DUNLOP GOLF START UP PROGRAM 新５期生 関東エリアスクール一覧
スクール名

曜日・時間

住所

サイトURL

【群馬】有賀園モール太田校

【火曜日】10:10～11:10
【火曜日】18:50～19:50
【金曜日】10:10～11:10
【金曜日】17:40～18:40
【木曜日】9:20～10:20
【木曜日】10:30～11:30
【木曜日】18:30～19:30
【木曜日】19:40～20:40
【金曜日】9:20～10:20
【金曜日】10:30～11:30
【金曜日】18:30～19:30
【金曜日】19:40～20:40
【土曜日】17:00～18:00
【土曜日】18:30～19:30
【火曜日】12:10～13:10
【火曜日】13:20～14:20
【火曜日】18:30～19:30
【火曜日】19:40～20:40
【水曜日】12:10～13:10
【水曜日】18:30～19:30
【木曜日】12:10～13:10
【木曜日】13:20～14:20
【木曜日】20:50～21:50
【金曜日】12:10～13:10
【金曜日】13:20～14:20
【金曜日】18:30～19:30
【金曜日】19:40～20:40
【金曜日】20:50～21:50
【土曜日】16:00～17:00
【土曜日】17:10～18:10
【土曜日】18:20～19:20
【日曜日】17:10～18:10
【日曜日】18:20～19:20
【月曜日】13:40～14:40
【月曜日】14:50～15:50
【月曜日】16:00～17:00
【月曜日】18:20～19:20
【火曜日】13:40～14:40
【火曜日】14:50～15:50
【火曜日】16:00～17:00
【火曜日】18:20～19:20
【水曜日】13:40～14:40
【水曜日】14:50～15:50
【水曜日】16:00～17:00
【水曜日】18:20～19:20
【木曜日】14:50～15:50
【木曜日】16:00～17:00
【木曜日】18:20～19:20
【金曜日】13:40～14:40
【金曜日】14:50～15:50
【金曜日】16:00～17:00
【金曜日】18:20～19:20
【土曜日】13:40～14:40
【土曜日】14:50～15:50
【土曜日】16:00～17:00
【日曜日】13:40～14:40
【日曜日】14:50～15:50
【日曜日】16:00～17:00
【月曜日】12:30～13:30
【月曜日】13:40～14:40
【月曜日】14:50～15:50
【月曜日】18:20～19:20
【月曜日】19:30～20:30
【月曜日】20:40～21:40
【火曜日】12:30～13:30
【火曜日】13:40～14:40
【火曜日】14:50～15:50
【火曜日】18:20～19:20
【火曜日】19:30～20:30
【火曜日】20:40～21:40

