
 

 

報道関係各位  

2018年 9月 27日 

 

株式会社太平洋クラブ（本社：東京都港区、代表取締役社長 韓俊 以下、太平洋クラブ）は、

太平洋クラブのオリジナルプロショップブランド“Select The Club”を、2018年 10月 1日（月）

より、明治神宮外苑 ゴルフ練習場内（東京都新宿区）に期間限定でオープンいたします。 

 

 

都内初出店となる"Select The Club JINGU"  

太平洋クラブのオリジナルプロショップブランド"Select The Club"の都内初出店となる第 7号

店が、2018年 10月 1日（月）、明治神宮外苑 ゴルフ練習場内にオープンします。 

野球、テニスといった日本に於けるスポーツ文化発展の拠点であり、聖徳記念絵画館など歴

史的情緒の香りを色濃く残す、明治神宮外苑。その緑豊かな一角に位置するゴルフ練習場の

ロビーに、もともとプロショップとして営業していたスペースをリニューアル。総面積約 112 ㎡の

新しいショップが完成します。 

 

太平洋クラブのオリジナルプロショップブランド、都内初出店 

Select The Club JINGU 

2018年 10月 1日より期間限定オープン！ 

Select The Club JINGU 

（画像はイメージです） 



 

 

 

他の Select The Club と同様に統一されたインテリアで、洗練されたデザイン。厳選した約 20

のブランドアイテムを取り揃え、そのどれもが上質な趣。フロアは華やかなルームフレグランス

の香りに包まれ、ステイタスや高級感を演出しています。商品展開としてはアパレルが男女合

わせて 4 割、次いでクラブが 2 割という構成。その他グリップ交換も可能で、練習場ですぐ試

打ができます。Select The Club JINGUは、都会的で流行に敏感な紳士淑女も納得の品揃

えを目指してまいります。 

なお、当店は 2019年 12月末までの期間限定オープンとなります。 

"Select The Club JINGU" 概要 

ショップ名："Select The Club JINGU"（セレクト ザ クラブ ジングウ） 

業 態 名：ゴルファーズセレクトショップ 

住   所：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 3番 2号 

      明治神宮外苑 ゴルフ練習場内 

電 話 番 号：03-3478-6366（直通） 

営 業 時 間：平 日 10：00～21：00 

      土日祝  9：00～20：00 

定 休 日︰不定休（ゴルフ練習場の休業日に準ずる） 

オ ー プ ン：2018年 10月 1日（月） 

取扱主要ブランド： 詳細は次頁以降ご参照 

取扱主要アイテム： ゴルフギア＆グッズ全般、メンズ＆レディスゴルフウェア、 

ライフスタイルアイテムなど 

Select The Club JINGU 

（画像はイメージです） 

（上）明治神宮外苑 ゴルフ練習場 

【明治神宮外苑 ゴルフ練習場】 
●アクセス 

 電車をご利用の方…JR中央・総武線「信濃町駅」より徒歩 10分 

          東京メトロ「外苑前駅」より徒歩 8分 

          都営大江戸線「国立競技場駅」より徒歩 10分 

 お車をご利用の方…首都高速 4号外苑出口のご利用が便利です 

●駐車場…専用駐車場あり 

●ホームページ http://www.meijijingugaien.jp/sports/golf/ 



 

 

 

"Select The Club"とは 
 
"Select The Club"は「スペシャルクローゼット＆クラフトマンズショップ」をコンセプトに、本物志向で感

度の高いゴルファーのためのゴルファーズセレクトショップです。 

 

2015年 3月、第 1号店として太平洋クラブのフラッグシップコースである御殿場コース内に"Select The 

Club GOTEMBA"がグランドオープン。以降、御殿場ウエスト（静岡県）、軽井沢リゾート（群馬県）、成田コ

ース（千葉県）、美野里コース（茨城県）、六甲コース（兵庫県）の各コース内にオープンしています。この度、

7店舗目のオープンにして都内初出店となります。 

 

