
お取扱店

店名 都道府県 市区町村 住所 TEL URL
ソフィ石岡 イトーヨーカドー帯広店 北海道 帯広市 稲田町南8線西10-1 イトーヨーカドー帯広店1F 0155-48-7100
宝石の玉屋 北海道 札幌市 中央区北2条西3 011-231-4517 http://www.houseki-no-tamaya.co.jp/
時計・宝石 石岡 藤丸店 北海道 帯広市 西二条南8丁目 藤丸デパート6F 0155-24-0936
時計・宝石 石岡 イオン釧路昭和店 北海道 釧路市 昭和4-18-1 イオン釧路昭和ショッピングセンター 0154-55-6200
時計・宝石 石岡 イオン釧路店 北海道 釧路郡 釧路町桂木１丁目1-7　イオン釧路1F                   0154-38-5636
時計・宝石 石岡 イオン帯広店 北海道 帯広市 西五条南20丁目 イオン帯広1F 0155-25-6247
大丸札幌店 5階 宝石・時計売場 北海道 札幌市 中央区北5条西4丁目7番地 011-828-1111 http://www.daimaru.co.jp/sapporo/
さくら野百貨店青森本店 1階ジュエリーサロン 青森県 青森市 新町1-13-2 017-776-3513
金正堂本店 弘前店 青森県 弘前市 土手町45-1 0172-34-3711 http://www.kinsyodo.co.jp
金正堂本店 青森店 青森県 青森市 新町2-2-1 017-723-1765 http://www.kinsyodo.co.jp
金正堂本店 八戸店 青森県 八戸市 南類家1-1-1 0178-51-6100 http://www.kinsyodo.co.jp
道又時計店 岩手県 盛岡市 大通3-1-18 019-651-1234 http://www.michimata.co.jp/
ニコロポーロ アニヴェルセル イオンモール盛岡南店 岩手県 盛岡市 本宮稲荷10-1 イオン盛岡南SC1F 019-631-1263
パルクアベニュー・カワトク5F時計宝飾サロン 岩手県 盛岡市 菜園1-10-1 019-622-5306
おくやま 岩手県 花巻市 吹張町12-11 0198-22-3333
時計・宝石・貴金属 白い時計台の千田 岩手県 一関市 大町3-1 0191-23-2277
時光堂 岩手県 大船渡市 大船渡町17-1 0192-27-1515
タカギ 岩手県 大船渡市 盛町字町10-11 サンリアショッピングセンター2F 0192-27-5183
大井宝石店 一番町本店 宮城県 仙台市 青葉区一番町3-10-21 022-261-0101 
ジェイズミウラ 宮城県 気仙沼市 田中前4-1-8 0226-22-5957
ニコロポーロアニヴェルセル イオンモール石巻店 宮城県 石巻市 茜平4-104 イオンモール石巻1F 0225-92-5167
西武秋田店 3F宝飾サロン 秋田県 秋田市 中通2-6-1 018-836-5105
宝石・時計・眼鏡 蜂屋 秋田県 能代市 上町12-6 0185-54-6696
宝石の柿崎 鶴岡店 山形県 鶴岡市 末広町6-4 0235-22-3555 www.jewel-kakizaki.com/
宝石の柿崎 山形店 山形県 山形市 香澄町2-2-29 023-641-3141 www.jewel-kakizaki.com/
宝石の柿崎 新庄店 山形県 新庄市 沖の町5-13 0233-22-3115 www.jewel-kakizaki.com/
大沼山形本店 7F宝石サロン 山形県 山形市 七日町1-2-30 023-633-1344
ニコロポーロ 相馬店 福島県 相馬市 馬場野字雨田51 ショッピングタウンベガ2F 0244-35-1568
サトウ時計店 福島県 いわき市 泉町滝尻字折返57 ヨークベニマルいわき泉店内 0246-96-6550
ジュエリーオースカ 福島県 会津若松市 中町2-87 0242-27-0887 http://www.jewelry-osuka.com/
ネモト 宝石サロン 福島県 いわき市 平3町目24 0246-25-5566
中合 福島店 5F宝飾サロン 福島県 福島市 栄町5-1 024-521-2759
Mon Diad 水戸内原店 茨城県 水戸市 中原町字西135 イオン水戸内原SC1F 029-259-1567
