
●Ｊクラシックゴルフクラブ
●タカガワ西徳島ゴルフ倶楽部
●タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部
●徳島カントリー倶楽部
　月の宮コース
●徳島ゴルフ倶楽部
　吉野川コース
●鳴門カントリークラブ
●眉山カントリークラブ
●レオマ高原ゴルフ倶楽部
●コート・ベール徳島ゴルフクラブ
●阿南ゴルフガーデン
　ショートカントリーコース
●八万ゴルフコース

【ゴルフ練習場】
●阿讃ゴルフガーデン
●アンカーズ
●川内ゴルフセンター
●グリーンプラザ海南
●紅葉ゴルフクラブ
●ことぶきゴルフ倶楽部
●ゴルフクラブモアーズ
●ゴルフショップタカハシ
　ゴルフセンター店
●五月ケ丘ゴルフセンター
●昭和ゴルフランド
●丈六アルバトロス
　ゴルフセンター
●スウィングゴルフ倶楽部
●青春ゴルフ
●橘スーパーゴルフクラブ
●ダイヤモンド・リンクス
●マッケイゴルフ倶楽部
●三加茂ゴルフセンター

【ゴルフショップ】
●阿南スポーツ店
●ＯＧＡＷＡゴルフ
●ことぶきゴルフ倶楽部
●ゴルフ工房MATSUSITA
●ゴルフショップタカハシ
●ゴルフショップ・ワンポイント
　（沖浜店・田宮店）
●ゴルフパートナー（徳島昭和店・
　徳島田宮店・ヴィクトリアゴルフ
　ゆめタウン徳島店）
●ゴルフ５（徳島藍住店・三軒屋店）
●（株）タニヤゴルフ
●（有）第一ゴルフ
●つるやゴルフ徳島店
●Ｔ－ｏｎ
●南海ゴルフ／本店
●マスターゴルフクラブ
●モリカンランド

【一般】
●ルネッサンス  リゾート  ナルト
●油屋美馬館
●久米美容院
●太龍寺ロープウェイ
●大鳴門橋遊歩道　渦の道
●ノヴィル株式会社
●四電エナジーサービス徳島支店
●美郷の湯
●レストラン　Sora
●レクサス徳島
●徳島グランビリオホテル

【ゴルフ場】
●松山シーサイドカントリークラブ
●今治カントリー倶楽部
●宇和島カントリー倶楽部
●チサンカントリークラブ北条
●松山国際ゴルフ倶楽部
●松山ロイヤルゴルフ倶楽部
●エリエールゴルフクラブ松山
●愛媛ゴルフ倶楽部
●松山ゴルフ倶楽部
●サンセットヒルズカントリークラブ
●奥道後ゴルフクラブ
●北条カントリー倶楽部
●高原ゴルフ倶楽部
●久万カントリークラブ
●新居浜カントリー倶楽部
●大洲ゴルフ倶楽部
●重信川ゴルフコース
●タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部
●西条ゴルフ倶楽部
●道後ゴルフクラブ
●伊予カントリークラブ
●滝の宮カントリークラブ
●住友倶楽部山田ゴルフ場

【ゴルフ練習場】
●アオキゴルフセンター
●いよてつＧＯＬＦ
●宇和水上ゴルフ場
●Ｍ３ゴルフセンター
●オアシス大洲
●大池ゴルフ
●大宮ゴルフセンター＆ガーデン
●オレンジゴルフ
●川之江ゴルフセンター
●客野ゴルフ
●窪田ゴルフレーク
●コスモゴルフガーデン
●ゴルフオオクラ
●ゴルフ寿インドア
●ゴルフスタジオアンフィー
●ゴルフプラザナンカイ
●ゴルフランド大洲
●ゴルフレッスンＴＯＰ
●サザンパーク・ゴルフ
●ターゲットゴルフ
●シノダゴルフ
●宇和水上ゴルフ場
●タカラゴルフガーデン
●第一ゴルフパーク
●東予ゴルフセンター
●トミタレークゴルフ
●はごろも会ゴルフ練習場
●布喜川ゴルフセンター
●（株）正ゴルフ倶楽部
●友愛ゴルフセンター
●レイクゴルフセンター
●愛光ゴルフガーデン
●アクティはしはま
●乃万ゴルフプレイヤーズ
●HIDEKI GOLF GARDEN
●内山ゴルフセンター
●イソウラゴルフセンター
●ひらのパークゴルフ300
●ナイカイゴルフガーデン
●ゴルフスタジオ　アンフィー
●スマイルゴルフスタジオ
●Round Golf Country
●ギャラリーゴルフアーク
●山越ゴルフガーデン

