
SHOP LIST

直営店

TIMEX TOKYO（タイメックス・トーキョー）　　　　 東京都渋谷区神宮前6-9-13 03-6427-6551

関東

ビームス渋谷 東京都渋谷区神南1-15-1 1F・2F

ビームスウィメン渋谷 東京都渋谷区神南１丁目１４−７ 2F 03-3780-5501

オンタイム 渋谷ロフト店 東京都渋谷区宇田川町21－1  渋谷ロフト1Ｆ 03-5458-3076

ビームス　原宿 東京都渋谷区神宮前3-24-7 1F・2F

ビームスボーイ　原宿 東京都渋谷区神宮前3-24-5 1F

ビームスウィメン原宿 東京都渋谷区神宮前３丁目２５−１５ 03-5413-6415

ムラサキスポーツ 原宿明治通り店 東京都渋谷区神宮前3-22-9 03-3405-1251

ビームス恵比寿 東京都渋谷区恵比寿南１丁目５−５ アトレ恵比寿本館 4F 03-5447-7061

ウォッチポリティクス新宿ﾊﾝｽﾞ 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 03-3353-3838

ビームスジャパン 東京都新宿区新宿３丁目３２−６ 5F B1F 03-5368-7300

Complete Works Tokyo 新宿ルミネエスト店 東京都新宿区新宿3-38-1 03-5269-7287

move 新宿マルイアネックス店 東京都新宿区新宿3-1-26　 新宿マルイアネックス1F 03-3351-8031

ビームス 新宿 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿B2F

株式会社丸井 MEN新宿 東京都新宿区新宿5-16-4 03-3354-0101

move 新宿ﾍﾟﾍﾟ店 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1　 西武新宿ぺぺ3Ｆ 03-6380-3460

ビームス 新丸の内 東京都千代田区丸の内１丁目５−１ 新丸の内ビル ３Ｆ 03-5288-7670

チックタック秋葉原 東京都千代田区外神田1-17-6 03-5289-3829

マルイ 有楽町店 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町マルイ 03-3212-0101

トルク有楽町ﾙﾐﾈ 東京都千代田区有楽町2丁目5番1号 03-5222-1580

オンタイム　銀座ロフト店 東京都中央区銀座2丁目4番6号 銀座ベルビア館3階 03-3561-0723

ビームス 銀座 東京都中央区銀座4-4-1  八光ビル2F・3F

THE CLOCK HOUSE NewBasic 八重洲店 東京都中央区八重洲２－１ 八重洲地下街北1号 03-5203-0477        

ビームス六本木ヒルズ 東京都港区六本木６丁目１０−１ 六本木ヒルズ ウェストウォーク 2F・3F 03-5775-1620

Complete Works Tokyo 赤坂店 東京都港区赤坂5-3-1 03-5545-6433

オンタイム 池袋ロフト店 東京都豊島区南池袋1-28-1　西武百貨店池袋本店9Ｆ　池袋ロフト 03-3986-2414

COLLECTORS池袋 東京都豊島区南池袋1-28-2  03-5391-8373

チックタック池袋 東京都豊島区南池袋1-28-2 03-5391-8376

ムラサキスポーツ 池袋P´パルコ店 東京都豊島区南池袋1-50-35  池袋パルコ別館P´パルコ8F 03-5953-6062

ビームス 池袋 東京都豊島区西池袋1-11-1  ルミネ池袋1F

(株)ﾋﾟｰﾅｯﾂﾌｧｰﾑ TIME&TABLEルミネ池袋店 東京都豊島区西池袋1-11-1  ルミネ池袋7F 03-6912-7955

ムラサキスポーツ 上野本店 東京都台東区上野4-6-10 03-3831-1868

ビームス　東京スカイツリータウン 東京都墨田区押上１丁目１−２ 東京スカイツリータウン・ソラマチイーストヤード 2F 03-5819-4011

株式会社丸井 シティ上野 東京都台東区上野6-15-1 03-3833-0101

ｳｫｯﾁｴﾙﾄ1492　東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ・ｿﾗﾏﾁ店 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 03-3625-1492