水戸京成百貨店 4階宝飾サロン ジュリイ 茨城県 水戸市 泉町1-6-1 029-231-0171
ジュエルキクチ 下館店 茨城県 筑西市 下岡崎2-25-11 0285-25-0020 http://www.geocities.jp/kikuchitokeiten/index.html
美光 茨城県 つくば市 竹園3-21-2 竹園SC 0298-56-2800
誠美堂 守谷店 茨城県 守谷市 久保ヶ丘2-1-1 サンテラス守谷2F 0297-45-2250 http://www.seibido1.co.jp
ニコロポーロアニヴェルセル イオンモール水戸内原 茨城県 水戸市 内原2-1 イオンモール水戸内原1F 029-259-1567
東武宇都宮百貨店 7F宝石サロン 栃木県 宇都宮市 宮園町5-4 028-651-5721
ツカダ 栃木店 栃木県 栃木市 箱森町14-33 0282-25-2801
ニコロポーロ 佐野店 栃木県 佐野市 高萩町1324-1 イオンモール佐野新都市1F 0283-23-2195
ジュエルキクチ 真岡店 栃木県 真岡市 大谷本町1-1 0285-84-8400 http://www.geocities.jp/kikuchitokeiten/index.html
ジュエルキクチ 大田原店 栃木県 大田原市 城山1-3-35 0287-23-7200 http://www.geocities.jp/kikuchitokeiten/index.html
ジュエルキクチ 黒磯店 栃木県 那須塩原市 中央町1-1 0287-63-1200 http://www.geocities.jp/kikuchitokeiten/index.html
イシオカ 栃木県 日光市 今市691 0288-21-0570
福田屋百貨店 FKD宇都宮店　 栃木県 宇都宮市 今泉町237 028-625-3232
福田屋百貨店 FKDインターパーク店 栃木県 宇都宮市 インターパーク6-1-1 028-627-0237
サントノーレ 伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市 宮子町3402-5 0270-21-0111 http://www.rakuten.co.jp/santnore/
そごう大宮店 4F宝飾サロン 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町1-6-2 048-643-1644
そごう川口店 5F宝飾サロン 埼玉県 川口市 栄町3-5-1 048-258-2490
西武所沢店 4F宝飾サロン 埼玉県 所沢市 日吉町12-1 04-2927-0111
Mon Diad 羽生店 埼玉県 羽生市 川崎2-281-3 イオンモール羽生SC1F 048-560-0028
WISP 丸広百貨店川越店 埼玉県 川越市 新富町2-6-1 丸広百貨店川越店1F 049-223-3281 http://www.wisp.co.jp/
ニコロポーロアニヴェルセル イオンモール羽生店 埼玉県 羽生市 川崎2-281-3 イオンモール羽生1F 048-560-0028
八木橋百貨店 埼玉県 熊谷市 仲町74 048-523-1241
Mon Diad 成田店（NICOLO POLO ANNIVERSAIRE イオンモール成田店）千葉県 成田市 ウイング土屋24 イオンモール成田1F 0476-24-0777
髙島屋柏店 T館8F宝石サロン 千葉県 柏市 末広町3-16 04-7144-1111
東武百貨店船橋店 5F宝飾サロン 千葉県 船橋市 本町7-1-1 047-425-2211
そごう千葉店 4F宝飾サロン 千葉県 千葉市 中央区新町1000 043-248-4101
西武船橋店 5F宝飾サロン 千葉県 船橋市 本町1-2-1 047-425-5572
ニコロポーロ ノア店 千葉県 野田市 中根36-1 ジャスコノア店1F 04-7125-8420
REIKA 津田沼 千葉県 船橋市 前原西2-18-1 パルコB館1F 047-472-3750 www.reika-jewelry.net
ニコロポーロティアーモ セブンパークアリオ柏店 千葉県 柏市 大島田950-1 セブンパークアリオ柏店2F-2110 04-7128-8051
ニコロポーロティアーモ イオンタウンユーカリが丘店 千葉県 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2F 043-308-7905