●久万ノ台ゴルフ

【ゴルフショップ】
●（株）グランプリ
●ゴルフ工房リバーストーン
●ゴルフショップイトウ
●ゴルフショップミキ 
●ゴルフ・ドゥ！（松山インター店・
　松山朝生田店・新居浜店）
●ゴルフファイブ松山店
●（株）シンク
●新宮ゴルフ製作所
●ジーゾーン　（Ｇ－ＺＯＮＥ）
●スポーツウエダ
●ダイナミックゴルフ
●（株）東予ゴルフセンター
●浜西ゴルフショップ
●ヒマラヤゴルフ松山店
●ヒロゴルフ
●（株）ミヤザキスポーツ
●ムラカワゴルフ
●ゴルフマンモス松山店
●ヴィクトリアゴルフエミフル　
　松前店
●ゴルフオーブス
●ゴルフギア
●（株）エックスワン
●つるやゴルフ松山
●ゴルフパートナー松山問屋町店
●伊予鉄高島屋　ゴルフ売場

【一般】
●ホテルNO.1松山
●マルハン（今治店・西条店）
●ウェルピア伊予
●青空食堂　久米店
●四国道後舘
●宝荘ホテル　道後御湯
●ふなや
●道後温泉旅館協同組合
　（道後観光案内所）
●ターミナルホテル松山
●国民宿舎　古岩屋荘
●見奈良温泉　利楽
●国際ホテル松山
●松山海陸運送株式会社　三津店
●株式会社 レディ薬局
●日本パットゴルフ 株式会社
●みなと交流館八幡浜みなっと
●(株)エンタープライズ・カンパニー
●料苑　たる井
●大洲市観光協会
●天空の郷　さんさん
●四電エナジーサービス（愛媛支
　店・新居浜支店）
●八幡浜黒湯温泉みなと湯
●ネストホテル松山
●伊予銀行　大洲支店
●砥部焼観光センター　炎の里
●八幡浜市立市民図書館
●今治市立中央図書館
●大洲市立図書館

【ゴルフ場】
●阿南カントリークラブ
●グランディ鳴門ゴルフクラブ36
●御所カントリークラブ
●サンピアゴルフクラブ
●四国カントリークラブ

【ゴルフ場】
●グリーンフィールゴルフ倶楽部
●Kochi 黒潮カントリークラブ
●高知ゴルフ倶楽部
●四万十カントリークラブ
●スカイ・ベイゴルフクラブ
●土佐カントリークラブ
●土佐山田ゴルフ倶楽部
●土佐ユートピアカントリークラブ
●錦山カントリークラブ
●パシフィックゴルフクラブ

【ゴルフ練習場】
●（有）安芸ゴルフセンター
●ウェルサンピア高知スポーツ・ゴルフ
●潮江ゴルフセンター
●キリマゴルフガーデン
●クロマツゴルフ
●古津賀ゴルフクラブ
●ゴルフセンターイーグル荒倉
●（株）ゴルフセンター中村
●ゴルフ大学
●佐川ゴルフセンター
●ゴルフガーデンクレッセント（旭・桂浜）
●蛍湖ゴルフパーク
●鴻ノ森友愛パークゴルフ
●宿毛ゴルフセンター
 
【ゴルフショップ】
●国際ゴルフ
●ゴルフ工房・ゴルフ研究所
●ゴルフショップ・イノウエ
●ゴルフショップクニヨシ
●ゴルフスタジオ・フィックス　プロ
●ゴルフ・ドゥ！高知高須東店
●ゴルフファイブ高知店
●四国ゴルフ用品販売（株）
●スクモゴルフギャラリー
●スポーツメイト井上ゴルフ部
●つるやゴルフ高知店
●（有）ベイシス高知
●コロニー高知大丸店

【一般】
●高知銀行（70店舗）
●西島園芸団地
●マルハン高知（一宮店）
●高知中央高等学校ゴルフ部
●明徳義塾高等学校ゴルフ部
●高知中学高等学校ゴルフ部
●料亭　濱長
●ホテル日航高知旭ロイヤル
●SEA HOUSE
●四電エナジーサービス高知支店
●道の駅南国　風良里

【ゴルフ場】
●赤坂カントリークラブ
●赤坂レイクサイドカントリークラブ
●井原ゴルフ倶楽部
●岡山霞橋ゴルフ倶楽部
●岡山カントリークラブ 桃の郷コース
●岡山北ゴルフ倶楽部
●岡山金陵カントリークラブ
●岡山空港ゴルフコース
●岡山国際ゴルフ倶楽部
●岡山ゴルフ倶楽部
●（株）岡山西ゴルフ倶楽部