群馬県太田市西矢島町622-1
会場直：0276-60-5460
水～日：神作 一広
火：大塚 昌宏
牛久市小坂町3317

https://www.dunlopgolfschool.jp/school.php?id=283

【茨城】ダイヤゴルフセンター牛久
別途受講者負担あり

【埼玉】せんげん台グリーンゴルフ
別途受講者負担あり

【埼玉】二木ゴルフ三郷校

【埼玉】有賀園ゴルフ 越谷校

http://www.dunlopgolfschool.jp/school.php?id=122

ダンロップゴルフスクール：0120-432-356
月～金(平日のみ）：10:00～17：00

越谷市船渡2288
会場直：各担当曜日12：00～17：00 留守電あり
048-975-5777
火・木・土：北川 将人
水・金・日：鈴木 聖

http://www.dunlopgolfschool.jp/school.php?id=129

三郷市ピアラシティ1丁目3-8
会場直：木・金以外 12：00～17:00
048-949-1231
宮里 大介

http://www.dunlopgolfschool.jp/school.php?id=112

越谷市下間久里696-1
会場直：月・土除く 12：00～17：00
048-970-0550
桑原 広明

http://www.dunlopgolfschool.jp/school.php?id=132

DUNLOP GOLF START UP PROGRAM 新５期生 関東エリアスクール一覧
スクール名

【千葉】有賀園ゴルフ 柏校

曜日・時間
【水曜日】12:30～13:30
【水曜日】13:40～14:40
【水曜日】14:50～15:50
【水曜日】16:00～17:00
【水曜日】17:10～18:10
【水曜日】19:30～20:30
【水曜日】20:40～21:40
【木曜日】12:30～13:30
【木曜日】13:40～14:40
【木曜日】14:50～15:50
【木曜日】18:20～19:20
【木曜日】19:30～20:30
【木曜日】20:40～21:40
【金曜日】12:30～13:30
【金曜日】13:40～14:40
【金曜日】14:50～15:50
【金曜日】16:00～17:00
【金曜日】17:10～18:10
【金曜日】18:20～19:20
【金曜日】19:30～20:30
【土曜日】12:30～13:30
【土曜日】13:40～14:40
【土曜日】14:50～15:50
【土曜日】18:20～19:20
【土曜日】19:30～20:30
【日曜日】14:50～15:50
【日曜日】16:00～17:00
【日曜日】17:10～18:10
【日曜日】18:20～19:20
【月曜日】12:30～13:30
【月曜日】13:40～14:40
【月曜日】14:50～15:50
【月曜日】16:00～17:00
【月曜日】18:20～19:20
【月曜日】19:30～20:30
【火曜日】12:30～13:30
【火曜日】13:40～14:40
【火曜日】14:50～15:50
【火曜日】16:00～17:00
【火曜日】18:20～19:20
【火曜日】19:30～20:30
【水曜日】12:30～13:30
【水曜日】13:40～14:40
【水曜日】14:50～15:50
【水曜日】16:00～17:00
【水曜日】18:20～19:20
【水曜日】19:30～20:30
【木曜日】12:30～13:30
【木曜日】13:40～14:40
【木曜日】14:50～15:50
【木曜日】16:00～17:00
【木曜日】18:20～19:20
【木曜日】19:30～20:30
【金曜日】12:30～13:30
【金曜日】13:40～14:40
【金曜日】14:50～15:50
【金曜日】16:00～17:00
【金曜日】18:20～19:20
【金曜日】19:30～20:30
【土曜日】12:30～13:30
【土曜日】13:40～14:40
【土曜日】14:50～15:50
【土曜日】16:00～17:00
【土曜日】17:10～18:10
【土曜日】18:20～19:20
【土曜日】19:30～20:30
【日曜日】12:30～13:30
【日曜日】13:40～14:40
【日曜日】14:50～15:50
【日曜日】16:00～17:00
【日曜日】17:10～18:10
【日曜日】18:20～19:20
【日曜日】19:30～20:30

住所

サイトURL

柏市柏345-1
会場直：土除く 12：00～18：00
04-7137-1113
白鳥 裕也

http://www.dunlopgolfschool.jp/school.php?id=139

DUNLOP GOLF START UP PROGRAM 新５期生 関東エリアスクール一覧
スクール名

曜日・時間

住所

サイトURL

【千葉】イオンタウン ユーカリが丘校

【火曜日】18:30～19:30
【火曜日】19:45～20:45
【水曜日】18:30～19:30
【水曜日】19:45～20:45
【木曜日】18:30～19:30
【木曜日】19:45～20:45
【月曜日】15:45～16:45
【月曜日】20:20～21:20
【月曜日】21:30～22:30
【火曜日】15:45～16:45
【火曜日】20:20～21:20
【火曜日】21:30～22:30
【水曜日】15:45～16:45
【水曜日】20:20～21:20
【水曜日】21:30～22:30
【木曜日】15:45～16:45
【木曜日】20:20～21:20
【木曜日】21:30～22:30
【金曜日】15:45～16:45
【金曜日】20:20～21:20
【金曜日】21:30～22:30
【土曜日】16:50～17:50
【土曜日】18:00～19:00
【土曜日】19:10～20:10
【日曜日】16:50～17:50
【日曜日】18:00～19:00
【日曜日】19:10～20:10
【月曜日】14:50～15:50
【月曜日】18:20～19:20
【火曜日】14:50～15:50
【火曜日】18:20～19:20
【水曜日】14:50～15:50
【水曜日】18:20～19:20
【木曜日】14:50～15:50
【木曜日】18:20～19:20
【金曜日】14:50～15:50
【金曜日】18:20～19:20
【土曜日】17:10～18:10
【土曜日】18:20～19:20
【日曜日】17:10～18:10
【日曜日】18:20～19:20
【土曜日】10:10～11:10
【土曜日】11:20～12:20
【土曜日】14:50～15:50

佐倉市西ユーカリが丘6-12-3
イオンタウンユーカリが丘東街区3F
会場直：火～木 9：30～20：30
043-420-8511
白鳥 裕也

http://www.dunlopgolfschool.jp/school.php?id=278

新宿区高田馬場1-35-3
スクール直：月・火・水・木
080-9043-2451（スクール直/留守電あり)
林 孝則

http://www.dunlopgolfschool.jp/school.php?id=140

川崎市宮前区土橋6-10-4
会場直：火・水除く 12：00～17：00
044-870-1008
中島 孝文

http://www.dunlopgolfschool.jp/school.php?id=149

藤沢市柄沢250-3
会場直：水・木除く12：00～17：00
0466-55-2421
吉川 裕介

http://www.dunlopgolfschool.jp/school.php?id=155

【東京】BIG BOX 高田馬場校
別途受講者負担あり

BIG BOX 高田馬場校につきましては、どの枠での
受講でも下記のいずれかの時間帯にガイダンスを
受講して頂く必要がございます。このガイダンスを
受講できない方は入校をお断りする事になりますので
予めご了承ください。
合同ガイダンス実施時間：
①9/16（土）18：30～19：00
②9/17 （日）18：30～19：00
③9/25（月）18：30～19：00

【神奈川】有賀園ゴルフ東名川崎校

【神奈川】二木ゴルフ藤沢校