チックタック東京ｿﾗﾏﾁ 東京都墨田区押上１-1-2 03-5610-3098

move 錦糸町店 東京都墨田区江東橋3-9-10 錦糸町丸井店 6F 03-3635-4013

NOVELLO錦糸町 東京都墨田区錦糸2-2-1 03-3622-2941

チックタック錦糸町ｱﾙｶｷｯﾄ 東京都墨田区錦糸二丁目2-1 03-5608-5263

株式会社丸井 北千住 東京都足立区千住3-92 03-5244-0101

ビームス 北千住 東京都足立区千住旭町42-2  ルミネ北千住店 3F

ビーミング ライフストア by ビームス　アーバンドック ららぽーと豊

洲店
東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲1F 03-3532-3100

チックタック豊洲 東京都江東区豊洲2-4-9 03-6910-1549

move 南砂町店 東京都江東区新砂3-4-31　 南砂町ショッピングセンターSUNAMO 2F 03-6458-7062

ｉ－ｃｌｏｃｋ 亀有アリオ店 東京都葛飾区亀有3丁目49番3号 ｱﾘｵ亀有 3F 03-5680-9698        

チックタック蒲田 東京都大田区蒲田5-13-1 03-5713-6400

move 二子玉川店 東京都世田谷区玉川2-23-1　 二子玉川ライズ ドックウッドプラザ2Ｆ 03-6432-7522



チックタック玉川 東京都世田谷区玉川3-17-1  玉川高島屋S・C南館5F 03-3709-1971

ビームス 二子玉川 東京都世田谷区玉川3-17-1  玉川高島屋S・C南館2F

オンタイム 吉祥寺ロフト店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1  吉祥寺ロフト1Ｆ 0422-23-2665

COLLECTORS吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 0422-22-2119

move 吉祥寺店 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

ビームス吉祥寺 東京都東京都武蔵野市吉祥寺南町2-1-25　キラリナ京王吉祥寺 3Ｆ

COLLECTORS調布 東京都調布市小島町1-38-1 042-489-5353

チックタック調布 東京都調布市小島町1-38-1 042-489-5154

move 調布店 東京都調布市布田4丁目4-22　 トリエ京王調布Ａ館３Ｆ A315　 042-444-5592

THE CLOCK HOUSE around セレオ国分寺店 東京都国分寺市南町3-20-3 ｾﾚｵ国分寺 2F 042-323-1711        

move 国分寺店 東京都国分寺市本町3-1-1　 ミーツ国分寺 2Ｆ 042-312-4070

COLLECTORS立川 東京都立川市曙町2-1-1 042-526-2680

トルク立川ﾙﾐﾈ 東京都立川市曙町2-1-1 042-526-1619

ビームス 立川 東京都立川市曙町2-1-1 ルミネ立川2F

TICTAC立川立飛 東京都立川市泉町935-1 ららぽーと立川立飛 2F 042-521-5404

ビーミング ライフストア by ビームス　ららぽーと立川立飛店 東京都立川市泉町935-1 ららぽーと立川立飛 2F 042-540-6050

COLLECTORS町田 東京都町田市原町田6-4-1 042-728-2230

ビームス 町田 東京都町田市原町田6-1-11  ルミネ町田2F

ムラサキスポーツ 京王聖蹟桜ヶ丘店 東京都多摩市関戸1-10-1 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター B館 5F 042-337-2460

MySelectPoint MSP昭島店 東京都昭島市田中町562-1  ﾓﾘﾀｳﾝ 2F 042-541-2211        

ＴＨＥ ＣＬＯＣＫ ＨＯＵＳＥ むさし村山店 東京都武蔵村山市榎1-1-3-3041  ｲｵﾝﾓｰﾙむさし村山　3F 042-562-8590        

move 八王子店 東京都八王子市旭町1-1 セレオ八王子 2F 042-686-3704

ｽﾐｽ 横浜店 神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜 5F 045-461-3503

プラザ　横浜ルミネ店 神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜店 B2F 045-453-3621

トルク横浜ﾙﾐﾈ 神奈川県横浜市西区高島2-16-1 045-451-6155

ビームス 横浜東口 神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜 B2F

ビーミング ライフストア by ビームス　横浜ポルタ店 神奈川県横浜市西区高島2-16-B1 横浜ポルタ 045-444-0760

オンタイム 横浜ロフト店 神奈川県横浜市西区高島2-18-1  そごう横浜店7Ｆ　横浜ロフト 045-461-4741       

株式会社丸井 シティ横浜 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 045-451-0101

move マルイシティ横浜店 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 マルイシティ横浜店 B2F 045-453-0877

