都道府県

店舗名

郵便番号

住所

電話番号

埼玉

TORQUE 大宮ルミネ店

330-0853

埼玉県さいたま市大宮区錦町630 大宮ルミネ2 3F

048-641-7933

埼玉

タイムランド グランエミオ所沢店

359-0037

埼玉県所沢市くすのき台1-14-5 グランエミオ所沢3F

04-2968-5192

埼玉

タイムランド アトレマルヒロ店

350-1122

埼玉県川越市脇田町105 アトレマルヒロ2F

049-226-8172

千葉

丸井の専門店 ららぽーとＴＯＫＹＯ-ＢＡＹ店

273-0012

千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとＴＯＫＹＯ-ＢＡＹ 南館2Ｆ

047-495-1592

千葉

アルキメデス・スパイラル

279-8529

千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ2F

047-305-5638

東京

石国商店 浅草ROX店

111-0032

東京都台東区浅草1-25-15 浅草ROX 1F

03-3843-1492

東京

ウォッチタウン池袋マルイ店

171-0021

東京都豊島区西池袋3-28-13 丸井池袋店1F

03-6851-4435

東京

TORQUE 有楽町ルミネ店

100-0006

東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町店 ルミネ1 7F

03-5222-1580

東京

有楽町マルイ

100-0006

東京都千代田区有楽町2-7-1 8Ｆ フォードットウオッチ

03-3212-0101

東京

TIME&TABLE 阪急メンズ東京

100-0006

東京都千代田区有楽町2-5-1 阪急メンズ東京B1F

03-6252-5496

東京

TORQUE 新宿ルミネエスト店

160-0022

東京都新宿区新宿3-38-1 新宿ルミネエスト 5F

03-3350-3667

東京

WATCH POLITiCS 新宿東急ハンズ店

151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 タイムズスクエアビル東急ハンズ新宿店7F

03-3353-3838

東京

新宿マルイ本館

160-0022

東京都新宿区新宿3-30-16 8Ｆ フォードットウオッチ

03-3354-01101

東京

オンタイム 渋谷ロフト店

150-0042

渋谷区宇田川町21－1 渋谷ロフト1Ｆ

03-5458-3076

東京

メンズプラスストア by Hirokuni TOGA 西武渋谷店

150-8330

東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店B館6F

03-3780-2518

東京

タイムランド 東急プラザ蒲田店

144-0051

東京都大田区西蒲田7-69-1 東急プラザ蒲田6F

03-6428-6181

東京

ウォッチタウン丸井吉祥寺店

180-8552

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-7-1 丸井吉祥寺店4F

0422-41-7150

東京

moveアトレ吉祥寺店

180-0003

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺2F

0422-22-1514

神奈川

TiCTAC みなとみらい東急スクエア店

220-8542

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-2 みなとみらい東急スクエア①2F

045-683-6570

神奈川

タイムランド 横浜赤レンガ倉庫店

231-0001

神奈川県横浜市中区新港1-1-2 横浜赤レンガ倉庫2号館2F

045-225-8377

神奈川

タイムランド 東急プラザ戸塚店

244-0003

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-1 東急プラザ戸塚3F

045-438-9612

神奈川

タイムランド ラスカ平塚店

254-0034

神奈川県平塚市宝町1-1 湘南ステーションビル 平塚LUSCA 4F

0463-71-6551

神奈川

タイムランド 日吉東急アベニュー店

223-0061

神奈川県横浜市港北区日吉2-1-1 日吉東急アベニュー 本館2階

045-560-1727

長野

一光堂

390-0811

長野県松本市中央1-3-9

0263-33-5537

静岡

TiCTACららぽーと磐田

438-0801

静岡県磐田市高見丘1200 ららぽーと磐田 1F

0538-38-3182

静岡

TiCTAC静岡パルコ店

420-0852

静岡県静岡市葵区紺屋町6-7 静岡パルコ 2F

054-903-8679

愛知

タイムステーションNEO イオンモール大高店

459-8016

名古屋市緑区南大高2-450 イオンモール大高2F

052-622-1616

愛知

クロノスタッフＤＡＨＤＡＨモゾワンダーシティ店

452-0817

名古屋市西区二方町40モゾワンダーシティ4Ｆ

052-503-3900

愛知

