2020 SHEENキャンペーン
都道府県
北海道

店舗名

岩手県

宮城県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

住所

電話番号

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ旭川西店

旭川市緑町23-2161-3ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川西3F

0166-52-5075

TreFrecceｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前店

旭川市宮下通7丁目2番5号ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前3階3032ATreFrecce

0166-26-1710

時計・宝石 石岡 イオン帯広店

帯広市西4条南20丁目 1階

0155-25-6247

時計・宝石 石岡 イオン釧路店

釧路郡釧路町桂木1丁目1-7

0154-38-5636

時計・宝石 石岡 イオン釧路昭和店

釧路市昭和中央4丁目18-1

0154-55-6200

ヨドバシカメラ

札幌市北区北6条西5-1-22

011-707-1010

札幌市中央区北4条西2丁目1番地

011-212-2471

東急百貨店

青森県

実施店舗一覧

マルチメディア札幌

札幌店

5階 時計・宝石売場

ビックカメラ 札幌店

札幌市中央区北五条西2-1

大丸札幌店

札幌市中央区北5条西4丁目7番地

5階時計売場

011-261-1111
5階

011-223-3660

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル札幌発寒店

札幌市西区発寒八条１２丁目１番地イオンモール札幌発寒

011-665-0808

OHMICHI

苫小牧市日新町5丁目1-3

0144-75-1000

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥｲｵﾝﾓｰﾙ苫小牧店

苫小牧市柳町3-1-20ｲｵﾝﾓｰﾙ苫小牧2F

0144-57-9609

日昇堂

登別市若山町4-33 イオン登別店1階

0143-87-3737

苫小牧店

イオン登別店

蚊野時計店

御幸店

日高郡新しだか町内御幸町2丁目5-50

0146-42-2637

DCMサンワ

BAL中央店

青森市青葉3-5-6青森中央2号館2階

017-739-3000

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ青森エルム店

五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1ｴﾙﾑの街2F

0173-33-6758

DCMサンワ

BAL城東店

弘前市高田3-2-1

0172-29-3300

金正堂本店

弘前店

弘前市土手町45-1

0172-34-3711

道又時計店

盛岡市大通3丁目1番18号

019-651-1234

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ盛岡店

盛岡市前潟四丁目7番1号ｲｵﾝﾓｰﾙ盛岡2F

019-643-5125

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル盛岡南店

盛岡市本宮７ー１ー１イオン盛岡南店３Ｆ

019-634-0333

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル石巻店

石巻市茜平４ー１０４２Ｆ

0225-92-1360

藤崎

仙台市青葉区一番町3丁目2番17号

022-261-5111

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ仙台長町店

仙台市太白区長町7-20-3ｻﾞ･ﾓｰﾙ仙台長町3F

022-308-7226

ヨドバシカメラ

仙台市宮城野区榴岡1丁目2番13号

022-295-1010

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ名取店

名取市杜せきのした5-3-1ｲｵﾝﾓｰﾙ名取3F

022-382-3473

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥｲｵﾝﾓｰﾙ天童店

天童市芳賀タウン北4-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ天童2F

023-651-5090

ウィンザー山形

山形市香澄町3-2-1山交ビル2F

023-624-3107

郡山市駅前1-16-7

024-931-1010

うすい百貨店

郡山市中町13-1

024-953-4420

トミタ

郡山市日和田町小原1 ショッピングモール1階

024-968-0332

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥｲｵﾝﾓｰﾙいわき小名浜店

