2018.03.12
お取扱店
店名
Mon Diad イオン土浦店

XENOVIA（ゼノヴィア）レイクタウン店
カンダキラット ララガーデン春日部店
カンダキラット アリオ市原店

都道府県
埼玉県
埼玉県
千葉県

カンダキラット イオンモール銚子店
カンダキラット アピタ木更津店

千葉県
千葉県

エルサカエ アピタ魚津店
エルサカエ 高岡本店
エルサカエ アピタ砺波店
エルサカエ 富山総本店
エルサカエ 総曲輪店
エルサカエ ファボーレ店
エルサカエ アピア店
エルサカエ アピタ富山東店
エルサカエ イオンモールかほく店
エルサカエ 金澤本店
宝石＆時計の益永
カンダキラット アリオ上田店

富山県
富山県
富山県
富山県
富山県
富山県
富山県
富山県
石川県
石川県
福井県
長野県

カンダキラット イオンモール木更津店

ローズ・ヴィ イオン各務原店
宝石・時計の千賀 本店
カンダキラット アピタ磐田店

千葉県

岐阜県
岐阜県
静岡県

カンダキラット イオンモール富士宮店

静岡県

ニイミ リュクス アピタ阿久比店
宝石・時計のニイミ

愛知県
愛知県

リアンサカイ 本店
ニイミ クオーレ店

ジュエリー ニイミ イオン半田店
近鉄百貨店 四日市店 4F宝石売場

グレイスキタムラ
ジュエリーナカザワ イオンタウン湖南店

愛知県
愛知県

愛知県
三重県
三重県
滋賀県

市区町村

郵便番号 住所

TEL

土浦市

300-0811 上高津367イオン土浦SC1F

029-835-8804

越谷市
春日部市
市原市
銚子市
木更津市
木更津市

魚津市
高岡市
砺波市
富山市
富山市
富山市
富山市
富山市
かほく市
金沢市
福井市
上田市
各務原市
岐阜市
磐田市
富士宮市
江南市
西尾市
知多郡
半田市

半田市
四日市市
津市
湖南市

343-0826 東町2-8 レイクタウンＭＯＲＩＺＯＮＥ1F-017
344-0064 南1-1-1ララガーデン春日部2F
290-0050 更級4-3-2 アリオ市原店1F
288-0815 三崎町2-2660-1 イオンモール銚子店１F
292-0038 ほたる野4-2-48 アピタ木更津店2F
292-0835 築地1番1イオンモール木更津2F

937-0851
933-0813
939-1362
930-0818
930-0083
939-2716
930-0010
930-0835
929-1126
920-0981
910-0023
386-0025

住吉600 アピタ1F
京田632-1
太郎丸4789-1 アピタ砺波店1F

奥田町3-14
総曲輪3丁目6番15-1-1
婦中町下轡田165-1 ファボーレ1F
稲荷元町2-11-1 アピア1F
上冨居3丁目8番地38号 アピタ1F
内日角夕25 イオンモールかほく1F
片町1-3-20
順化2-3-6
天神3-5-1 アリオ上田店1F

504-0943 那加萱場町3-8 イオン各務原1F
500-8833 神田町8-15
438-0071 今之浦3丁目1-11 アピタ磐田店2階
418-0032 浅間町1-8 イオンモール富士宮1Ｆ
483-8274 古知野町広見10
445-0891 下町御城下23-1 シャオ1F
470-2214 阿久比椋岡徳吉1-12
475-0853 南末広町1-1

475-0837 有楽町8-7
510-8585 諏訪栄町7-34 4F宝石サロン

514-0027 大門23-5
528-0005 岩根4580 イオンタウン湖南店

Mon Diad りんくう泉南店
KANDA 姫路リバーシティ店
ジュエリーカンダ Mon Diad 姫路大津店

大阪府
兵庫県
兵庫県

泉南市
姫路市
姫路市

590-0535 りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南1F
672-8064 飾磨区細江2560イオンモール姫路リバーシティ1F
671-1146 大津区大津町2-5 イオン姫路大津１F