●岡山パブリックゴルフコース
●奥津ゴルフ倶楽部
●長船カントリークラブ
●笠岡カントリー倶楽部
●菊ヶ峠ゴルフパーク
●鬼ノ城ゴルフ倶楽部
●吉備カントリークラブ
●久米カントリークラブ
●グレート岡山ゴルフ倶楽部
●神島なびっくランドショット
　ゴルフ場
●後楽ゴルフ倶楽部
●サンフォレストゴルフクラブ
●山陽ゴルフ倶楽部
●新岡山カントリー倶楽部
●たけべの森ゴルフ倶楽部
●玉野ゴルフ倶楽部
●備中高原北房カントリー倶楽部
●北房英賀公園・ミニゴルフ場
●真庭カンツリークラブ
●水島ゴルフリンクス
●岡山県御津カントリークラブ
●作州武蔵カントリー倶楽部
●日本原カントリー倶楽部
●パインツリーゴルフクラブ
●ランドマークゴルフ倶楽部
●吉備高原カントリークラブ
●東山カントリークラブ
●カバヤゴルフガーデン／ゴルフ場

【ゴルフ練習場】
●（有）英田グリーンゴルフ
●インホール八ヶ原
●大砂池水上ゴルフ練習場
●大平山ゴルフクラブ
●帯江ゴルフ練習場
●ガーデンゴルフアカセ
●キャッスルゴルフガーデン
●倉敷ゴルファーズ（株）
●倉敷ゴルフプラザ
●（株）小鳥の森ゴルフパーク
●（有）金光レイクゴルフセンター
●ゴルフリバーサイド180
●桜台ゴルフ練習場
●佐山ゴルフガーデン
●（株）清水グリーンゴルフ
●砂川の森ゴルフ倶楽部
●スポーツヒルズＭＲＴ
●総社ゴルフセンター
●田井マウンテンゴルフ
●高倉ゴルフセンター
●誕生寺ゴルフセンター
●中央プチカントリークラブ
●津山スポーツセンターゴルフ　
　練習場
●津山中央ゴルフ練習場
●パルグリーンゴルフクラブ
●ゴルフパートナー倉敷
●藤田ゴルフレンジ
●マスカットゴルフクラブ
●水島ゴルフガーデン
●カバヤゴルフガーデン／
　ゴルフ練習場
●緑ヶ丘（株）水上ゴルフ場
●みのるゴルフセンター（山陽・　
　一宮・笹ケ瀬・妹尾）
●みのるゴルフプラザ
●湯郷ゴルフセンター
●リンクスランドゴルフクラブ
●ひろえの森
●シーサイドゴルフ
●ゴルフ革命（1号店・2号店）

【ゴルフショップ】
●ゴルフパートナー（岡山富田店・ 
　倉敷練習場店 ・岡山練習場店）
●スポーツワールドタケナミ 
●A-1フィールド（岡山本店・玉野店）
●金子ゴルフ
●ゴルフ工房ノリタケ
●ゴルフ・ゴーラウンド
　（倉敷沖新店・東岡山店・津山店）
●ゴルフ５岡山
　（青江店・高柳店・倉敷店）
●ゴルフ・ドゥ！
　（岡山青江店・倉敷笹沖店）
●スポーツオーソリティ倉敷店
●スポーツライフコイケ
●センターエース
●つるやゴルフ（倉敷店・新岡山店）
●ハシモトゴルフショップ
●（株）プロツアー・スポーツ
●ポテト館
●（株）マルケイショップ
●山本スポーツ
●天満屋ゴルフ用品売場
●スーパースポーツゼビオ
　岡山新保店
●英田ゴルフ製作所
●グリーンエース岡山

【一般】
●マルハン津山店
●リゾートイン湯郷
●湯快感花やしき
●チサン　イン　倉敷水島
●株式会社グリーンアシスト
●住友生命岡山支社
●株式会社　田井鉄工所
●玉野市立図書館
●岡山県立図書館
●和気町立佐伯図書館

●ゴルフプラザ萩

●広谷ゴルフ練習場
●ヒットゴルフ
●ミスズゴルフガーデン
●クリーングリーン
●西条ヒルサイドゴルフ
●沖浦ゴルフセンター
●ゴルフメイト　スイーブ
●ピーズリンクス練習場
●ラブゴルフクラブ
●（株）アオキ
●ダンロップスポーツ
　マーケティング
●ゴルフメイト高屋
●GOLFPARKもぐ太くん
●福山ゴルフ
●松永カントリークラブ
●グリーンプラザ54