いわき市小名浜字辰巳町79番地ｲｵﾝﾓｰﾙいわき小名浜3F

0246-52-0055

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥｲｵﾝﾓｰﾙつくば店

つくば市稲岡66-1ｲｵﾝﾓｰﾙつくば3F

029-836-0963

ｉ－ｃｌｏｃｋｲｰｱｽつくば店

つくば市研究学園5-19ｲｰｱｽつくば3F

029-869-5688

フィットハウスイーアスつくば店

つくば市研究学園5丁目19番地

029-868-7339

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ルニュ－ポ－トひたちなか店

ひたちなか市新光町３５ニューポートひたちなか本館１Ｆ

029-200-0880

京成百貨店 水戸店 ５階時計サロン

水戸市泉町1丁目6番1号

029-231-1111

ハイセンス・ハイライフ石川

水戸市泉町2-3-9

029-224-5811

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ水戸内原店

水戸市内原2-1ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原2F

029-259-1224

ビックカメラ 水戸駅店

水戸市宮町1-7-31 エクセルみなみ4F・5F

029-303-1111

福田屋ショッピングプラザ宇都宮店

宇都宮市今泉町237番地

028-623-5111

FKDショッピングモール 宇都宮インターパーク店

宇都宮市インターパーク6-1-1

028-657-5000

ヨドバシカメラ

宇都宮市駅前通り1-4-6 宇都宮西口ビル

028-616-1010

Good time タケカワ

宇都宮市江野町5-8

028-651-0328

タケカワ 東武店

宇都宮市宮園町5-4 東武百貨店 5F

028-636-0811

サトウダイヤモンドチェーン鹿沼店

鹿沼市東末広町1073

0289-63-3363

ＭＵＳＥＵＭ２４ｽﾏｰｸ伊勢崎店

伊勢崎市西小保方町368ｽﾏｰｸ3F

0270-40-0082

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ太田店

太田市石原町81番地ｲｵﾝﾓｰﾙ太田2F

0276-49-0390

ビックカメラ 高崎東口店

高崎市栄町10-10

027-327-2111

ヤマダ電機

高崎市栄町1番1号

027-345-8811

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ高崎店

高崎市棟高町1400ｲｵﾝﾓｰﾙ高崎3F

027-310-9137

ｉ－ｃｌｏｃｋｲｵﾝﾓｰﾙ春日部店

春日部市下栁420-1ｲｵﾝﾓｰﾙ春日部3F

048-718-3033

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ川口前川店

川口市前川1-1-11ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川3F

048-269-0683

丸広百貨店 川越店 時計売場

川越市新富町2-6-1

049-224-1111

タイムランド

川越市脇田町105 アトレマルヒロ２階

049-226-8172

タイムステ－ションＮＥＯモラ－ジュ菖蒲店

久喜市菖蒲町菖蒲６００５ー１モラージュ菖蒲３Ｆ

0480-85-9229

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ越谷店

越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ4丁目2番地2ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝKAZEA144

048-934-3144

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ルレイクタウン店

越谷市東町２ー８イオンレイクタウン内

048-988-7669

ヨドバシカメラ

さいたま市大宮区吉敷町4-263-6 コクーン3 地下1階～地上2階

048-645-1010

ビックカメラ 大宮西口そごう店

さいたま市大宮区桜木町1-8-4

048-647-1111

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル浦和美園店

さいたま市緑区大字大門３７１０

048-878-6868

マルチメディア仙台

ヨドバシカメラ

マルチメディア郡山

郡山フェスタ店

マルチメディア宇都宮

LABI1 LIFE SELECT 高崎

アトレマルヒロ店

マルチメディアさいたま新都心駅前店
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イーアスつくば1F
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丸広百貨店 川越店 3F

