北海道
店名

住所

お取扱店募集中！

東北エリア
店名
■ ビックカメラ

住所
〒950-0086新潟県新潟市中央区花園 1-1-21

☞ 新潟店

ＣｏＣｏＬｏ南館内2Ｆ
☎ 025-248-1111
☞ 高崎東口店370-0841群馬県高崎市栄町 10-10

2Ｆ

☎ 027-327-2111
☞山形店

■ 十字屋

〒990-8551山形県山形市幸町２番８号
山形十字屋 8F 時計サロン
☎ 0236-24-3107

関東エリア
店名


住所

東京

■

☞ 西友ひばりが丘店 〒202-0005 東京都ひばりヶ丘
西友ひばりヶ丘店 ３F
☎0424-23-6388

■クオミスト

☞新丸ビル店

〒100-6301 東京都千代田区丸の内 1-5
新丸の内ビルディング ４F
☎ 03-6269-0111

☞ アトレ上野店

〒110-0005 東京都台東区上野 7-1-1
アトレ B1
☎03-5826-5805

■サンタイム

☞ 三軒茶屋店

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂 4-24-8
西友三軒茶屋店 ５Ｆ
☎ 03-3424-5653

☞ 田無店

〒188-0011 東京都西東京市田無町 2-1-1
ＬＩＶＩＮ田無店 4Ｆ
☎0424-62-7225

■ゼノン

☞ 聖蹟桜ヶ丘店

〒206-0011 東京都多摩市関戸 4-72
聖跡桜ヶ丘 OPA 1F
☎050-3567-4717

■ソフマップ

☞秋葉原本館

〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-1-1
☎03-3253-1111

■ビックカメラ ☞ 池袋本店

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-41-5 8Ｆ
☎03-5396-1111

☞ 池袋西口店

〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-16-3 2Ｆ
☎03-5960-1111

☞ 渋谷ハチ公口店

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 2-5-9 Ａ館７Ｆ
☎03-3477-0002

☞ 渋谷東口店

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-24-12 ４Ｆ
☎ 03-5466-1111

☞ 新宿東口店

〒160-0022 東京都新宿区新宿 3-17-8 5Ｆ
☎03-3225-1111

☞ 新宿西口店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-5-1 ハルク 5Ｆ
☎ 03-5326-1111

☞立川店

〒190-0012 東京都立川市曙町 2-12-2 2Ｆ
☎042-548-1111

☞ＪＲ八王子駅店

〒192-0083 東京都八王子市旭町 1-17 5Ｆ
☎042-646-1111

☞ 有楽町店

〒110-0006 東京都千代田区有楽町 1-11-1 6Ｆ
☎03-5221-111



神奈川

■ビックカメラ ☞ 横浜西口店

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸 2-1-29 6Ｆ
☎045-320-0002

☞ 藤沢店

〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢 559 5Ｆ
☎0466-29-1111

☞ラゾーナ川崎店

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町 72-1 1Ｆ
☎044-520-1111

☞ 横浜店

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-100-45 8Ｆ
☎053-455-1111

☞相模大野駅前店

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 3-8-1 相模大野
ス テーションスクエアＢ館６階
☎042-701-1111



千葉

■ビックカメラ ☞ 柏店

〒277-0005 千葉県柏市柏 1-1-20
スカイプラザ柏 4Ｆ
☎ 04-7165-1111

☞ 船橋駅店

〒273-0005 千葉県船橋市本町 1-3-1 Ｆａｃｅ 4 階
☎047-460-1111



埼玉

■サンタイム

☞ 新所沢店

〒359-1111 埼玉県所沢市緑町 1-21-26 西友新所沢 3Ｆ
☎04-2922-8911

■ビックカメラ ☞ 大宮西口そごう店

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-8-4

そごうパーキング館 3Ｆ
☎048-647-1111



茨城

■ビックカメラ ☞ 水戸駅店

〒310-0015 茨城県水戸市宮町 1-7-31 エクセルみなみ 4Ｆ
☎029-303-1111



群馬

■あなはら

☞ TIME MACHINE

〒379-2121 群馬県前橋市小屋原町 472-1
ガーデン前橋 １Ｆ
☎027-280-8181

☞ 本店

〒376-0121 群馬県桐生市新里村新川 596-2
☎0277-74-2222



栃木
お取扱店募集中！

甲信越エリア
店名
お取扱店募集中！

住所

東海エリア
店名

住所

■東急ハンズ ☞ 名古屋店

JR 名古屋 高島屋内４F
☎052-566-1503

■ビックカメラ ☞ 名古屋駅西店

〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町 6-9 2Ｆ
☎052-459-1111

☞ 浜松店

〒430-0926 静岡県浜松市中区砂山町 322-1
☎053-455-1111

近畿エリア
店名
■ゼノン

住所
☞ 京橋店

〒534-0025 大阪市都島区片町 2-3-51
ダイエー京橋店 2F
☎050-3706-7445

■ビックカメラ ☞ なんば店

〒542-0074 大阪府大阪市中央千日前 2-10-1 2Ｆ
☎06-6634-1111

☞ ＪＲ京都駅店

〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町 927 番 5Ｆ
☎075-353-1111

中国エリア
店名

住所

■ビックカメラ ☞ 山口店

〒753-0831 山口県山口市平井 240-1 2Ｆ
☎083-901-1111

☞ 岡山駅前店

〒700-0023 岡山県岡山市北区駅前町 1-1-1 2Ｆ
☎086-236-1111

四国エリア
店名

住所

お取扱店募集中！

九州エリア
店名
■ゼノン

住所
☞福岡店

〒810-0001 福岡市中央区天神 4-4-11
ショッパーズ福岡店 4F
☎092-733-8776

■ビックカメラ ☞ 小倉南店

〒800-0206 福岡県北九州市小倉南区葛原東 2-1-1 2Ｆ
☎093-474-1111

☞天神 2 号館

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 2-4-5 3Ｆ
☎092-732-1111

☞鹿児島中央駅店

〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町 1-1 2Ｆ
☎099-814-1111

沖縄エリア
店名

住所

■パレット久茂地リウボウ（千野時計）〒900-0015 那覇市久茂地 1-1-1
パレット久茂地リウボウ 7F 時計サロン
☎098-867-8644

ご注意

弊社にて製品の販売は行っておりません。
商品購入のお問い合わせは最寄りの店舗にお願いいたします。