髙島屋新宿店 4Fジュエリーサロン 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷5-24-2 03-5361-1111
小田急百貨店新宿店 本館5F宝石売場 東京都 新宿区 西新宿1-1-3 03-5325-2559
髙島屋日本橋店 6Fジュエリーサロン 東京都 中央区 日本橋2-4-1 03-3211-4111
西武池袋本店 6F宝飾サロン 東京都 豊島区 東池袋1-28-1 03-5949-2621
小田急百貨店町田店 7F貴金属売場 東京都 町田市 原町田6-12-20 042-720-6157
髙島屋玉川店 6F宝石サロン 東京都 世田谷区 玉川3-17-1 03-3709-3111
東武百貨店池袋店6F9番地 宝飾サロン 東京都 豊島区 西池袋1-1-25 03-5951-8266
京王百貨店聖蹟桜ヶ丘店 東京都 多摩市 関戸1-10-1 042-374-8388
きく屋宝石店 東京都 渋谷区 渋谷1-8-7 03-3409-0451 http://www.kikuya.ne.jp
自由が丘 一誠堂 東京都 目黒区 自由が丘1-29-7 03-3717-6660 http://www.isseido.co.jp
京王百貨店 新宿店 6F宝石売場 東京都 新宿区 西新宿1-1-4 03-5321-8549
西武渋谷店 B館8F宝飾サロン 東京都 渋谷区 宇田川町21-1 03-3462-3384
37°by いしずか 東京都 江東区 北砂2-17-1 アリオ北砂2F 03-6666-3037 http://www.ishizuka-group.com/
ヨシダ 東京都 渋谷区 幡ヶ谷2-13-5 03-3377-5401 http://www.yoshida-gem-watch.co.jp
ジュエリー オオイシ 東京都 台東区 上野5-26-5 03-3837-7601
リューツウ 本店 東京都 台東区 上野5-22-5 03-3831-3377 www.ryu-tsu.co.jp
リューツウ 御徒町支店 東京都 台東区 上野5-21-9 03-3832-8400 www.ryu-tsu.co.jp
REIKA ひばりが丘 東京都 西東京市 ひばりが丘1-1-1 パルコ1F 042-425-5230 www.reika-jewelry.net
WISP 銀座本店 東京都 中央区 銀座5-3-12 壱番館ビルディング1F 03-6280-6107
ニコロポーロ　多摩平の森店 東京都 日野市 多摩平2-4-1イオンモール多摩平の森2F 042-586-0256
JULIE　新横浜プリンセスペペ 神奈川県 横浜市 港北区新横浜3-4 新横浜プリンスペペ1F 045-473-9777
髙島屋横浜店 5Fジュエリー&ウォッチサロン 神奈川県 横浜市 西区南幸1-6-31 045-311-5111
そごう横浜店 2F宝飾サロン 神奈川県 横浜市 西区高島2-18-1 045-465-5479
REIKA 小田原 神奈川県 小田原市 中里208 0465-49-8126 www.reika-jewelry.net
さいか屋横須賀店　サロンドアルファ 神奈川県 横須賀市 大滝町1-13 6F 046-822-9072
さいか屋藤沢店　サロンドアルファ 神奈川県 藤沢市 藤沢555 0466-28-5188
アニバーサリー京急百貨店 神奈川県 横浜市 港南区上大岡西1-6-1京急百貨店3F 045-848-0166
丸井 川崎店 神奈川県 川崎市 川崎区日進町1-11 044-245-0101
ニコロポーロ 上越店 新潟県 上越市 富岡3457番地 ジャスコ上越店2F 0255-21-2425
サントノーレ 新潟店 新潟県 新潟市 西区山田27 025-377-0400 http://www.rakuten.co.jp/santnore/
エルサカエ 富山総本店 富山県 富山市 奥田町3-14 076-431-3200 http://www.l-sakae.co.jp/
大和高岡店 5F宝飾サロン 富山県 高岡市 御旅屋町101番地 0766-27-1738
宝石･時計･メガネ オギハラ 富山県 富山市 今泉北部町1-5 076-422-0065
アルテシマダ 片町店 石川県 金沢市 片町2-2-15 北国ビル1F 076-260-0050 http://www.alte-shimada.co.jp/