2020 SHEENキャンペーン
都道府県
埼玉県

千葉県

東京都

店舗名

住所
さいたま市緑区美園五丁目５０番地１

ビックカメラ 所沢駅店

所沢市日吉町12-1 西武所沢S.C. 6階

04-2903-1111

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ羽生店

羽生市川崎2-281-3ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生3F

048-561-9691

ジャストインタイム

深谷市上柴町東4-14-5

048-574-0894

ＭＵＳＥＵＭ２４深谷店

深谷市上柴町西4-2-14ｱﾘｵ深谷2F

048-575-1577

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル千葉ニュ－タウン店

印西市中央３ー２イオンモール棟３Ｆ

0476-47-6161

ビックカメラ 柏店

柏市柏1-1-20

04-7165-1111

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル木更津店

木更津市築地１ー４イオンモール木更津店２階

0438-36-1919

ヨドバシカメラ

千葉市中央区富士見2-3-1

043-224-1010

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル幕張新都心店

千葉市美浜区豊砂１ー１グランドモール２Ｆ

043-271-5656

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ流山おおたかの森店

流山市おおたかの森南一丁目5番地の1流山おおたかの森S･C本館2F

04-7153-9698

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥｲｵﾝ成田店

成田市ウイング土屋24ｲｵﾝﾓｰﾙ成田1F

0476-23-2661

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥららぽｰと店

船橋市浜町2-1-1東京ﾍﾞｲららぽーと北館2F

047-437-2762

ビックカメラ 船橋駅FACE店

船橋市本町1-3-1

047-460-1111

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ西新井店

足立区西新井栄町1-20-1ｱﾘｵ西新井3F

03-3886-0610

ヤマダ電機

品川区東大井5丁目20-1

03-5479-7600

ビックカメラ 渋谷東口店

渋谷区渋谷1-24-12

03-5466-1111

ビックカメラ セレクト原宿店

渋谷区神宮前1丁目19番24

髙島屋 新宿店 ４階時計売場

渋谷区千駄ヶ谷５丁目２４番地２号

ビックカメラ 渋谷ハチ公口店

渋谷区道玄坂2-5-9

03-3477-0002

ビックカメラ 新宿東口駅前店

新宿区新宿3-26-10

03-5312-1111

ヨドバシカメラ

新宿区新宿3-26-7

03-3356-1010

ビックロ ビックカメラ新宿東口店

新宿区新宿3-29-1

03-3226-1111

ヨドバシカメラ

新宿区西新宿1-11-1

千葉店

LABI品川大井町

マルチメディア新宿東口

新宿西口本店

イオンモール浦和美園2F

電話番号

フィットハウスイオンモール浦和美園店

048-878-7337

03-6804-1111
４Ｆ

03-3353-5581

03-3346-1010

京王百貨店 新宿店 ６階 時計売場 銀座日新堂

新宿区西新宿１ー１ー４

ビックカメラ 新宿西口店

新宿区西新宿1-5-1 新宿西口ハルク 2F～7F

03-5326-1111

ヤマダ電機

新宿区西新宿一丁目18-8

03-5339-0511

墨田区江東橋3-14-5 テルミナ1F - 3F

03-3632-1010

松坂屋上野店 本館 ７階 時計サロン

台東区上野3-29-5 本館7F

03-3831-9190

ヨドバシカメラ

台東区上野4-10-10

03-3837-1010

台東区台東4-33-2

03-3835-7777

中央区八重洲一丁目5番22号

03-3510-9098

千代田区神田花岡町1-1

03-5209-1010

LABI新宿西口館

ヨドバシカメラ

株式会社

マルチメディア錦糸町

マルチメディア上野

多慶屋

ヤマダ電機

LABI東京八重洲

ヨドバシカメラ

神奈川県

実施店舗一覧

マルチメディアAkiba

6Ｆ

03-5321-5293

ビックカメラ ＡＫＩＢＡ

千代田区外神田4-1-1

大丸東京店 １０階時計売場

千代田区丸の内１ー９ー１

ビックカメラ 有楽町店

千代田区有楽町1-11-1

03-5221-1111

ビックカメラ 池袋西口店

豊島区西池袋1-16-3

03-5960-1111

東武百貨店 池袋店 ６階時計サロン

豊島区西池袋1丁目1-25 6F

0570-086-102

ビックカメラ 池袋本店

豊島区東池袋1-41-5

03-5396-1111

ヤマダ電機

豊島区東池袋1-5-7

03-5958-7770

ビックカメラ 赤坂見附駅店

港区赤坂3-1-6

03-6230-1111

一誠堂

目黒区自由が丘１丁目２９−７

03-3717-6660

ビックカメラ 立川店

立川市曙町2-12-2

042-548-1111

京王アートマン

多摩市関戸1-11-1

042-337-2555

ビックカメラ 聖蹟桜ヶ丘駅店

多摩市関戸1-11-1 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターA館6階

042-310-1111

ビックカメラ 京王調布店

調布市小島町2-48-6 トリエ京王調布 B館 1～4階

042-444-1111

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル日の出店

西多摩郡日の出町平井吉野桜木５５７イオンモール日の出店

042-588-8677

ビックカメラ JR八王子駅店

八王子市旭町1-17 セレオ八王子南館(1F～5F)

042-646-1111

ヨドバシカメラ

八王子店

八王子市東町7-4

042-643-1010

ヨドバシカメラ

マルチメディア町田

町田市原町田1-1-11

042-721-1010

ビックカメラ 町田店

町田市原町田6-12-20

042-726-1111

ヨドバシカメラ

武蔵野市吉祥寺本町1-19-1

0422-29-1010

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥむさし村山店

武蔵村山市榎1-1-3-3041ｲｵﾝﾓｰﾙむさし村山3F

042-562-8590

ビックカメラ イトーヨーカドーたまプラーザ店

横浜市青葉区美しが丘1-6-1 イトーヨーカドー たまプラーザ店 3F

045-507-1111

ヨドバシカメラ

横浜市港南区上大岡西1-6-1

045-845-1010

ビックカメラ 新横浜店

横浜市港北区新横浜2-100-45

045-478-1111

ビックカメラ 横浜西口店

横浜市西区南幸2-1-29

045-320-0002

ヨドバシカメラ

横浜市西区北幸1-2-7

045-313-1010

ビックカメラ ラゾーナ川崎店

川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ1F～4F

044-520-1111

ヨドバシカメラ

川崎市川崎区日進町1-11 ルフロン地下1F～地上4F

044-223-1010

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

LABI1日本総本店 池袋

聖蹟桜ヶ丘店

マルチメディア吉祥寺

マルチメディア京急上大岡

マルチメディア横浜

マルチメディア川崎ルフロン

ビックカメラ 相模大野駅店
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03-6260-8111
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03-6895-8931

