お取扱店
店名

都道府県 市区町村

住所

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

ブランドショップハピネス 釧路店

北海道

釧路郡

釧路町桂木１丁目1-7

イオン釧路 2階

0154-39-2055

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

東急百貨店札幌店5Ｆ宝石売場

北海道

札幌市

中央区北4条西2丁目

011-212-2211

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

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

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

ブランドショップハピネス 帯広店

北海道

帯広市

西4条南20丁目1番地 イオン帯広 2F

0155-20-1330

http://www.happiness-d.com/shop/pages/shoplist.aspx

GRACIS グラシスbyシャルマン苫小牧店

北海道

苫小牧市

柳町3-1-20 イオン苫小牧ショッピングセンター1F

0144-53-0700

http://www.gracis-bridal-watch.com

Jewelry & Watch ワタナベ

北海道

函館市

若松町17-9 棒二隣り

0138-23-4111

ブランドショップハピネス 北見店

北海道

北見市

北進町1丁目1番地1号 イオン北見 2F

0157-32-7198

http://www.happiness-d.com/shop/pages/shoplist.aspx

ブランドショップハピネス 下田店

青森県

上北郡

おいらせ町中野平40-1 イオンモール下田1F

0178-56-8005

http://www.happiness-d.com/shop/pages/shoplist.aspx

仙台三越 本館7階 宝石サロン

宮城県

仙台市

青葉区一番町4-8-15

022-221-8337

ブランドショップハピネス 秋田店

秋田県

秋田市

御所野地蔵田1-1-1 イオンモール秋田 1F

018-892-7106

http://www.happiness-d.com/shop/pages/shoplist.aspx

ブランドショップDEN パルナ店

茨城県

稲敷市

西代1495 パルナSC1F

0299-80-5757

http://www.happiness-d.com/shop/pages/shoplist.aspx

GINZA

茨城県

鹿嶋市

宮中290-1

0299-85-3101

http://www.happiness-d.com/shop/pages/shoplist.aspx

ジュエリーネモト 本店

茨城県

水戸市

笠原町300-1

029-305-1811

ブランドショップハピネス 水戸店

茨城県

水戸市

中原町字西135 イオンモール水戸内原１F

029-259-9702

http://www.happiness-d.com/shop/pages/shoplist.aspx

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

Mon Diad イオン土浦店

茨城県

土浦市

上高津367イオン土浦SC1F

029-835-8804

ツカダ 佐野店

栃木県

佐野市

浅沼町893

0283-23-3000

http://www.tsukada-jewelry.co.jp/index.html

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

ツカダ 足利店

栃木県

足利市

堀込町2484

0284-73-2800

イトイ足利店

栃木県

足利市

朝倉町245 コムファースト（アピタ）2F

0284-73-7107

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

ツカダ 栃木店

栃木県

栃木市

箱森町14-33

0282-25-2801

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

ブランドショップハピネス 高崎店

群馬県

高崎市

棟高町1400番地 イオンモール高崎１F

027-310-9605

http://www.happiness-d.com/shop/pages/shoplist.aspx

イトイ 本店

群馬県

太田市

飯塚町1434-1

0276-45-1477

イトイ千代田店

群馬県

邑楽郡千代田町

萱野813-1

0276-49-5656

http://www.hh-itoi.com

ブランドショップハピネス 羽生店

埼玉県

羽生市

川崎2丁目281番地3 イオンモール羽生1F

048-560-1164

http://www.happiness-d.com/shop/pages/shoplist.aspx

XENOVIA（ゼノヴィア）レイクタウン店

埼玉県

越谷市

東町2-8 レイクタウンＭＯＲＩＺＯＮＥ1F-017

048-930-7354

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

ブランドショップハピネス

埼玉県

春日部市

下柳420-1

048-718-1027

http://www.happiness-d.com/shop/pages/shoplist.aspx

カンダキラット ララガーデン春日部店

埼玉県

春日部市

南1-1-1ララガーデン春日部2F