●（株）津名ゴルフセンター
●福良ゴルフセンター
●（有）白土山ゴルフセンター
●（有）三原ゴルフセンター
●氷上スポーツセンター
●神吉大池水上ゴルフセンター

●八幡ゴルフセンター
●北野水上ゴルフ
●木津ゴルフセンター
●（株）ツネイシCバリューズ
●岡之山ゴルフアベニュー
●追分ゴルフクラブ
●日本スナッグゴルフ協会
●居酒屋漁汰
●ゴルフショップ ピットイン
●よかわゴルフ　ヴェルデ
●明舞ゴルフセンター
●ケイエムファクトリー
●尾上ゴルフセンター
●八幡ゴルフセンター
●書写グリーン倶楽部
●インドアゴルフ　オールイン宝塚
●ゴルフギアサージ苦楽園店
●アルバトロスゴルフクラブ

●大阪府立中央図書館
●とくしま県の店
●ゼンスイ株式会社 グリーン事業部
●ゴルフランド　ヨコタ
●アルバトロスゴルフクラブ
●（株）IOMIC

●桜井ゴルフセンター
●マスターズゴルフガーデン
●シィグゴルフセンター
●広陵プリンスゴルフ

●トップゴルフ
●京都北ゴルフクラブ
●福知山東ゴルフクラブ
●六地蔵ゴルフ
●岩倉ゴルフクラブ

●キャスコ株式会社
●日本ゴルフツアー機構
●東京さぬき倶楽部
●まるごと高知
●徳島・香川トモニ市場
●香川・愛媛　せとうち旬彩館
●株式会社オズマピーアール
●JGRAプロフェッショナル研修会
●株式会社　池田書店

●四国ゴルフ連盟
●香川県ゴルフ協会
●愛媛県ゴルフ協会
●徳島県ゴルフ協会
●高知県ゴルフ協会
●岡山県ゴルフ協会
●岡山県ゴルフ連盟

【ゴルフ場】
●鮎滝カントリークラブ
●アルファ津田カントリークラブ
●エリエールゴルフクラブ
●琴平カントリー倶楽部
●坂出カントリークラブ
●讃岐カントリークラブ
●サンライズヒルズカントリークラブ
●志度カントリークラブ
●小豆島シーサイドゴルフクラブ
●高松カントリー倶楽部
●高松グランドカントリークラブ
●高松ゴールドカントリー倶楽部
●詫間カントリークラブ
●満濃ヒルズカントリークラブ
●屋島カントリークラブ
●ロイヤル高松カントリークラブ
●タカガワ新琴南ゴルフ倶楽部

【パブリックゴルフ場】
●高松パブリックゴルフコース
●丸亀パブリックゴルフコース

【ゴルフ練習場】
●ゴルフニューウイニング
●宇多津ゴルフ練習場
●上佐ゴルフセンター
●オレンジタウンゴルフセンター
●香川西ゴルフセンター
●観音寺ゴルフセンター鹿隈練習場
●木太ゴルフセンター
●久米池ゴルフセンター
●ゴルフセンターオリーブ
●ゴルフセンター三木
●志度ゴルフセンター
●Ｊ・ＭＡＮ・ＧＯＬＦ・ＲＡＮＧＥ
●瀬戸内ゴルフセンター
●高松ゴルフセンター
●高松青春ゴルフセンター
●トーアゴルフセンター
●鳥坂ゴルフセンター
●長尾ゴルフ練習場
●奈良須ゴルフセンター
●羽方ゴルフセンター
●母神ゴルフセンター
●舟丘水上ゴルフセンター
●仏生山平池ゴルフセンター
●牟礼ゴルフセンター
●八栗ゴルフセンター
●友愛ゴルフセンター
●共栄ゴルフセンター
●春日ゴルフセンター
●インドアゴルフ&ストレッチ ZERO

【ゴルフショップ・メーカー】
●南海ゴルフ高松店
●ゴルフショップ・イシイ
●大西ゴルフ
●ゴルフ工房サイエンス
●ゴルフドゥ！　高松田村店
●ゴルフ5（高松店・高松レインボー
　店・丸亀店）
●ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ
　イオンモール綾川店
●ゴルフファクトリーヤマダ
●四国ゴルフVery Close
●スポーツ＆ゴルフモリタ
●つるやゴルフ高松東バイパス店
●株式会社メガスポーツ
　スポーツオーソリティ高松店

●ビクトリースポーツ株式会社
●三越高松店/ゴルフ売場
●ライズアップRise up
●AOZORA
●キャスコ株式会社
●ゴルフパートナー高松屋島西店
●ヴィクトリアゴルフ
●ウイングゴルフ
●ゴルフギャラリージェイスポット