2020 SHEENキャンペーン

実施店舗一覧

都道府県
神奈川県

店舗名

電話番号

住所

ｉ－ｃｌｏｃｋ辻堂店

藤沢市辻堂神台1-3-1ﾃﾗｽﾓｰﾙ湘南4F

0466-38-1696

ビックカメラ 藤沢店

藤沢市藤沢559

0466-29-1111

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル新潟南店

新潟市江南区下早通柳田１ー１ー１イオン新潟南ＳＣ店２Ｆ

025-381-0202

ヨドバシカメラ

新潟市中央区弁天1-2-6

025-249-1010

ビックカメラ 新潟店

新潟市中央区花園1-1-21（CoCoLo南館内）

025-248-1111

エルサカエファボーレ店

富山市婦中町下轡田165-1

076-466-1701

エルサカエ魚津店

魚津市住吉600

0765-23-4211

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ高岡店

高岡市下伏間江383ｲｵﾝﾓｰﾙ高岡西館2F

0766-24-2060

エルサカエ富山総本店

富山市奥田町3-14

076-431-3200

エルサカエアピタ富山東店

富山市上冨居３-8-39

076-452-3433

ＷＩＮＧ香林坊店

金沢市片町1－1－29香林坊ファーストビル１Ｆ

076-231-1969

金沢市片町1－4－1

076-225-7493

エルサカエイオンモールかほく店

かほく市内日角タ25番

076-289-8888

ＷＩＮＧ小松店

小松市矢崎町ル１８１－１

0761-43-0226

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥｲｵﾝﾓｰﾙ新小松店

小松市清六町315番地ｲｵﾝﾓｰﾙ新小松2F

0761-46-5453

フィットハウス金沢西店

野々市市横宮町103番

076-246-8488

100満ボルト金沢本店

野々市市野代2-11

076-294-1011

宝石・時計

鯖江市下河端町16-16-1アルプラザ鯖江１Ｆ

0778-51-7400

TAKEUCHI フェアモール福井エルパ店

福井市大和田2丁目１２１２

0776-57-2605

TAKEUCHI ショッピングシティベル店

福井市花堂南２丁目１６－１

ジュエリーパリ

福井市高柳2丁目110

0776-54-8080

山梨県

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル甲府昭和店

中巨摩郡昭和町飯喰常永土地区画１

055-269-5307

長野県

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ上田店

上田市天神3-5-1ｱﾘｵ上田2F

0268-21-0550

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ佐久平店

佐久市佐久平駅南11-10ｲｵﾝﾓｰﾙ佐久平2F

0267-68-5650

ウォッチ&クロック

長野市南千歳1-1-1 ながの東急百貨店別館シェルシェ3階

026-226-9632

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル松本店

松本市中央４丁目９番５１号晴庭Ａ棟２Ｆ

0263-32-2626

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル各務ヶ原店

各務原市那加萱場町３ー８イオン各務原ＳＣ２Ｆ

058-389-5515

Lian SAKAI

美濃加茂市野笹町2丁目5番65号

0574-24-5161

タイムステ－ションＮＥＯモレラ岐阜店

本巣市三橋１１００モレラ岐阜２Ｆ

058-323-4848

宝石・時計

静岡市清水区銀座１１－２２

054-366-5801

フィットハウス静岡店

静岡市清水区長崎南町１１１番地

054-344-3535

タイムステ－ションＮＥＯ新静岡セノバ店

静岡市葵区鷹匠１ー１ー１新静岡セノバ

054-266-7416

ヤマトヤ裾野店

裾野市佐野１６０１ー１

0559-93-3706

フィットハウス沼津店

沼津市西沢田４８１番地

055-929-8883

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ浜松志都呂店

浜松市西区志都呂2-37-1ｲｵﾝﾓｰﾙ浜松志都呂3F

053-415-1320

ビックカメラ 浜松店

浜松市中区砂山町322-1

053-455-1111

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル浜松市野店

浜松市東区天王町字諏訪１９８１ー３イオンＳ浜松市野２Ｆ

053-467-2188

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル富士宮店

富士宮市浅間町１ー８イオン富士宮店

0544-24-2525

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル富士南店

富士市鮫島１１８ー１０イオン富士南店２Ｆ

0545-65-1666

ヤマトヤ富士店

富士市青葉町９３

054-565-8666

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ木曽川店

一宮市木曽川町黒田字南八ﾂｹ池25-1ｲｵﾝﾓｰﾙ木曽川3F-3016

0586-86-8474

タイムボックス岡崎

岡崎市戸崎町外山38-5 イオンモール岡崎

0564-59-1094

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル岡崎店

岡崎市戸崎町字外山38-5イオンモ-ル岡崎3Ｆ

0564-73-1616

SAKAI ＆ CO. 江南サカイ本店

江南市古知野町広見10

0587-56-2847

Rose Vie

ヴィアモールアピタ江南西店

江南市松竹町上野205番地

Rose Vie

イオンモール扶桑

丹羽郡扶桑町大字南山名高塚5 イオンモール扶桑 1Ｆ

0587-91-3306

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ東浦店

知多郡東浦町大字緒川字旭13-2ｲｵﾝﾓｰﾙ東浦2F

0562-82-2928

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル常滑店

常滑市りんくう町２ー２０ー３イオン常滑２階

0569-35-6767

フィットハウス豊川店

豊川市正岡町池田６９４ー１