ビームスストリート横浜 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1　ジョイナス2F

ムラサキスポーツ 横浜ビブレ店 神奈川県横浜市西区南幸2-15-13 横浜ビブレ 5F 045-412-3251

ムラサキスポーツ クイーンズスクエア横浜店 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-4 みなとみらい東急スクエア ④  3F 045-682-2840

ビームス みなとみらい 神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目５−１ MARK IS みなとみらい 1F 045-680-3300

ビーミング ライフストア by ビームス　MARK IS みなとみらい店 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1 MARK IS みなとみらい 2F 045-228-3020

move みなとみらい店 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1　 マークイズみなとみらい3Ｆ 045-319-6280

Forma日吉東急avenue店 神奈川県横浜市港北区日吉2-1-1 日吉東急avenue本館 2F 045-566-8801

ビーミング ライフストア by ビームス　たまプラーザ テラス店 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-1-2 たまプラーザ テラス 1F 045-905-3790

ｽﾐｽたまﾌﾟﾗｰｻﾞ店 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-1-2 たまプラーザテラス ゲートプラザⅡ 2F 045-905-0760

ｸﾛｯｶﾙ青葉台東急ｽｸｴｱ店 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-1-1 青葉台東急スクエア South-1 1F 045-985-8240

COLLECTORS青葉台 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-5-1 045-985-8221

COLLECTORS横浜 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 045-414-2412

チックタックららぽーと横浜 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 045-414-2756

ビーミング ライフストア by ビームス　ららぽーと横浜店 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜1F 045-930-3530

ムラサキスポーツ モザイクモール港北店 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1-3030 モザイクモール港北 3F 045-914-2839

ﾉｰﾃｨｱﾑ 西武ｵｰﾛﾗﾓｰﾙ東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区品濃町537-1 西武東戸塚店オーロラモール 5F 045-822-8653

ビームス川崎 神奈川県 川崎市 幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ 2F 044-520-1780

ビーミング ライフストア by ビームス　ラゾーナ川崎プラザ店 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ3F 044-540-3520

オンタイム 川崎ロフト店 神奈川県川崎市幸区堀川72-1  　 ラゾーナ川崎プラザ3Ｆ 　川崎ロフト 044-511-4121

COLLECTORS川崎 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 044-874-8356

チックタック川崎 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 044-874-8371

ｽﾐｽ川崎店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 川崎BE 4F 044-230-1234

move 溝口店 神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1 マルイファミリー溝口 7F 044-812-5155

COLLECTORS武蔵小杉 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1302 044-433-3400

チックタック武蔵小杉 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1302 044-433-5850

ｱﾝｼﾞｪ ﾎﾞﾝ･ﾙﾊﾟｽ ｸﾞﾗﾝﾂﾘｰ武蔵小杉店 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1135番 グランツリー武蔵小杉 3F 044-431-8000

ビームス 武蔵小杉 神奈川県川崎市中原区新丸子東３−１１３５−１ グランツリー武蔵小杉 1F 044-431-8400



チックタックららぽーと平塚 神奈川県平塚市天沼10-1 0463-21-7002

ムラサキスポーツ 相模大野ステーションスクエア店 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1 小田急相模大野ステーションスクエアA館6Ｆ 042-767-3420

ｉ－ｃｌｏｃｋ 橋本アリオ店 神奈川県相模原市緑区大山町1-22 ｱﾘｵ橋本 2F 042-771-2032        

ムラサキスポーツ イオンモール大和店 神奈川県大和市下鶴間1-2-1 イオンモール大和 3F 046-200-0325

ミリタリーショップ　FUJI 神奈川県横須賀市本町2-8 046-822-6421

act creators box 横須賀店 神奈川県横須賀市若松町2-30 モアーズ横須賀店7階 046-820-4571

TICTACららぽーと海老名 神奈川県海老名市扇町13-1 ららぽーと海老名 2F 046-233-1221

ムラサキスポーツ ビナウォーク海老名店 神奈川県海老名市中央1-4-1 ビナウォーク5番館　1階　B-106-A号 046-259-9601

株式会社丸井 ファミリー海老名 神奈川県海老名市中央1-6-1  5F時計売場 046-232-0101

MySelectPoint ラスカ茅ケ崎店 神奈川県茅ケ崎市元町1-1 茅ケ崎ﾗｽｶ 5F 0467-83-2555        

ビームス辻堂 神奈川県藤沢市辻堂神台１丁目３−１ テラスモール湘南2F 0466-38-6175

ムラサキスポーツ another style テラスモール湘南店 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南 4F 0466-38-3181