048-792-0718

http://www.jkirat.co.jp

丸広百貨店川越店3F宝飾サロン

埼玉県

川越市

新富町2-6-1

049-226-1935

丸広百貨店飯能店3F宝飾サロン

埼玉県

飯能市

栄町24-4

042-974-9931

カンダキラット アリオ市原店

千葉県

市原市

更級4-3-2 アリオ市原店1F

0436-20-3888

http://www.jkirat.co.jp

ブランドショップハピネス 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

0476-23-8585

http://www.happiness-d.com/shop/pages/shoplist.aspx

カンダキラット イオンモール銚子店

千葉県

銚子市

三崎町2-2660-1 イオンモール銚子店１F

0479-20-0472

http://www.jkirat.co.jp

カンダキラット アピタ木更津店

千葉県

木更津市

ほたる野4-2-48 アピタ木更津店2F

0438-30-9424

http://www.jkirat.co.jp

カンダキラット イオンモール木更津店

千葉県

木更津市

築地1番1イオンモール木更津2F

0438-53-7795

http://www.jkirat.co.jp

東急百貨店本店 5F宝石売場

東京都

渋谷区

道玄坂2-24-1 東急百貨店本館5F

03-3477-3751

東急百貨店東横店西館8階宝石売場

東京都

渋谷区

渋谷2-24-1

03-3477-4573

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

松屋銀座本店 1Fアクセサリー売場

東京都

中央区

銀座3-6-1

03-3561-1345

日本橋三越本店 本館6階 宝石サロン

東京都

中央区

日本橋室町1-4-1

03-3274-8828

東急百貨店吉祥寺店 8F宝石売場

東京都

武蔵野市

吉祥寺本町2-3-1

042-221-5441

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

自由が丘 一誠堂

東京都

目黒区

自由が丘1-29-7

03-3717-6660

伊勢丹 立川店 8F 宝飾ショップ

東京都

立川市

曙町2-5-1

042-548-2288

ささき本店

神奈川県

横須賀市

衣笠栄町1-8

0468-54-0222

東急百貨店たまプラーザ店4F宝石売場

神奈川県

横浜市

青葉区美しが丘1-7 たまプラーザ東急百貨店4階

045-903-2227

伊勢丹相模原店5Ｆ宝飾売場

神奈川県

相模原市

南区相模原大野4-4-3 本館5F

042-740-1111

新潟伊勢丹 7F

新潟県

新潟市

八千代1-6-16

025-241-6766

宝石のミヤコヤ

新潟県

長岡市

大手通1-3-3

0258-36-2020

http://www.housekinomiyakoya.co.jp/

エルサカエ アピタ魚津店

富山県

魚津市

住吉600 アピタ1F

0765-23-4211

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

エルサカエ 高岡本店

富山県

高岡市

京田632-1

0766-28-3988

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

エルサカエ アピタ砺波店

富山県

砺波市

太郎丸4789-1 アピタ砺波店1F

076-332-7888

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

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/

エルサカエ 総曲輪店

富山県

富山市

総曲輪3丁目6番15-1-1

076-493-8811

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

エルサカエ ファボーレ店

富山県

富山市

婦中町下轡田165-1 ファボーレ1F

076-466-1701

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

エルサカエ アピア店

富山県

富山市

稲荷元町2-11-1 アピア1F

076-445-3133

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

エルサカエ アピタ富山東店

富山県

富山市

上冨居3丁目8番地38号 アピタ1F

076-452-3433

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

エルサカエ イオンモールかほく店

石川県

かほく市

内日角夕25 イオンモールかほく1F

076-289-8888

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

エルサカエ 金澤本店

石川県

金沢市

片町1-3-20

076-216-8888

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

大和 香林坊店

石川県

金沢市

香林坊1-1-1 大和香林坊店宝飾サロン4F

076-220-1257

宝石＆時計の益永

福井県

福井市

順化2-3-6

0776-27-3700

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