0533-83-5133

エディオン豊田本店

豊田市三軒町8丁目55番地

0565-37-9111

STORIA

豊田市四郷町千田63

0565-45-1357

長久手市戸田谷901番地1 アピタ長久手店 1F

0561-64-3057

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル長久手店

長久手市中央土地区画整理事業地内イオンモール長久手４Ｆ

0561-61-2323

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル熱田店

名古屋市熱田区六野１ー２ー１１イオン熱田３Ｆ

052-883-5100

KOMEHYO名古屋本店

名古屋市中区大須3－25－31

松坂屋名古屋

名古屋市中区栄三丁目16番1号

新潟県

富山県

石川県

マルチメディア新潟駅前店

マイスターウォッチサカモト

福井県

岐阜県

静岡県

愛知県

タテマチ店

レイナ

MEGAドン・キホーテUNY 美濃加茂店

内山

宝石の山一

Rose Vie

アピタ長久手店

ヨドバシカメラ

マルチメディア名古屋松坂屋店

ベル１Ｆ

0776-35-8882

1Ｆ

0587-51-5940

052-242-1530
松坂屋名古屋店

北館5階

052-264-2691

名古屋市中区栄3−16−1

052-265-1010

ジェイアール名古屋タカシマヤ

名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

ビックカメラ 名古屋JRゲートタワー店

名古屋市中村区名駅1-1-3

052-569-1111

ヤマダ電機

名古屋市中村区名駅一丁目2-5

052-533-3711

名古屋市中村区椿町6-9

052-459-1111

LABI名古屋

ビックカメラ 名古屋駅西店
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ジェイアール名古屋タカシマヤ

10階

052-566-8423
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実施店舗一覧

都道府県
愛知県

三重県

滋賀県

京都府

店舗名

052-505-3969

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル名古屋ド－ム店

名古屋市東区矢田南４ー１０２ー３イオンナゴヤドーム３Ｆ

052-712-2626

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル大高店

名古屋市緑区大高町字奥平子１ー１イオン大高ＳＣ２Ｆ

052-622-1616

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル名古屋茶屋店

名古屋市港区西茶屋２丁目イオンモール名古屋茶屋店３Ｆ

052-301-3636

ニイミクオーレ

西尾市下町御城下23-1 おしろタウンシャオ1F

0563-57-8780

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル東員店

員弁郡東員町長深字築田５１０ー１イオンモール東員店３Ｆ

0594-76-1818

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ鈴鹿店

鈴鹿市庄野羽山4-1-2ｲｵﾝﾓｰﾙ鈴鹿2F

059-375-0620

ジョーシン明和イオンモ－ル店

多気郡明和町中村1223イオンモ－ル明和1Ｆ

0596-55-8111

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル津南店

津市高茶屋小森町１４５イオンモール津南店２階

059-235-2626

川スミ 四日市本店

四日市市日永4-2-41 日永カヨー1F

0593-46-8639

ベルスールタカダ

愛知郡愛荘町愛知川58 アモール1階

0749-42-7008

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル草津店

草津市新浜町３００イオンモール草津３Ｆ

077-566-8686

うかい

甲賀郡水口町本綾野566-1 アルプラザ水口店1階

0748-63-2572
0740-32-3670

西尾シャオ店

メガネ・補聴器・時計・宝飾

シミズ アドガワ店

高島市安曇川町西万木55番地

メガネ・補聴器・時計・宝飾

シミズ リプル店

高島市今津町今津1688 リプル1F

0740-22-6531

アコール

長浜市八幡東町9-1 西友長浜楽市店1階

0749-65-1043

タイムステ－ションＮＥＯビバシティ彦根店

彦根市竹ケ鼻町４３ー２ビバシティー１Ｆ

0749-21-0707

藤塚時計店

彦根市中央町5-27

0749-22-2538

ウオッチハウス ココロ

宇治市莵道平町28-1 アルプラザ宇治東店1階

0774-33-5648

ジュピア カワモト

亀岡市篠町野条上又11 アルプラザ亀岡店1階

0771-24-9988

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル高の原店

木津川市相楽台１ー３イオン高の原店３Ｆ

0774-72-5454

ジョーシン京都一番館

京都市右京区西院巽町38

075-323-1511

ジェイアール京都伊勢丹店9階＝時計

京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町JR京都伊勢丹9F

075-342-0039

ヨドバシカメラ

京都市下京区京都駅前

075-351-1010

マルチメディア京都

6階時計サロン

平和堂あどがわ店1F

京都タワー横

京都市下京区四条通高倉西入立売西町79

075-211-8111

ビックカメラ セレクト京都四条河原町店

京都市下京区四条通麩屋町東入奈良物町364番地 B1F～2F

075-252-2111

ビックカメラ JR京都駅店

京都市下京区東塩小路町927

075-353-1111

ジョーシン伏見店

京都市伏見区下鳥羽渡瀬町１０１番地

075-605-1711

カラットMOMOテラス店

京都市伏見区桃山町山ノ下32 MOMOテラス2階

075-603-6030

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO店

京都市南区西九条鳥居口町113220ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTOSakura館3F