ジュネサカモト アルプラザ店 石川県 金沢市 諸江町30-1 アルプラザ1F 076-223-3398
ジェムナカムラ 玉匣 石川県 金沢市 東区1-14-7 076-225-7455
D carat 石川県 金沢市 片町2-1-8 076-210-5775 http://www.dcarat.com/
西武福井店 5F宝飾サロン 福井県 福井市 中央1-8-1 0776-21-6460
ソフィ・タケウチ ベル店 福井県 福井市 花堂南2-16-1 ショッピングシティベル2F 0776-35-8882 http://www.g-takeuchi.com
武内総本店 福井県 福井市 中央1-9-28 0776-24-8855 http://www.g-takeuchi.com
ソフィ・タケウチ エルパ店 福井県 福井市 大和田町32-24 エルパ1F 0776-57-2605 http://www.g-takeuchi.com
ベルジュ アダチ 福井県 大野市 春日1-11-5 0779-66-5489
レイナ 福井県 鯖江市 下河端町16字下町16-1 0778-51-7400
アグザス 山梨県 南都留郡 富士河口湖町船津2986 河口湖ショッピングセンターB 055-583-2862
時計・宝石のヨシイ 本店 長野県 長野市 南千歳1-1-1 4F 026-226-3608 http://www.nagano-tokyu.co.jp/
ニコロポーロ 上田店 長野県 上田市 常田2-12-18 イオン上田SC2F 0268-71-1266
一真堂 鼎本店 長野県 飯田市 鼎一色111 0265-24-6663
井上百貨店 6階宝石サロン 長野県 松本市 深志2-3-1 0263-33-1150
ジュエリーサロン鶴 長野県 松本市 中央2-1-9 0263-36-8700 http://www.j-tsuru.co.jp
宝石 シバタ 岐阜県 羽島市 竹鼻町丸の内3-29 058-391-3504
貴金属いわた 岐阜県 岐阜市 神室町1-24 058-265-3636
宝飾・時計・メガネ 曽根 岐阜県 土岐市 下石町1056-8 0572-57-6601
松坂屋静岡店 本館6階宝飾サロン 静岡県 静岡市 葵区御幸町10-2 054-205-2187
安心堂富士店 静岡県 富士市 青葉町79 0545-60-7000 http://www.anshindo-grp.co.jp
安心堂浜松店 静岡県 浜松市 中央3-15-1 053-454-7551 http://www.anshindo-grp.co.jp
安心堂静岡本店 静岡県 葵区 呉服町2-1-9 054-254-0111 http://www.anshindo-grp.co.jp
安心堂沼津店 静岡県 沼津市 三枚橋427-2 055-925-8100 http://www.anshindo-grp.co.jp
安心堂焼津店 静岡県 焼津市 東小川2-16-4 054-628-1188 http://www.anshindo-grp.co.jp
Mon Diad 浜松店 静岡県 浜松市 東区天王寺字諏訪1981-3 053-411-3915 http://www.nicolopolo.com/
ニコロポーロ 浜松市野店 静岡県 浜松市 東区天王町字諏訪1981-3 イオンモール浜松市野2F 053-411-3915
井上百貨店 6階宝石サロン 愛知県 名古屋市 中区栄3-5-1 052-252-1343
ソフィ・ヴィアーレ イオンモール岡崎店 愛知県 岡崎市 戸崎町字外山38-5 イオンモール岡崎ウエストアベニュー2F 0564-59-1047
ソフィ・サトー ジャスコ小牧店 愛知県 小牧市 東1-126 ジャスコ小牧店1F 0568-41-2367
松坂屋豊田店 6階宝飾サロン 愛知県 豊田市 西町6-85-1 0565-36-2101
タイムプラザ リアン豊田店 愛知県 豊田市 山之手8-92 メグリア本店3F 0565-71-5755
山北時計店 滋賀県 甲賀市 水口町綾野2-35 0748-62-0689
JR京都 伊勢丹 9階宝飾 京都府 京都市 下京区烏丸通塩小路下ル塩小路町 075-342-5673 http://www.kyoto.wjr-isetan.co.jp