クロノスタッフDAHDAHプライムツリー赤池店

459-8001

愛知県日進市赤池箕ノ手1番

052-807-7111

愛知

ＴＩＭＥＢＯＸ岡崎店

444-0840

岡崎市戸崎町字外山38-5イオン岡崎ＳＣ3Ｆ

0564-59-1094

愛知

日本堂

489-0044

愛知県瀬戸市栄町30

0561-84-3380

京都

オンタイム京都ロフト店

604-8031

京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都2Ｆ 京都ロフト

075-255-6621

京都

TiCTAC京都キューブ店

600-8216

京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901 京都駅ビル専門店街 THE CUBE B2F

075-365-1335

大阪

オンタイム梅田ロフト店

530-0013

大阪市北区茶屋町16-7 梅田ロフト1Ｆ

06-6359-3205

大阪

junks ルクア大阪店

530-0001

大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪7F

06-6151-1351

大阪

WISP Nouvelle espece 心斎橋仲庭時計店

542-0081

大阪市中央区南船場4-10-3 ナガホリ大阪ビル1階

06-6251-7573

大阪

オンタイム あべのロフト店

545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40

06-4399-1381

大阪

monitor 天王寺ミオ店

543-0055

大阪府大阪市天王寺区悲田院町10‐39 天王寺ミオ 5F

06-6770-1206

大阪

タイムステーションNEO イオンモール四条畷店

575-0001

大阪府四條畷市砂4-3-2 イオンモール四条畷2F

072-812-6878

大阪

なんばマルイ

542-0076

大阪市中央区難波3-8-9 7Ｆ フォードットウオッチ

06-6634-5701

大阪

TiCTACなんばパークス店

556-0011

大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 4F

06-6634-3260

大阪

TiCTACあべのハルカス店

545-8545

大阪府阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 7F

06-6629-2277

兵庫

西神そごう ウォッチディオミオ

650-0021

神戸市西区糀台5-9-4 西神そごう2F

078-990-5148

兵庫

オンタイム神戸ロフト店

651-0088

神戸市中央区小野柄通8-1-8 そごう神戸新館 神戸ロフト1Ｆ

078-272-6290

兵庫

ミヤコ三宮4号店

650-0021

神戸市中央区三宮町1-9-1-156

078-321-6550

兵庫

タイムステーションNEO イオンモール神戸北店

651-1515

神戸市北区上津台8-1-1 2Ｆ

078-983-3325

兵庫

TiCTAC三宮東急ハンズ店

650-0011

兵庫県神戸市中央区下山手通2-10-1 東急ハンズ B1C

078-332-3662

岡山

トミヤクロノファクトリー イオンモール岡山店

700-0907

岡山県岡山市北区下石井1-2-1 イオンモール岡山1階

岡山

TiCTAC岡山サンステーション店

700-0024

岡山県岡山市北区駅元町1-1-201 サンステーション岡山 2F

086-801-1038
086-212-0801

広島

時計サロン

733-8625

広島市西区井口明神1-16-1 天満屋広島アルパーク店時計サロン

082-501-1752

広島

タイムタイム LECT店

733-8509

広島市西区扇2-1-45 LECT2F

082-270-1552

徳島

そごう徳島店 時計サロン

770-8511

徳島県徳島市寺島本町西1-5 そごう徳島店 5階時計サロン

088-653-2111

愛媛

LUSSO 今治新都市

794-0068

愛媛県今治市にぎわい広場 1番地1 イオン今治新都市

0898-34-6120

福岡

平石時計店

810-0001

福岡市中央区天神1丁目4-2 エルガーラ1Ｆ

092-781-0888

福岡

オンタイム 天神店

810-0004

福岡県福岡市中央区渡辺通4-9-25 天神ロフト1F

092-724-7677

福岡

岩田時計店

810-0001

福岡市中央区天神1-11-11 天神コアB1

092-741-0045

福岡

小倉井筒屋

802-0007

福岡県北九州市小倉北区船場町1-1 小倉井筒屋新館5Fファッションウォッチコーナー

093-522-3111

長崎

岡本時計店

850-0853

長崎市浜町8-34

095-824-0292

沖縄

山城時計店 西原シティ店

903-0102

沖縄県中頭郡西原町字嘉手苅130 サンエー西原シティ 1F

098-882-9122

沖縄

山城時計店 具志川メインシティ店

904-2244

沖縄県うるま市字江洲450-1 具志川メインシティ 1F

098-974-8184

あべのａｎｄ 1F