075-661-5261

グレースシオミ

舞鶴市字浜266

0773-62-0370

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ルりんくう泉南店

泉南市りんくう南浜３ー１イオンモール２Ｆ

0724-80-4545

あべのハルカス近鉄本店

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

06-6624-1111

ビックカメラ あべのキューズモール店

大阪市阿倍野区阿倍野筋1－6－1 あべのキューズモール内

06-6631-1111

阪神百貨店

7階時計売場

大阪市北区梅田1丁目13番13号

06-6345-1784

大丸梅田店

11階時計売場

大阪市北区梅田3-1-1

06-6343-1231

大阪市北区大深町1-1

06-4802-1010

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1

06-6271-1231

エディオンなんば本店

大阪市中央区難波三丁目2番18号

06-6630-6733

髙島屋大阪店5階

大阪市中央区難波5-1-5

06-6631-1101

エディオンもりのみや店

大阪市中央区森ノ宮中央2丁目1番30号 セントラルスクエア森ノ宮店2階

06-6920-6511

ビックカメラ なんば店

大阪市中央区千日前2-10-1

06-6634-1111

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ鶴見店

大阪市鶴見区鶴見4-17-1-411ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴見緑地4F

06-6915-2947

ヤマダ電機

大阪市浪速区難波中二丁目11番35号

06-6649-8171

ジョーシン岸和田店

岸和田市作才町1-3-12

072-437-1021

TreFrecce北花田店

堺市北区東浅香山町4-1-12ｲｵﾝﾓｰﾙ堺北花田3F

072-246-3301

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル四条畷店

四條畷市砂４ー３ー２

072-812-6878

ジョーシン高槻店

高槻市大畑町24-10

072-693-3111

ジョーシンＪ＆Ｐテクノランド店

浪速区日本橋5-6-7

06-6634-1211

ビックカメラアリオ八尾店

八尾市光町2-3 アリオ八尾2F

072-993-1111

ｉ－ｃｌｏｃｋ八尾店

八尾市光町2-3ｱﾘｵ八尾2F

072-995-3151

藤原

朝来市和田山町枚田岡774 エスタ専門店1階

079-670-2655

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ伊丹店

伊丹市藤ﾉ木1-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ伊丹3F-3010

072-777-2151

オプティム ヨシカワ

小野市王子町868-1イオン小野店2F

0794-63-7372

ミヤコ

神戸市中央区三宮町1-9-156-2

078-333-6553

ジョーシン三宮一番館

神戸市中央区八幡通3-2-16

078-231-2111

大丸神戸店

神戸市中央区明石町40番地

078-331-8121

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル神戸ハ－バ－ランド店

神戸市中央区東川崎町１ー７ー２ハーバーランドウミエ２階

078-360-2626

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル神戸北店

神戸市北区上津台８ー１ー１イオン神戸北店２Ｆ

078-983-3325

エディオン西宮店

西宮市芦原町9-23

0798-69-2202

KAWABA 姫路リバーシティ店

姫路市飾磨区細江2560 イオンモール姫路リバーシティ2階

079-231-2339

ヨドバシカメラ
大丸心斎橋店

兵庫県

電話番号

名古屋市西区二方町40番mozoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ4F4018

大丸京都店

大阪府

住所

MySelectPointmozoﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ店

タワー館

11階時計サロン

マルチメディア梅田
本館6階

タカシマヤ ウオッチメゾン（スイスホテル南海大阪5階）

LABI1なんば

三宮5号店

8階時計売り場
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都道府県
兵庫県

奈良県

和歌山県

実施店舗一覧
店舗名

電話番号

住所

エディオン姫路駅前店

姫路市駅前町60 ホテルモントレ姫路2階

079-288-6911

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル姫路大津店

姫路市大津区大津町２丁目イオン姫路大津店１Ｆ

079-230-0266

TreFrecce奈良橿原店

橿原市曲川町7-20-1ｲｵﾝﾓｰﾙ橿原3F

0744-25-4112

近鉄百貨店奈良店

奈良市西大寺東町2-4-1

0742-33-1111

ジョーシン郡山店

大和郡山市横田町693-1

0743-59-2221

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ大和郡山店

大和郡山市下三橋町741ｲｵﾝﾓｰﾙ大和郡山3F

0743-54-3633

セキネ