ｉ－ｃｌｏｃｋ 辻堂店 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南 4F 0466-38-1696        

ビーミング ライフストア by ビームス　テラスモール湘南店 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南 1F 0466-38-1361

ｸﾛﾉｽ ﾃﾗｽﾓｰﾙ湘南店 神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3番1号 テラスモール湘南 1F 0466-38-1821

ムラサキスポーツ ｻﾞ･ｻﾝｽﾞ湘南モールフィル店 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モールフィル2F 0466-41-9151

move 湘南店 神奈川県藤沢市南藤沢21-1 ODAKYU湘南GATE 5F 0466-25-2688

ビームス千葉 千葉県千葉市中央区新千葉１丁目１−１ ペリエ千葉3F

オンタイム 千葉ロフト店 千葉県千葉市中央区新町1000番地  そごう千葉店8Ｆ　千葉ロフト 043-245-8152

ムラサキスポーツ そごう千葉ジュンヌ店 千葉県千葉市中央区新町1001 そごう千葉オーロラモールジュンヌ館B1F 043-445-8521

ﾆｭｰｽﾀｲﾙ千葉ﾊﾟﾙｺ店 千葉県千葉市中央区中央2-2-2 千葉パルコ4F 043-224-0277

ﾉｰﾃｨｱﾑ 幕張新都心店 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張新都心 グランドモール1F 043-296-2511

ムラサキスポーツ RFイオンモール幕張新都心店 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張新都心 グランドモール 3F 043-306-7081

COLLECTORS船橋 千葉県船橋市浜町2-1-1 047-421-7272

ムラサキスポーツ ららぽーと東京ベイ船橋店 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 南館 3F 047-495-1595

ＴＨＥ ＣＬＯＣＫ ＨＯＵＳＥ ららぽーと店 千葉県船橋市浜町 2-1-1 東京ﾍﾞｲららぽーと 北館2F 047-437-2762        

ビーミング ライフストア by ビームス　ららぽーとTOKYO-BAY店 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 南館2F 047-436-6500

COLLECTORS津田沼 千葉県船橋市前原西2-18-1 047-472-3408

チックタック津田沼 千葉県船橋市前原西2-18-1 047-479-2579

ビーミング ライフストア by ビームス　イクスピアリ店 千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ2F 047-390-7037