ショップでは、メンバーのより豊かなクラブライフの実現と、ゲストにも洗練されたゴルフライフを提案する

品揃えを行っています。ゴルフメーカー品だけでなく、一流ブランドとコラボレーションした別注ものや他

のプロショップでは入手困難な商品など“Select The Club でしか手に入らない”、20 以上のブランドを

続々と展開。ライフスタイルに彩りを与えるアイテムなど、男女を問わず厳選したブランドアイテムを幅広

く取り揃えます。また、常駐するクラフトマンによるリシャフトやグリップ交換などのサービスを完備（一部

店舗を除く）。200本以上（注：御殿場コースの場合）の最新試打クラブを常備します。 

 

海外の名門クラブでは、メンバーがそのクラブのロゴが入った物を所有することでメンバーであることを

誇り、それがクラブの伝統となり歴史を刻んでいます。"Select The Club"ではメンバーの皆様がひとり

でも多く誇りに感じていただけるよう、世界中から選りすぐりのモノをオリジナル商品として展開し、皆様

にご提案しています。 

 

最高のゴルフライフスタイルにふさわしい、新たなスペシャリティショップを目指してまいります。 

 

 

 

 

ブランド名 ロゴ 概要 

LYLE&SCOTT      

（ライル＆スコット） 

 

1874年、スコットランドサウスポーターズに位置する小さな町ホーウィックにて創業され、ロイヤルワランティ

ー(英国王室御用達)の証である”王冠の紋章”を使用することが認められているブランド。 

J. LINDEBERG       

（ジェイ・リンドバーグ） 

 

1997年の最初のコレクション以来、J.LINDEBERG はファッションとスポーツの融合を成し遂げてきました。北

欧・スカンジナビア的観点で創られるメインコレクションとスキー・ゴルフコレクションは現在世界 30以上の国

で愛されている。 

Rosasen          

（ロサーセン） 

 「朝にサーフィンをして、ビーチからそのままゴルフへ行けるようなウエア」を作ろうとロサンゼルスにて生まれ

たゴルフウエアブランド。 

CHERVO           

（シェルボ） 

 

CHERVOは、1982年イタリアで生まれたブランド。世界 30カ国以上で展開している、ヨーロッパゴルフウエ

ア No.1 ブランド。 

ALBERTO            

（アルベルト） 

 

ビジネスライクな毎日を脱ぎ、モードな自分へ。ただ、愉しむだけの今日のために。1922 年に創立者 Albert 

Dormanns がドイツのメンヘングランド バッハで創業。88年間、様々なニーズに対応した、究極のメンズパ

ンツ作りを追求し続けている。2004年より GOLF PANTS コレクションを発表。 

INCOTEX             

（インコテックス） 

 

1951年にパンツメーカーとして開業。高級品としての地位を確かなものにしてきた。その信頼度の高さは世

界の名だたる一流メゾンが生産を依頼するといった所から伺える。ヨーロッパを初めアメリカや日本でも高い

評価を得ている。 

【Select The Club主な取り扱いブランド】（順不同）            

 

 

 

※2018年 9 月末現在 

※一部、Select The Club JINGU で取り扱わないブランドもあります 

 

 

 



 

 

edit of KIWI          

（エディット・オブ・キウイ） 

 

“Golf & Resort Life Design”という発想から生まれたエディトリアルウェア“edit of KIWI”。斬新でユニークな

デザインと高水準な機能性を軸に様々なブランドからエディットされたゴルフ・リゾートウェア。 

LANVIN SPORT       

（ランバン スポール） 

 

パリ発のファッション性とスポーティーさを兼ね備え、プレイゴルフを核として、タウンやトラベルシーンなどで

もエレガントなスポーツライフを提案するゴルフブランドです。 

tovho            

（トヴホ） 

 