有田郡有田川町土生44-1

0737-23-7363

3階時計サロン

本店

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル和歌山店

和歌山市中字楠谷５７３イオンモール和歌山店２Ｆ

時宝館ｂｙセイコー堂イオンモール日吉津店

西伯郡日吉津村日吉津１１６０ー１イオンモール日吉津

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル鳥取北店

鳥取市晩稲１００ー１イオン鳥取北ＳＣ店１Ｆ

0857-31-6868

島根県

ビジュー奈賀屋

松江市東朝日町１５１

0852-28-2188

岡山県

ビックカメラ 岡山駅前店

岡山市北区駅前町1-1-1

086-236-1111

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル岡山店

岡山市北区下石井１ー２ー１イオンモール岡山店２階

086-226-0303

天満屋ウオッチギャラリー

岡山市北区表町１丁目１１ー３８ザ・コートヤード表町

086-231-7431

エディオン倉敷本店

倉敷市笹沖1209-1

086-422-2011

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ広島府中店

安芸郡府中町大須2丁目1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ広島府中3F

082-284-7584

タイムタイム

廿日市店

廿日市市下平良2丁目2番1号 ゆめタウン廿日市 3F

0829-34-4822

タイムタイム

東広島店

東広島市西条土与丸1-5-7 ゆめタウン東広島本館 2F

082-431-6251

広島市中区胡町5-22

082-545-8940

鳥取県

広島県

ヤマダ電機

山口県

LABI広島

イオン松江ＳＣ

２階

エディオン広島本店

広島市中区紙屋町2-1-18

タイムタイム

広島市南区皆実町2-8-17 ゆめタウン広島

広島店

073-455-2323
西館１Ｆ

0859-37-0612

082-247-5111
1F

082-250-6388

エディオン蔦屋家電

広島市南区松原町3番1-1号 EKICITY HIROSHIMA

082-264-6511

ビックカメラ 広島駅前店

広島市南区松原町5-1

082-506-1111

エディオン福山本店

福山市入船町一丁目8-15

084-923-1566

大丸下関店 4階 リストギャラリーテンポ

下関市竹崎町4-4-10

083-232-1111

タイムタイム

ゆめシティ店

下関市伊倉新町3丁目1番1号 ゆめシティ 2F

083-250-1055

タイムタイム

下松店

下松市中央町２１－３

0833-45-6800

岸田時計店

山口市中市町4-15

083-922-0144

板野郡藍住町奥野字東中須88-1 ゆめタウン徳島 1F

088-692-1730

徳島県

タイムタイム

香川県

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル綾川店

綾歌郡綾川町萱原８２２ー１

087-876-6767

タイムタイム

高松市三条町中所608-1 ゆめタウン高松 1F

087-864-5397

プリべ石川 新居浜店

新居浜市中須賀町2-3-7

0897-33-1100

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル新居浜店

新居浜市前田町８ー８イオンモール新居浜店１Ｆ

0897-33-6868

PRIVE tc

松山市港町4-9-10

089-909-3388

エディオン松山本店

松山市宮西一丁目3番1号

089-933-2311

伊予鉄高島屋 6Fウォッチサロン

松山市湊町5-1-1 伊予鉄高島屋6F

089-948-2328

高知県

大西時計店

高知市帯屋町１－１３－２０帯屋町アーケード内

088-823-0024

福岡県

タイムタイム

大牟田市旭町2-28-1 ゆめタウン大牟田 1F

0944-53-5189

小林時計店

北九州市小倉北区魚町1-3-6

093-521-0013

小倉井筒屋 新館5階 ファッションウォッチ

北九州市小倉北区船場町１−１

093-522-2344

タイムタイム

北九州市小倉南区上葛原2-14-1 小倉サンリブシティ 2F

093-932-6411

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル八幡東店

北九州市八幡東区東田３ー２ー１０２イオン八幡東ＳＣ１Ｆ

093-681-5753

タイムタイム

久留米市新合川1－2－1 ゆめタウン久留米 1F

0942-45-7690

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野店

筑紫野市大字立明寺434-1ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野3F-306

092-929-6253

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ直方店

直方市湯野原2-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ直方2F

0949-29-8561

ワールドウォッチナガノ

久留米市東櫛原町510-1

0942-33-3335

大丸福岡天神店 エルガーラ4階 時計売場

福岡市中央区天神1-4-1

092-712-8181

岩田屋時計サロン

福岡市中央区天神2-5-35 岩田屋本店新館4F

092-714-3011

博多阪急ウォッチギャラリー

福岡市博多区中央街１－１

