
Swing Star 取扱店

オバラ　イオン千歳店 北海道千歳市栄町6丁目51 イオン千歳店1F 0123-23-1177

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 イオン釧路店 0154-38-5636

丸啓弘前中三店 青森県青森市土手町49-1 弘前中三2F 0172-34-8118

ジュエリー開盛堂 宮城県石巻市あけぼの1-1-2 イトーヨーカドー 1F 0225-22-6482

プリンセス・ティファ精工堂 宮城県気仙沼市南郷6-28 0226-24-8934

ジュエリー天賞堂 宮城県大崎市古川旭2-2-1 イオン古川店 1F 0229-24-8831

新光堂本店 山形県天童市南町1-１−１５ 023-654-5626

佐藤正栄堂本店 山形県鶴岡市本町2-2-10 0235-22-0554

ワイズクラブ 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字岩下１１－１ イオン白河西郷店  1F 0248-31-2486

トミタ郡山フェスタ店 福島県郡山市日和田町小原1 イオン郡山フェスタ店1F 024-968-0332

ジュエリー庄司 福島県いわき市鹿島町米田字日渡5 鹿島SC エブリア １F 0246-29-3177

資成堂本店 福島県原町市栄町1-45 0244-22-3101

サトウダイヤモンドチェーンFDK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 FDKショッピングモール1F 028-657-0205

時計・宝石 エレガンスショップ トコヨ 栃木県宇都宮市江野町5-10 0286-34-9057

ジュエルキクチ 栃木県黒磯市中央町1-1 0287-63-1200

サンジュエリきくち 栃木県那須塩原緑2-1283-1 0287-36-7556

中村時計店 茨城県古河市中央町1-10-43 0280-22-0654

ノオミ入間サイオス店 埼玉県入間市豊岡2-1-1 サイオス1F 0429-65-6205

鳳玉堂イオンタウン店 千葉県館山市八幡545−1 0470-23-2288

マユヤマジュエラー帝国ホテル店 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ﾎﾃﾙｱｰｹｰﾄﾞ 03-3591-6655