日本古来継承される技術を駆使し、日常の生活から生まれてきた日本独自の文化、そして美意識を持って

表現。「色」「柄」のバリエーションを持ってリゾートライフを意識したスタイルを提案。 

PT01 

（ピーティーゼロウーノ）  

 
PTは、2008 年にイタリアのトリノで「メンズクロージングにおいて最も重要なアイテムはパンツ」というコンセプ

トの下、パンツ専業メーカーとして誕生した。各モデルにテーマを設定し、独自のデザインでその世界観を

演出。パンツの可能性を広げる多様性にくわえ、そこには美しいヒップラインとともに脚長効果も備えた完璧

なシルエットが構築され、現代的な魅力を存分に伝える。PTのブランドネームは"PANTALONI TORINO "

（トリノのパンツ）に由来し、創業地であるトリノへのトリビュートとともに、PT01にはナンバー1 を目指す強い

意志が込められている。 

ZANONE           

（ザノーネ） 

 

テクノロジーと伝統を大事にし、一時のトレンドに流されること無く、新しいプロダクトを生み出すのが

ZANONE（ザノーネ）。ZANONE（ザノーネ）は、フレックスウール、アイスコットン、カシミアシェードなど、永年

の蓄積から生まれた独自の糸をもち、その糸と手間をかけた生産工程により、高い品質のニットを作ってい

る。世界のニットブランド、と言えば ZANONE（ザノーネ）の名前が出ないことはもはやありません。 

BRIEFING          

（ブリーフィング） 

 

BRIEFING が培ってきたミリタリズムをベースに、継続性のある機能美を追求し、「都会とアウトドアをブリッジ

する」スタイリッシュなゴルフブランド『BRIEFING GOLF』が誕生。ゴルフボールのシルエットの中に頭文字の

「B」をアイコンに据えた『BRIEFING GOLF』は、トータルコーディネートが楽しめるウェアをはじめ、バッグや

スモールグッズ、アクセサリー類なども揃えた幅広いコレクションを展開。 

LAMBDA           

（ラムダ） 

 

LAMBDA（ラムダ）はポルトガル製のゴルフシューズ。伝統的なクラシックスタイルのシューズはすべて熟練

職人によるハンドメイド。アッパーとソール共に防水加工が施されている。ソールにはウレタンを使用し軽量

化を実現、中敷きにはラテックスを採用し、極上のフィット感をもたらす。履く程に足に馴染むフィット感、スパ

イクはインチタイプを使用し、足をしっかりホールドする。 

23区 GOLF         

（ニジュウサンク ゴルフ） 

 

東京発「Urban Play Sport」シンプル＆ベーシックに「遊び心」「時代のファッショントレンド」「機能性」を程よく

取り込み知性、爽快感、健康的をかもしだすゴルフウェア。 

Dr.Vranjes 

（ドットール・ヴラニエス） 

 

地中海の神秘的な雰囲気とトスカーナの庭の静けさからインスピレーションを受けて作られたドットール・ヴラ

ニエスのルームフレグランス。製品は、すべてフィレンツェの街の中心にあるラボで作られている。 

クラシカルなガラスのボトルに一つ一つ詰められたルームフレグランスは空間を自然な香りで満たし、リラック

ス、リフレッシュ効果をもたらすと同時に、洗練されたインテリアを完成させてくれる。 

SOLIDO          

（ソリード） 

 

SOLIDO（ソリード）はイタリアと日本でグローバルに展開するパンツ専業ブランド。日本のメンズファッション

誌でもお馴染みの ALESSANDRO SQUARZI 氏がディレクションを行い、彼が持つ素材や染色・紡績技術の

ノウハウを最大限に活かした物作りをしている。日本人の体型にもスマートに映える細めのパンツを得意と

し、今の細身ブームの一端を作った。細いだけでなく、着心地にも最大限の配慮をすることにより生まれたジ

ャージパンツは今も、SOLIDO（ソリード）のアイコンアイテムとなっている。 

Felisi                  

（フェリージ） 

 

フェリージは、イタリアの歴史と芸術の小都市フェラーラで、1973年に創業しました。小さな革工房からスタ

ートしたフェリージは、国内外から高い評価を得るブランドへと成長し、世界にイタリアンスタイルを広めるブ

ランドとしての地位を築いていきました。  

MARK&LONA             

（マーク＆ロナ） 

 