092-419-5678

ビックカメラ 天神2号館

福岡市中央区天神2-4-5

タイムタイム

博多店

福岡市東区東浜1-1-1 ゆめタウン博多

タイムタイム

木の葉モール橋本店

福岡市西区橋本2丁目27-2 木の葉モール橋本

愛媛県

徳島店

ゆめタウン下松１Ｆ

高松店

大牟田店

小倉東店

ヨドバシカメラ

久留米店

092-732-1111
1F

092-642-7700
2Ｆ

092-811-5509

福岡市博多区博多駅中央街6-12

092-471-1010

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル福津店

福津市福間駅東区１００街区イオンモール福津３Ｆ３０１４

0940-43-8066

タイムタイム

八女店

八女市蒲原988-28 ゆめタウン八女 1F

0943-25-6262

佐賀県

タイムタイム

佐賀店

佐賀市兵庫北5丁目14番1号 ゆめタウン佐賀 1F

0952-36-8295

長崎県

タイムタイム

させぼ五番街店

佐世保市新港町2番1号 させぼ五番街 2F

0956-24-2266

尚美堂

佐世保市島瀬町９−８

0956-25-7777

岡本時計店

長崎市浜町8-34

095-824-0292

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ長崎店

長崎市元船町10-1夢彩都3F

095-829-2680

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ熊本店

上益城郡嘉島町大字上島字長池2232ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本2F-2086

096-237-1172

熊本県

マルチメディア博多

博多阪急M3Ｆ
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都道府県
熊本県

大分県

店舗名
タイムタイム

鹿児島県

沖縄県

光の森店

住所

電話番号

菊池郡菊陽町光の森7-33-1 ゆめタウン光の森 1F

096-233-0642

高柳時計宝飾店

熊本市下通1-5-10

096-352-2570

セコンド

熊本市中央区安政町6-29

096-353-5428

MySelectPointｻｸﾗﾏﾁ店

熊本市中央区桜町3-10SAKURAMACHIKumamoto3F

096-273-7717

タイムタイム

熊本市田井島1-2-1ゆめタウンはません 1F

096-334-1002

タイムタイム八代店

八代市建馬町3－1 ゆめタウン八代

0965-39-3911

小林大分店

大分市下郡北3丁目25-11

大分トキハ時計サロン

大分市府内町2-1-4トキハ本店７階時計売場

097-533-5633

タイムタイム

わさだタウン店

大分市大字玉沢字楠本755番地の１外

097-586-1115

タイムタイム

明野店

大分市明野東1-1-1 アクロスタウン 1F

097-503-0010

大分市公園通り西2-1 パークプレイス大分 2F

097-524-3906

一心堂時計店

日田市中央1-2-23

0973-22-3535

タイムランド

延岡市旭町2-2-1イオン延岡ショッピングセンター2F

0982-29-7204

アートジェム

日向市大字日知屋古田町61-1 イオン日向1F

0982-55-8209

日髙本店プロショップ

宮崎市橘西3丁目10-24

0985-26-1102

ｉ－ｃｌｏｃｋ宮崎店

宮崎市新別府町江口862-1ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎2F

0985-60-8115

Ｇ-ＳＴＹＬＥ姶良店

姶良市脇元字橋ノ口8

0995-65-1140

Ｇ-ＳＴＹＬＥ谷山店

鹿児島市卸本町5-35N'sCITY内2階

099-266-3945

山形屋ウォッチギャラリー

鹿児島市金生町3番1号

099-227-6270

精光堂鹿児島店

鹿児島市与次郎1丁目7-20号

099-204-7566

Ｇ-ＳＴＹＬＥ与次郎

鹿児島市与次郎1-10-1

099-255-7244

ＴＨＥＣＬＯＣＫＨＯＵＳＥ鹿児島店

鹿児島市東開町7ｲｵﾝﾓｰﾙ鹿児島2F

099-260-3226

ビックカメラ 鹿児島中央駅店

鹿児島市中央町1-1 えきマチ1丁目 鹿児島 1F・2F

099-814-1111

Ｇ-ＳＴＹＬＥ鹿屋

鹿屋市大浦町14003-1

0994-41-0877

山城時計店 パルコシティ店

浦添市西洲3-1-1 1F

098-943-8627

エディオン浦添パルコシティ

浦添市西洲3-1-1

098-871-1230

タイムステ－ションＮＥＯイオンモ－ル沖縄ライカム店

中頭郡北中城村城内３階イオンモール沖縄ライカム店

098-933-3939

山城時計店 ハンビータウン店

中頭郡北谷町北前1-2-3 1F

098-936-9131

山城時計店 那覇メインプレイス店

那覇市おもろまち4-4-9 1F

098-951-3322

Watch station brio 那覇メインプレイス店

那覇市おもろまち4-4-9 2F

098-951-3359

エディオン那覇メインプレイス

那覇市おもろまち4-4-9 サンエー那覇メインプレイス内

098-951-3333

Watch station brio つかざん店

南風原町津嘉山1471-2 1F

098-888-6072

クロノス

宮崎県

実施店舗一覧

はません店

パークプレイス大分店
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1F

097-529-7221

わさだタウン3F