岡島百貨店1Fジュエリーコーナー シャルム

山梨県

甲府市

丸の内1-21-15 岡島百貨店1F

055-235-5511

http://www.kai-charme.com

オプトナカムラ

山梨県

南都留郡

富士河口湖町船津2448

0555-72-1408

http://www.optnakamura.com/

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

カンダキラット アリオ上田店

長野県

上田市

天神3-5-1 アリオ上田店1F

0268-29-3350

ながの東急百貨店シェルシェ館4Ｆ宝石売場

長野県

長野市

南千歳1-1-1

026-226-8181

パル・ツノダ 本店

長野県

飯田市

銀座4-1

0265-23-1321

パル・ツノダ

長野県

飯田市

鼎名古熊 2461 アピタ飯田店１Ｆ

0265-53-2537

マルミ

長野県

木曽郡

木曽町福島5172

0264-22-2398

ローズ・ヴィ イオン各務原店

岐阜県

各務原市

那加萱場町3-8 イオン各務原1F

0583-375-3141

http://lian-sakai.jp/

ソフィ川スミ

岐阜県

岐阜市

柳津町丸野3-3-6 カラフルタウン岐阜2F

058-388-5455

http://www.k-kawasumi.co.jp/

宝石・時計の千賀 本店

岐阜県

岐阜市

神田町8-15

058-265-5566

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

岐阜髙島屋 8階宝石売場

岐阜県

岐阜市

日ノ出町2-25

058-264-6483

ソフィ フェリエ 大垣店

岐阜県

大垣市

外野2-51-1 イオン大垣SC1F

0584-87-3428

ア・トレ 川スミ

岐阜県

大垣市

三塚町丹瀬463-1 ロックシティ大垣イースト棟2F

0584-78-0896

宝石のルシル・Ｋ

静岡県

葵区

呉服町2-7-16

054-221-1556

http://www.lucir-k.com/index.html

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

静岡県

沼津市

大手町5丁目2-18

055-951-2000

静岡県

藤枝市

小石川町3-3-26

054-643-5772

静岡県

磐田市

今之浦3丁目1-11 アピタ磐田店2階

0538-86-6905

http://www.jkirat.co.jp

川スミ ソフィフェリエ木曽川店

愛知県

一宮市

木曽川町黒田字南八ッヶ池25-1 イオンモール木曽川キリオ店

0586-86-9625

http://www.k-kawasumi.co.jp/

キラキラキラ inoko 本店

愛知県

一宮市

小信中島字仁井西44-1

0586-62-5238

http://www.inoko.com/

ア・トレ 川スミ 稲沢店

愛知県

稲沢市

井之口大坪町80-1 稲沢パールシティ1F

0587-23-5211

キラキラキラ inoko アピタ稲沢店

愛知県

稲沢市

天地五反田1 アピタ稲沢店1F

0587-23-2577

ソフィ川スミ リーフウォーク稲沢店

愛知県

稲沢市

尾張西部拠点地区13街区 リーフウォーク稲沢2F

0587-22-7012

宝石の桐屋

愛知県

岡崎市

康生通西2-23

0564-21-1144

ジュエル足立

愛知県

岡崎市

厚生通南1-35-2

0564-21-3069

ジュエリー伊藤 リアン店

愛知県

刈谷市

南桜町2-56-1 アピタ刈谷店2F

0566-62-6628

リアンサカイ 本店

愛知県

江南市

古知野町広見10

0587-56-2847

バーゼルいのこ

愛知県

江南市

赤童子町大間259-1

0587-54-2515

ニイミ クオーレ店

愛知県

西尾市

下町御城下23-1 シャオ1F

0563-57-8780

Happiness

鹿嶋店

春日部店

アピタ飯田店

カラフルタウン岐阜店

イオン大垣店

宝飾・時計・メガネ

フジワラ

はら宝石
カンダキラット

アピタ磐田店

TEL

ショッピングセンターチェリオ

2F

ジョイフル本田千代田店2F

イオンモール春日部 1F

URL
http://www.happiness-d.com/shop/pages/shoplist.aspx

http://www.daimaru.co.jp/sapporo/

http://www.geocities.jp/kikuchitokeiten/index.html

http://www.isseido.co.jp

http://www.jkirat.co.jp

http://www.inoko.com/

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

宝石の八神

愛知県

大府市

共和町2-22-13

0562-48-8811

http://www.hassin.co.jp/

ニイミ リュクス アピタ阿久比店

愛知県

知多郡

阿久比椋岡徳吉1-12

0569-47-0822

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

ブランドショップハピネス

愛知県

長久手市

長久手中央土地区画整理事業地内5・10・11街区 イオンモール長久手

0561-64-5355

http://www.happiness-d.com/shop/pages/shoplist.aspx

ジュエリータイム川スミ 香久山店

愛知県

日進市

香久山5-1801 ＭＩＯ香久山店2F