カラット 山科駅前ラクト店 京都府 京都市 山科区竹鼻竹ノ街道町91ラクトB棟2F 075-583-4057
ジュピア カワモト 京都府 亀岡市 篠町野条上又11-1 アルプラザ亀岡1F 0771-24-9988 http://www.jupia-kawamoto.com/
三宅時計舗 京都府 京都市 上京区千本通中立売上ル西中筋町11 075-461-1035
マジョーレ グランヴィア 京都府 京都市 下京区東塩小路町657 ホテルグランヴィア京都M3F 075-361-7551 http://www.maggiore.jp
ドヰ時計店 京都府 京都市 中京区西ﾉ京中保町55 075-463-4958
カラット 洛西店 京都府 京都市 西京区大原野東境谷町2-5-8 ラクセーヌ1F 075-333-8208
VOGUE ITO 京都府 舞鶴市 字浜756 0773-62-0164
BON BON DO 京都府 舞鶴市 余部上3-7 0773-62-1476
Mon Diad りんくう泉南店 大阪府 泉南市 りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南1F 072-480-6152 http://www.jkanda.co.jp/
近鉄百貨店阿倍野店 8F宝石サロン 大阪府 大阪市 阿倍野区阿倍野筋1-1-43 06-6623-4693
近鉄百貨店上本町店 大阪府 大阪市 天王寺区上本町6-1-55 06-6779-0336
オームラジュエリー阪急三番街店 大阪府 大阪市 北区芝田1-1-3 阪急三番街南館B1 06-6372-0061
髙島屋大阪店 5階宝石サロン 大阪府 大阪市 中央区難波5-1-5 06-6645-1232
ジュエリーセレーネ 大阪府 河内長野市 木戸西町2-1-20 西友千代田店2F 0721-53-7868
プレシャス 丹尚堂 大阪府 伊丹市 西台1-1-1 阪急伊丹駅ビル・タミータウン1F 072-775-0150
西武百貨店高槻店 3階宝飾サロン 大阪府 高槻市 白梅町4-1 0726-84-5435
アニバーサリー千里阪急 大阪府 豊中市 新千里東町1-5-1 06-6836-1331
WAKA アルプラザ高槻店 大阪府 高槻市 芥川町1-2-C201アルプラザ高槻2F 072-682-3958
ミサカ宝飾店 ビオルネ店 大阪府 枚方市 岡本町7-1 ビオルネ北棟2F 072-846-7510
ジュエリールーカ イオンタウン豊中緑丘店 大阪府 豊中市 緑丘4-1 イオンタウン豊中緑丘店1F 06-6845-1215
そごう神戸店　宝石サロン新館7F 兵庫県 神戸市 中央区小野柄通8-1-8 そごう神戸店新館7F宝飾サロン 078-221-4181
ヒコ山口宝飾 兵庫県 洲本市 栄町2-3-22 八田ビル1F 0799-23-2232
藤原時計舗 兵庫県 朝来市 和田山町東谷213-26 079-672-3630
Mon Diad 神戸北店 兵庫県 神戸市 北区上津台8-1-1 イオンモール神戸北1F 078-983-3238 http://www.jkanda.co.jp/
近鉄百貨店和歌山店 和歌山県 和歌山市 友田町5-46 073-423-3161
ジェムス和田 島根県 益田市 乙吉町ｲ340-16 0856-23-7575
トミヤ本店 岡山県 岡山市 北区表町2-2-83 086-233-1038 http://www.tomiya.co.jp
下村時計店 本店 広島県 広島市 中区本通9-33 082-248-1331 http://www.jw-shimomura.co.jp/
福屋八丁堀本店 7F宝石サロン 広島県 広島市 中区胡町6-26 082-246-6582
カルヂェ 広島県 広島市 中区袋町5-3 082-244-6331 http://www.kolje.net
ジュエリーカジタ ポートプラザ店 広島県 福山市 入船町3-1-25 084-971-1252 http://jewelry-kajita.com
新川本店 広島県 広島市 安佐南区相田1-15-21 082-878-6100
シンカワジュエリー可部店 広島県 広島市 安佐北区可部3-8-36 082-814-3443
時計・宝石のヨシイ 本店 徳島県 鳴門市 撫養町小桑島字前浜23-9 088-685-3589 http://www.yosii.com
ハラダ 徳島県 徳島市 東新町1-21-1 088-622-6872