ジュエリーセキネ イオンモール和歌山店

和歌山県

和歌山市

640-8451 中字楠谷573番地イオンモール和歌山3F

KANDA ならファミリー店
ジュエリーセキネ本店

ジュエリーニッタ イズミ益田店
フクハラアシャール イオンモール出雲店

フクハラアシャール イオンタウン大田店

ジュエリーニッタ イズミ浜田店
ジュエリーニッタ 本店
KANDA イオンモール岡山店
KANDA 津山本店
Mon Diad アルパーク店
NITTA ゆめタウン廿日市店
NITTA ゆめタウン徳山店
ビジュ エトウ イオン福岡東店
宝石のエトウ 小倉店
ジュエラーキヨタ本店
アートジェム イオン延岡店

奈良県
和歌山県
島根県

島根県
島根県
島根県
島根県
岡山県
岡山県
広島県
広島県
山口県
福岡県
福岡県
熊本県
宮崎県

奈良市
有田郡
益田市
出雲市
大田市

浜田市
浜田市
岡山市

津山市
広島市
廿日市市
周南市
糟屋郡
北九州市
熊本市
延岡市

631-0821 西大寺東町2-4-1ならファミリー店内
643-0025 有田川町土生44-1
697-0052 高津7-21-12 ゆめタウン益田
693-0004 渡橋町1066 イオンモール出雲2F
694-0044 長久町土江97イオンタウン大田内

697-0037 港町227-1 ゆめタウン浜田
697-0037 新町11-3
700-0907 北区下石井1丁目2-1 イオンモール岡山2Ｆ

708-0841
733-8624
738-0023
745-0842
811-2206
802-0006
860-0845
882-8555

川崎1902-3
西区草津新町2-26-1 アルパーク東棟2F
下平良2-2-1 ゆめタウン廿日市3F
青山町1-18ゆめタウン徳山2F

志免町御手洗字高原6番 イオン福岡東2F
小倉区魚町銀天街1-4-7
上通町7-3
旭町2-2-161-1

URL

048-930-7354
048-792-0718
0436-20-3888

http://www.jkanda.co.jp/

0438-53-7795

http://www.jkirat.co.jp
http://www.l-sakae.co.jp/

0479-20-0472
0438-30-9424
0765-23-4211
0766-28-3988
076-332-7888
076-431-3200
076-493-8811
076-466-1701
076-445-3133
076-452-3433
076-289-8888
076-216-8888
0776-27-3700
0268-29-3350

0583-375-3141
058-265-5566
0538-86-6905
0544-66-8206
0587-56-2847
0563-57-8780
0569-47-0822
0569-22-4771
0569-26-5110
0593-59-2182

059-226-5503
0748-71-4018
072-480-6152
079-231-2253
079-230-6903
0742-81-3537
0737-23-7363
073-455-5700

0856-23-7891
0853-31-6855
0854-84-0155

0855-23-1143
0855-23-1141
086-238-5806

0868-23-1230
082-501-1103
0829-32-5221
0834-34-8280

050-5525-3638
093-531-5985
096-324-1010
0982-23-7203

http://www.jkirat.co.jp
http://www.jkirat.co.jp
http://www.jkirat.co.jp
http://www.jkirat.co.jp

http://www.l-sakae.co.jp/
http://www.l-sakae.co.jp/

http://www.l-sakae.co.jp/
http://www.l-sakae.co.jp/
http://www.l-sakae.co.jp/
http://www.l-sakae.co.jp/
http://www.l-sakae.co.jp/
http://www.l-sakae.co.jp/

http://www.l-sakae.co.jp/
http://www.j-masunaga.co.jp/
http://www.jkirat.co.jp
http://lian-sakai.jp/

http://www.senganet.co.jp/
http://www.jkirat.co.jp

http://www.j-niimi.co.jp/
http://www.j-niimi.co.jp/
http://www.j-niimi.co.jp/
http://www.j-niimi.co.jp/

http://www.nakazawa-group.co.jp
http://www.jkanda.co.jp/
http://www.jkanda.co.jp/
http://www.jkanda.co.jp/

http://www.jkanda.co.jp/
http://www.j-sekine.co.jp/

http://www.j-sekine.co.jp/
http://www2.crosstalk.or.jp/nitta/

http://jewelersjapan.co.jp/tax-free/pdf/69hp.pdf
http://www2.crosstalk.or.jp/nitta/
http://www2.crosstalk.or.jp/nitta/
http://www.jkanda.co.jp/
http://www2.crosstalk.or.jp/nitta/
http://www.jkanda.co.jp/
http://eto-group.net/