伝統的なスポーツである"ゴルフ"をテーマとし、プレッピー、パンク、マリン等の異なるテイストを取り入れ、世

界に類を見ない次世代のスポーツウェアを提案。そのセレブでキッチュなデザインは、ゴルフウェアとは思え

ないほど斬新。自社開発した機能素材や立体裁断を採用し、高い機能性も持ち合わせたコレクションを展

開する。 

CLUNK            

（クランク） 

 

CLUNK は 2007年にフランスのボルドーで誕生した。 「クランク」というのは、ボールをヒットしたときの音。ゴ

ルフコースの静寂を引き裂く、なんとも心地よい、そしてハイテンションなサウンドのこと。CLUNK のロゴは

「天使の羽」と「悪魔のシッポ」を合体したもの。「ベスト」と「ワースト」、「天国」と｢地獄｣が隣りあわせに混在

し、「両極端が相通ずる」という現代的な二面性のビジョンを表している。 

G/FORE             

（ジーフォア） 

 
G/FORE はアメリカ、ロスアンジェルスのブランド。 創設者でありデザイナーの Mossimo Giannulliのゴルフ

好きとファッション界における経歴で、ジーフォアはその機能性と際立つスタイル性を兼ね備えた高品質なゴ

ルフ製品を展開しています。ジーフォアのグローブは発売以来、プロゴルファーは勿論、俳優、ロックスタ

ー、スポーツ選手達に愛用されています。 



 

 

 

 

 

Smathers&Branson        

（スマザーズ＆ブランソン） 

 

アメリカの Bowdoin Collegeのルームメイトだった、スマザーズとブランソンが、ニードルワークのベルト販売

会社を 2004 年に設立。「ニードルポイント」という目の粗いキャンバス地に、織り目に対して斜め 45度に縫う

刺繍が手作業でされた、味わい深さが漂います。 

JONES Sports           

（ジョーンズ スポーツ） 

 

JONES Sports はアメリカオレゴン州ポートランドのブランド。1971 年からあるこのブランドはスタンフォード

大学時代、タイガーウッズが使用していた事でも知られている。シンプルでクラシックなバッグは、アメリカの

伝統的なハイスクールやカレッジの生徒達が使っていたスタイル。それは今またとても新鮮。セルフキャリー

のサンデーバッグからスタートしたラインナップには、今では時代に合わせてスタンドタイプやツアーバッグ

が加わっている。 

SEAMUS GOLF          

（シェイマス ゴルフ） 

 

シェイマスゴルフの作品はすべて数量限定。ごく限られた数量での生産に徹している。SEAMUS GOLF（シ

ェイマス ゴルフ）はアメリカオレゴン州で、 一点一点専属の職人の手で作られるハンドメイドのヘッドカバ

ー。100％ウール素材のお洒落な生地を使用したヘッドカバーばかりで手にとって頂ければ、職人たちの心

意気が伝わってくるはず。機能性もデザイン性も優れたアメリカ製である。 

報道関係からのお問い合わせ先 

株式会社太平洋クラブ（営業企画部） 担当：西島／磯部 

TEL.03-6430-2036 FAX.03-6430-2043  e-mail press@taiheiyoclub.co.jp 

読者からのお問い合わせ先 

株式会社太平洋クラブ TEL.03-6430-2033 

ホームページ http://www.taiheiyoclub.co.jp/index.html 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://kneedeep.jp/pic-labo/llimg/seamus_logo.png&imgrefurl=http://www.kneedeep.jp/SHOP/78417/78781/list.html&h=182&w=640&tbnid=iTJXLd4ll82W9M:&zoom=1&docid=Tv0uP8vlNZSfsM&ei=ttsrVPytGYb48QWH9YLgDg&tbm=isch&ved=0CFkQMyhRMFE4ZA&iact=rc&uact=3&dur=703&page=6&start=156&ndsp=34