メガネ・時計・宝飾 ヤマシロ 徳島県 那賀郡 那賀町土佐字南町82 0884-62-2037
藤本時計店 徳島県 徳島市 安宅1-6-34 088-653-7589 http://www.fujimoto-tokeiten.com
ライフショップ こんどう 徳島県 板野郡 上板町七條字橋本3-8 088-694-2056
時計・宝石・メガネ ヨシダ 徳島県 阿南市 羽ノ浦町中庄市35 0884-44-2752
アイアイイスズ 本店 香川県 高松市 多肥下町1523-1 087-864-5225 http://www.eye-eye-isuzu.co.jp
時計・宝石・メガネのスエザワ 香川県 高松市 香西本町422-1 087-882-8537
メガネ・時計 ミチヒサ 香川県 仲多度郡 まんのう町四条1082-7 0877-73-2645
貴美屋 香川県 さぬき市 寒川町石田東816-6 0879-43-2104
ジュエリーKOMIYAMA 香川県 高松市 円座町526-2 087-885-0743
カンセン 香川県 高松市 元山町1188 087-867-5461
誠貴堂 香川県 高松市 松福町2-9-12 0878-22-6381
中商事 香川県 丸亀市 山北町481-2 0877-23-3764
沢時計店 香川県 さぬき市 志度567 087-894-1372
木藤時計店 愛媛県 宇和島市 中央町1-5-7 0895-25-2255 http://www.kito-tokei.com
オチ時計店 愛媛県 今治市 本町3-2-26 0898-23-1818 http://www.ochitokei.com
丸越時計店 愛媛県 今治市 常磐町4-3-4 0898-22-2710
宝石・時計・メガネ 丸田時計宝飾店 愛媛県 松山市 湊町3-2-1 089-931-3067
八光堂 愛媛県 今治市 共栄町3-2-19 0898-23-0851
ニイダ時計店 愛媛県 今治市 常盤町3丁目5-11 0898-22-2456
ジュエリーたにぐち 愛媛県 今治市 桜井2-5-57 0898-47-2224
モリカワ 愛媛県 松山市 堀江町甲1620-1 089-978-0237
JEWELCOFANETTO COCCO 高知県 高知市 帯屋町1-7-15 088-824-3388 http://www.jewel-cocco.com/jewelry/index.html
高知大丸店 東館3F宝飾サロン 高知県 高知市 帯屋町1-6-1 088-822-7666
小林時計店 福岡県 北九州市 小倉北区魚町1-3-6 093-521-0013 http://www.kobayashi-tokeiten.com
吉田時計店 福岡県 北九州市 門司区中町1-21 093-371-0106 http://www.yoshida-moji.com
藤屋時計店 福岡県 福岡市 博多区大博町2-1 092-281-2985
宝石・時計 長野 福岡県 久留米市 東町26-4 0120-330829
大渕宝飾 福岡県 八女市 大字本村425-18-4 0943-22-3788
博多大丸 東館エルガーラ4F宝飾サロン 福岡県 福岡市 中央区天神1-4-1 092-712-3453
下川ジェム 福岡県 久留米市 中央町13-16 0942-32-4256 http://www.purblanche.jp
宝石・時計・メガネ ナカノ 福岡県 北九州市 小倉北区魚町2丁目3-22 093-521-0453 http://www.nakano-watch.com
佐賀玉屋 佐賀県 佐賀市 中の小路2-5 0952-25-6573 http://www.saga-tamaya.co.jp/
金子真珠　佐世保店 長崎県 佐世保市 島瀬町10-16 0956-25-1278
金子真珠　長崎浜町店 長崎県 長崎市 浜町10-8 095-825-1119
金子真珠　ホテルニュー長崎店 長崎県 長崎市 大黒町14-5 ホテルニュー長崎 1F 095-828-3336
鶴屋百貨店 本館5F宝飾時計サロン 熊本県 熊本市 手取本町6-1 096-323-4810
斉藤時計店 熊本県 山鹿市 山鹿356 0968-43-2758
(株)リバーダイヤモンド 熊本県 熊本市 中央区水前寺3-13-25 096-383-7733
日高時計本店 宮崎県 宮崎市 橘通西3-10-24 0985-26-1101