052-807-5743

宝石・時計のニイミ

愛知県

半田市

南末広町1-1

0569-22-4771

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

ジュエリー ニイミ イオン半田店

愛知県

半田市

有楽町8-7

0569-26-5110

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

ケリーおおの

愛知県

尾張旭市

庄中町1丁目5-1

0561-54-3400

ほの国百貨店 7階宝石サロン

愛知県

豊橋市

駅前大通2-10

0532-54-9417

ＮＯＢＬＥ ＣＯＵＲＴ川スミ 熱田店

愛知県

名古屋市

熱田区六野1-2-11 イオン熱田SC2F

052-884-0235

ソフィ川スミ 千代田橋店

愛知県

名古屋市

千種区千代田橋2-1-1 アピタ千代田橋店2F

052-711-6861

名鉄百貨店 6F宝石サロン

愛知県

名古屋市

中村区名駅1-2-1

052-585-7738

ジュエリー伊藤 ポートモールアピタ港店

愛知県

名古屋市

港区当知2丁目1501 ポートウォークみなと 2F

052-304-8684

宝石のアスカ 本店

愛知県

名古屋市

名東区藤が丘141

052-774-2626

ジュエリータイム川スミ パディ店

愛知県

弥富市

鯏浦町南前新田123 ウイングプラザパディ2F

0567-67-1291

ア・トレ 川スミ 大安店

三重県

いなべ市

大安町高柳1945 ジャスコ大安店1F

0594-88-0135

ノーブルコート川スミ 東員店

三重県

員弁郡東員町

大字長深字築田510-1イオンモール東員1F

0594-84-6169

ソフィ川スミ イオン桑名店

三重県

桑名市

新西方1-22 イオン桑名ショッピングセンター 1番街3F

0594-27-0757

マキシプラザ川スミ アピタ桑名店

三重県

桑名市

中央町3-21 アピタ桑名店1F

0594-22-0111

ア・トレ 川スミ 菰野店

三重県

三重郡

菰野町竹成高原3998-7 ユーストア菰野店1F

0593-96-3611

川スミ 四日市本店

三重県

四日市市

日永4-2-41 日永カヨー1F

0593-46-8639

ア・トレ 川スミ 尾平店

三重県

四日市市

尾平町天王川原1805 イオン四日市尾平店1F

0593-30-0629

近鉄百貨店

三重県

四日市市

諏訪栄町7-34 4F宝石サロン

0593-59-2182

グレイスキタムラ

三重県

津市

大門23-5

059-226-5503

ソフィ川スミ イオン津店

三重県

津市

桜橋3-446 イオン津店1F

059-229-7420

川スミ ＣＬＥＡＲ店

三重県

鈴鹿市

算所字新開1274番

059-373-6841

ＮＯＢＬＥ ＣＯＵＲＴ川スミ 鈴鹿店

三重県

鈴鹿市

庄野羽山4-1-2 ジャスコ鈴鹿ベルシティ店1F

0593-75-0507

ジュエリータイム川スミ

三重県

鈴鹿市

算所2-5-1 鈴鹿ハンター2F

0593-70-3131

近鉄百貨店草津店 4F宝石

滋賀県

草津市

渋川1-1-50

0775-69-2086

KANDA イオンモール久御山店

京都府

久世区

久御山町森南大内156-1 イオンモール久御山店2F

075-633-0924

そごう神戸店

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

KANDA 姫路リバーシティ店

兵庫県

姫路市

飾磨区細江2560イオンモール姫路リバーシティ1F

079-231-2253

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

ジュエリーカンダ Mon Diad 姫路大津店

兵庫県

姫路市

大津区大津町2-5 イオン姫路大津１F

079-230-6903

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

KANDA ならファミリー店

奈良県

奈良市

西大寺東町2-4-1ならファミリー店内

0742-81-3537

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

ジュエリーカンダ 西大和店

奈良県

北葛城郡

上牧町ささゆり台1丁目1番地アピタ西大和店2F

0745-71-1231

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

ジュエリーセキネ本店

和歌山県

有田郡

有田川町土生44-1

0737-23-7363

http://www.j-sekine.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

ジュエリーカンダ 和歌山店

和歌山県

和歌山市

新生町7-20 イズミヤ和歌山店1F

073-435-0606

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

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

中字楠谷573番地イオンモール和歌山3F

073-455-5700

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

ジュエリーカンダ 日吉津店

鳥取県

西伯郡

日吉津村日吉津1160-1 イオンモール日吉津1F

0859-37-0611

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