ジュエリーフォーリーフ 東京都台東区上野6-10-7 ｱﾒ横ﾌﾟﾗｻﾞ7号舶来堂内 03-3839-3789

パール＆ジュエリーMURA東武ホープセンター店 東京都豊島区西池袋1-1-30 03-3986-8329

宝永堂 東京都町田市原町田6-1-17 ANNEX 042-723-1555

宝石・ﾒｶﾞﾈ・時計の中 森綱島西口本店 神奈川県横浜市港北区綱島西1-6-15 045-531-1712

ソフィ・ササキ 神奈川県横須賀市衣笠栄町1-8 046-854-0222

ジュエリーシマノイズミ店 神奈川県小田原市栄町2-7-2 0465-22-4236

ＰＡＬ ツノダ銀座本店 長野県飯田市銀座4-1 0265-23-1321

オプトナカムラ河口湖店 山梨県南都留郡富士河口湖町船津2448 0555-72-1408

アルテシマダ　めいてつエムザ店 石川県金沢市武蔵町15-1 めいてつエムザ１Ｆ 076-260-2284

ライオン堂 石川県加賀市作見町ル25-1 アビオシティ　1Ｆ 0761-72-8708

アスティ  キタダ 石川県小松市日の出町4-6 0761-22-2616

稲田時計メガネ店 静岡県熱海市銀座町8-10 0557-81-2511

グランベルク 静岡県浜松市西区大平台3-12-5 セントラルヒルズＢ101 053-523-8558

エレガンス 時正堂 静岡県袋井市泉町1-7-6 0120-482-341

ジュエリースペース煌 愛知県岡崎市不吹町1-2 0564-58-6025

ソフィ　アスカ本店 愛知県名古屋市藤が丘 １４１番地 052-7742626

ソフィー　サトー本店 愛知県小牧市小牧4-80 0568-73-3535

ケリーおおの 愛知県尾張旭市東印場町2-3-14 0561-53-0863

スギノ　白子サンズ店 三重県鈴鹿市白子駅前9-20 白子サンズ店 0593-86-1509

日宝堂　イオンモール明和店 三重県多気郡明和町中村１２２３ イオンモール明和2F 0596-55-8100

アコール 滋賀県長浜市八幡東町9-1 西友長浜楽市店 西友長浜楽市店 0749-62-1874

しかん香 大阪市中央区心斎橋筋2-7-24 06-6211-0989

エコ藤田 大阪府大阪市西成区鶴見橋 １丁目12-11 06-6641-1235

愛和 大阪府茨木市永代町1-5 阪急茨木駅ロサヴィア内 0726-20-2900

ﾍﾞｰﾈ住道店 大阪府大東市赤井1-4-1 ﾎﾟｯﾌﾟﾀｳﾝ住道 ｵﾍﾟﾗﾊﾟｰｸ2階 072-875-5040

喜久幸堂　本店 大阪府東大阪市鴻池本町7-9 06-6745-1871

川端時計店　イオン和泉府中店 大阪府和泉市府中町1-6-11 イオン和泉府中店 0725-41-4897

ヨシモト　トークタウン店 大阪府岸和田市土生町2-32-6 トークタウン1Ｆ 0724-39-9256

ボンボン堂　らぽーる店 京都府舞鶴市南浜町27-5　 ショッピングセンターらぽーる　1F 0773-62-1476

ゴールドフジ生駒店 奈良県生駒市谷田町1600 近鉄百貨店2Ｆ 0743-72-2849

ゴールドフジ奈良店 奈良県奈良市西大寺東町2-4-1 近鉄百貨店1Ｆ 0742-30-2685

エルフィン 和歌山県御坊市湯川町財部181 　ｵｰｸﾜﾛﾏﾝｼﾃｨ1F 0738-23-0200

エルマールサカモト 和歌山県田辺市文里2-35-2-4 田辺シーヴィレッジ 0739-26-2600

福田時計店 和歌山県新宮市仲之町2-1-4 0735-21-2177

グラヴィ三宮センター街店 兵庫県神戸市中央区三宮町1-5-29 078-321-3077

グラヴィ新長田店 兵庫県神戸市長田区若松町5-5-1 東急プラザ新長田店106 078-646-8266

ビジュモトイ 兵庫県神戸市須磨区前池町3-2-1 ビバタウン2F 078-735-7268

グラヴィ垂水店 兵庫県神戸市垂水区日向1-4-1 レバンテ垂水1番館1Ｆ 078-705-5113

ソフィ　ナツコヤ　イオン新州本店 兵庫県洲本市塩屋1丁目1-8　 イオン新州本店 0799-23-2291

ジュエリーカミネ　六甲道店 兵庫県神戸市灘区深田町4-1-39 メイン六甲Aビル213 078-891-4982 

ジェムロードホリ 兵庫県神戸市灘区八幡町2-6-11 078-821-6667

イシガミ　尼崎店 兵庫県尼崎市神田中通2-27 尼崎店 06-6415-6271

グラヴィ伊丹店 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 イオンモール伊丹2Ｆ 072-771-3366

グラヴィ川西店 兵庫県川西市栄町11-1 モザイクボックス2Ｆ 072-740-2584

グラヴィ明石店 兵庫県明石市東仲ノ町6-1 アスピア明石南館1Ｆ 078-913-3323

ジュエリー＆メガネスイス 鳥取県鳥取市栄町322 0857-22-2971

ソフィー　セト 島根県太田市長久町長久土江97 0854-84-0185

ジュエリー　ニッタ 島根県浜田市新町58-2 0855-23-1141

エイコー堂 岡山県倉敷市児島駅前2-30 086-472-5950

ソフィ　ミフネ 岡山県倉敷市北畝5-17-57 086-450-0788

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 天満屋ハピータウンポートプラザ２階 084-971-1251

堀江宝飾店　本店 広島県呉市本通4丁目3−18 0823-21-4616

岩谷 広島県呉市中央4丁目3-10-103 0823-25-3038

ジュエルセブン総本店 山口県下関市竹崎町4-4-8 シーモール下関北３番街 083-235-0123

トキワ宝石　フジグラン店 山口県宇部市新天町1-2-14 フジグラン宇部1階 0836-33-7227

宝石時計メガネのヤマシタ 香川県丸亀市郡家町2511-1 0877-28-5888

宝石．時計．メガネ　タナカ 徳島県徳島市南矢三町3-4-39 久米ﾋﾞﾙ1F 088-631-9162

ジュエリーユムラアピカ店 徳島県阿南市西路見町堤外65-1 0884-23-7006

宝石時計メガネ　服部 愛媛県松山市大街道2丁目1-13 0899-41-3211

ハナブサ 福岡県福岡市中央区天神2-8-231(新天町南通り) 092-712-8723

ビジュエトウ イオン福岡東店 福岡県粕屋郡志免町別府北2－14－1 イオン福岡東店1Ｆ 092-621-5280

時計・宝石のシンドウ 福岡県柳川市本町40-13 0944-72-2052

ティンカーベル 福岡県八女市蒲原988-28 ゆめタウン八女1Ｆ 0943-23-1211

ﾍﾞﾙｼﾞｭｰﾙ 長崎県長崎市浜町11-7 095-895-7039

エル尚美堂 長崎県佐世保市島瀬町9-8 0956-25-7777

ジェムハウスＰeer　サンリブシティくまなん店 熊本県熊本市平成３-23-30 サンリブシティ熊南ライフ館テナント1階 096-370-1115

シノハラジュエラー 鹿児島県鹿児島市荒田1-41-8 099-253-9823

嘉陽時計店 沖縄県那覇市前島2-1-5 098-867-0222