【宿泊施設・観光地】
●リーガホテルゼスト高松
●ニューグランデみまつ
●スーパーホテル高松禁煙館
●ホテルNo.1高松
●ホテルパークサイド高松
●ホテル高松ヒルズ
●ロイヤルパークホテル高松
●東宝イン高松
●高松ホテルサキカ
●高松シティホテル
●喜代美山荘花樹海
●シャトーエスト高松
●屋島ロイヤルホテル
●ホテルマリンパレスさぬき
●アパホテル高松（瓦町・高松空港）
●高松国際ホテル
●新樺川観光ホテル
●ホテルルートイン 坂出北インター
●坂出グランドホテル
●坂出プラザホテル
●紅梅亭
●琴平グランドホテル桜の抄
●ことひら温泉琴参閣
●オークラホテル丸亀
●トレスタ白山
●三本松ロイヤルホテル
●小豆島国際ホテル
●オーキドホテル
●ダイワロイネットホテル高松
●ホテルセカンドステージ
●休暇村　讃岐五色台
●チサン イン 高松
●ホテルレオマの森
●庵治観光ホテル海のやどり
●道の駅ながお
●道の駅塩江
●道の駅さいた　たからだの里
●道の駅ことなみ　エピアみかど
●公共の宿　ルポール讃岐
●屋島第一健康ランド
●ニューサンピア坂出
●ホテルパールガーデン
●ホテル川六　エルステージ
●ヴィラ塩江

【ディーラー・給油所】
●ネッツトヨタ香川
　（本社・屋島店・たかまつ中央店・
　空港通店・東かがわ店・坂出店・
　まるがめ土器店・まるがめ田村
　店・みとよ豊中店・Uステージ屋
　島・Uステージ丸亀・Uステージ
　空港通り・BSショップ高松・BS
　ショップ坂出）
●香川トヨタ（全店）
●日産プリンス香川販売
　（ギャラリー空港道り店・高松店・
　高松東店・高松南店・丸亀店・善通
　寺店・東かがわ店・さぬき豊中店）
●高橋石油ウイングス21
　（一の宮給油所・太田給油所）

●高橋石油（6店舗）
●本田石油（8店舗）
●株式会社香川ダイハツモータース

【一般】
●香川県立図書館
●高松商工会議所
●宇多津商工会
●木太町コミュニティセンター
●未来技研自動車サービス
●ビジュアルサービス
●サンケイリビング
●株式会社アムロン
●ステーションクリエイト東四国
　(関係会社含む)
●アオイ電子株式会社
●カワサキテクノウェーブ株式会社
●四電エナジーサービス香川支店
●コカ・コーラボトラーズジャパン（株）
●瀬戸内陸運株式会社
●高松信用金庫 木太支店
●スーパー銭湯　あかね温泉
●酔灯屋本店
●焼肉松坂
●まんが喫茶D-Pcket
●讃岐食堂
●さぬき料理　花太鼓
●マルハン
　（丸亀店・善通寺店）
●チャイナキッチンKOU
●遊食ゆめや（居酒屋）
●半助(焼き鳥屋)
●中華料理 青山
●味処　はちの木
●ここも（志度店・春日店）
●びんび三昧　坂出インター店
●焼鳥子子子（こねこ）
●cafe珈琲生活
●碗 two（居酒屋）
●はるやま　高松バイパス店
●洋服の青山　高松十川店
●中国料理　桃妃
●テンダリー
●真鍋株式会社　四国営業所
●ファイン理容室
●ちょいのみほのり
●ヘアーサロン　フジカワ
●高松ベースカフェ
●四国コーヒー
●居酒屋西内
●うるさん
●珈琲焙煎カフェ茶舎
●ワンズカフェ
●古川うどん
●愉楽家林店
●株式会社　RUB-LAB
●nude supperclub
●西野金陵株式会社
●snack ayou
●株式会社 名物かまど
●岡山放送株式会社　四国支社
●アサヒビール(株) 高松支社
●ダイドービバレッジサービス（株）
　香川営業所
●味処　はちの木
●高松北ロータリークラブ
●ジュエリー＆ウォッチ   さんせぶん
●デイリースポーツ四国本部
●エスエヌジー高松株式会社
●空と海　焼き鳥店
●Cafe　ほのり
●居酒屋　かんだ

香川県 愛媛県

各ゴルフ協会・連盟

大阪府

奈良県

京都府

東京都

兵庫県徳島県

高知県

岡山県

山口県

広島県
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