中井脩本店

鳥取県

鳥取市

栄町623（サンロード駅前）

0857-23-5221

ジュエリーニッタ イズミ益田店

島根県

益田市

高津7-21-12 ゆめタウン益田

0856-23-7891

フクハラアシャール イオンモール出雲店

島根県

出雲市

渡橋町1066 イオンモール出雲2F

0853-31-6855

一畑百貨店 4階宝石サロン

島根県

松江市

朝日町661

0852-55-2500

フクハラ大田市駅前店

島根県

大田市

大田町大田イ-736-12

0854-82-0055

フクハラアシャール イオンタウン大田店

島根県

大田市

長久町土江97イオンタウン大田内

0854-84-0155

http://jewelersjapan.co.jp/tax-free/pdf/69hp.pdf

ジュエリーニッタ イズミ浜田店

島根県

浜田市

港町227-1 ゆめタウン浜田

0855-23-1143

http://www2.crosstalk.or.jp/nitta/

ジュエリーニッタ 本店

島根県

浜田市

新町11-3

0855-23-1141

http://www2.crosstalk.or.jp/nitta/

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

KANDA イオンモール倉敷店

岡山県

倉敷市

水江1 イオンモール倉敷1F

086-430-5122

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

KANDA 津山本店

岡山県

津山市

川崎1902-3

0868-23-1230

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

Mon Diad アルパーク店

広島県

広島市

西区草津新町2-26-1 アルパーク東棟2F

082-501-1103

http://www2.crosstalk.or.jp/nitta/

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

tokiwa

山口県

宇部市

新天町1-2-14

0836-33-7227

宇部井筒屋 時計・宝石サロン2F

山口県

宇部市

常磐町1-6-30

0836-32-4567

山口井筒屋３Ｆ時計宝石サロン

山口県

山口市

中市町3-3 山口井筒屋3F 時計宝石サロン

083-925-5513

サロンドオメガ

山口県

周南市

新町2-27

0834-21-5313

NITTA ゆめタウン徳山店

山口県

周南市

青山町1-18ゆめタウン徳山2F

0834-34-8280

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

宝石・時計・メガネ しのはら

香川県

観音寺市

茂木町5-1-8

0875-25-1036

http://www.s-shinohara.com/

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

高松三越 本館3階 宝石サロン

香川県

高松市

内町7-1

087-825-1066

プリベ石川 新居浜本店

愛媛県

新居浜市

中須賀町2-3番7号

0897-33-1100

LaVita

高知県

高知市

本町3丁目3番1号

088-871-1111

ブランドショップハピネス 高知店

高知県

高知市

秦南町１丁目4-8 イオンモール高知1Ｆ

088-802-2822

ビジュ エトウ イオン福岡東店

福岡県

糟屋郡

志免町御手洗字高原6番 イオン福岡東2F

050-5525-3638

ブランドショップハピネス 直方店

福岡県

直方市

湯野原2-1-1 イオンモール直方１F

0949-29-2366

http://www.happiness-d.com/shop/pages/shoplist.aspx

宝石のエトウ 飯塚本店

福岡県

飯塚市

本町11-26

0948-22-0480

http://eto-group.net/

ビジュ エトウ イオン穂波店

福岡県

飯塚市

枝国長浦666番地48イオン穂波1F

0948-22-6622

福岡三越 6階宝石サロン

福岡県

福岡市

中央区天神2-1-1

092-726-7677

ビジュ エトウ 福岡店

福岡県

福岡市

博多区中洲5-1-2

092-271-3019

宝石のエトウ 小倉店

福岡県

北九州市

小倉区魚町銀天街1-4-7

093-531-5985

ジュエラーキヨタ本店

熊本県

熊本市

上通町7-3

096-324-1010

アートジェム

宮崎県

延岡市

旭町2-2-161-1

0982-23-7203

宮崎県

宮崎市

新別府町江口862-1 イオンモール宮崎1F

0985-31-7053

長久手店

四日市店 4F宝石売場

ハンター店

宝石サロン新館7F

イオン延岡店

ブランドショップハピネス 宮崎店

2F

http://www.k-kawasumi.co.jp/

http://www.k-kawasumi.co.jp/

http://www.k-kawasumi.co.jp/

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

http://www2.crosstalk.or.jp/nitta/

http://www.happiness-d.com/shop/pages/shoplist.aspx

http://eto-group.net/

http://www.happiness-d.com/shop/pages/shoplist.aspx

