴィクトリアゴルフ大分店 大分市萩原２－１－３０ヴィクトリアゴルフ大分店内 097-555-9981

福岡県 博多駅前店 福岡市博多区博多駅前３‐８‐２０ヤシマ博多駅前１Ｆ 092-437-5740

久留米櫛原店 久留米市東櫛原町３６‐２ 0942-36-8270

ヴィクトリアゴルフ姪浜店 福岡市西区内浜１－７－１３ウエストコート姪浜ヴィクトリアゴルフ店内 092-894-3051

ヴィクトリアゴルフ小倉東インター店 北九州市小倉南区上葛原1-17-1 093-932-4111

ヴィクトリアゴルフゆめタウン博多店 福岡市東区東浜1-1-1スーパースポーツゼビオ店内 092-645-1411

小倉練習場店 北九州市小倉南区沼南町３‐１５‐１ 093-474-3111

福岡福重店 福岡市西区福重１－２－２８ 092-892-3411