（株）ｲｸｽﾋﾟｱﾘ直営事業部 Natural Anthem 千葉県浦安市舞浜1-4 047-305-5673

move 柏の葉店 千葉県柏市若柴175　 ららぽーと柏の葉店2F 04-7197-7420

ビーミング ライフストア by ビームス　ららぽーと柏の葉店 千葉県柏市若柴175 ららぽーと 柏の葉2F 04-7137-6750

ビームス 柏 千葉県柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモール  S館専門店街 4F

チックタック柏 千葉県柏市末広町1-1 04-7148-2133

move 柏店 千葉県柏市柏1-2-26　 柏モディ3Ｆ 04-7166-3266

ｸﾛｯｶﾙﾓﾗｰｼﾞｭ柏店 千葉県柏市大山台2丁目3番地 モラージュ柏 1F 04-7137-6670

ムラサキスポーツ another style セブンパークアリオ柏店 千葉県柏市大島田950-1　セブンパークアリオ柏1F 04-7157-0091

ＴＨＥ ＣＬＯＣＫ ＨＯＵＳＥ 流山おおたかの森店 千葉県流山市西初石6-185-2 流山おおたかの森S･C 2F 04-7153-9698        

act creators box 松戸店 千葉県松戸市松戸1181 アトレ松戸 5F 047-368-5379

ﾀｲﾑﾀｲﾑﾕﾆﾓちはら台店 千葉県市原市ちはら台3-4 ユミモちはら台 1F 0436-75-5123

ＴＨＥ ＣＬＯＣＫ ＨＯＵＳＥ 八千代ユアエルム店 千葉県八千代市八千代台東1-1-10 ﾕｱｴﾙﾑ八千代台 3F 047-482-0021        

チックタック成田空港 千葉県成田市成田国際空港 0476-32-7145

ＴＨＥ ＣＬＯＣＫ ＨＯＵＳＥ イオン成田店 千葉県成田市ウイング土屋24 ｲｵﾝﾓｰﾙ成田 1F 0476-23-2661        

ｽﾐｽ成田店 千葉県成田市成田国際空港内 第一旅客ターミナル 中央ビル本館 4F 0476-32-8586

ｽﾐｽ 大宮店 埼玉県さいたま市大宮区錦町630 エキュート大宮 048-648-8655

プラザ　ルミネ大宮店 埼玉県さいたま市大宮区錦町630 ルミネ大宮 ルミネ2 1階 048-645-6033

ビームス ボーイ 大宮 埼玉県さいたま市大宮区錦町630 ルミネ大宮2 2F

チックタックさいたまｺｸｰﾝ 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-1 048-643-5504

ビーミング ライフストア by ビームス　コクーンシティ店 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-1 コクーンシティ コクーン2 2F 048-788-1130

オンタイム 大宮ロフト店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2  そごう大宮店８階 048-648-6788

COLLECTORS浦和 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 048-611-8162

チックタック浦和 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 048-611-8160

ｽﾐｽ 浦和店 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11番1号 浦和パルコ 1F 048-611-8167

ムラサキスポーツ 越谷イオンレイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウン kaze 3F 048-990-1351

チックタックﾚｲｸﾀｳﾝ 埼玉県越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ4丁目2-2 048-988-8639

ﾉｰﾃｨｱﾑ 越谷ﾚｲｸ店 埼玉県越谷市東町4-21-1 イオンレイクタウンKaze 3F 048-988-7458



チックタック新三郷 埼玉県三郷市新三郷ららｼﾃｨ3-1-1 048-959-7481

オンタイム 新三郷ロフト店 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1   ららぽーと新三郷１階 新三郷ロフト 048-958-8143

ビーミング ライフストア by ビームス　ららぽーと新三郷店 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1 ららぽーと新三郷2F 048-950-2821

ＴＨＥ ＣＬＯＣＫ ＨＯＵＳＥ 川口前川店 埼玉県川口市前川1-1-11 ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川 3F 048-269-0683        

ｉ－ｃｌｏｃｋ 川口アリオ店 埼玉県川口市並木元町1番79号 ｱﾘｵ川口 1F 048-257-2209        

ｉ－ｃｌｏｃｋ イオンモール春日部店 埼玉県春日部市下栁420-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ春日部 3F 048-718-3033        

ﾆｭｰｽﾀｲﾙﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲店 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005番地-1 モラージュ菖蒲 3F 0480-87-1235

ムラサキスポーツ ららぽーと富士見店 埼玉県富士見市山室1-1313 ららぽーと富士見　２Ｆ 049-293-9521

チックタック富士見 埼玉県富士見市山室1-1313 049-255-5210

ＭＵＳＥＵＭ ２４ 深谷店 埼玉県深谷市上柴町西4-2-14 ｱﾘｵ深谷 2F 048-575-1577        

ムラサキスポーツ イオンモール羽生店 埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオンモール羽生 3F 048-560-1091

ﾉｰﾃｨｱﾑ ｲｵﾝﾓｰﾙ羽生店 埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオンモール羽生 2F 048-560-0392

ＴＨＥ ＣＬＯＣＫ ＨＯＵＳＥ 羽生店 埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオンモール羽生 3F 048-561-9691        

ビーミング ライフストア by ビームス　グランエミオ所沢店 埼玉県所沢市くすのき台1-14-5 グランエミオ所沢 2F 042-968-6918

move 新所沢店 埼玉県所沢市緑町1-2-1　 新所沢パルコ 1Ｆ 04-2998-8027

ﾆｭｰｽﾀｲﾙｲｵﾝﾀｳﾝ上里店 埼玉県児玉郡上里町大字金久保字蓮山359-1 イオンタウン上里2F 0495-35-0548

TICTAC高崎 群馬県高崎市八島町222 高崎ﾓﾝﾄﾚｰ　ｺﾝｺｰｽ階 027-323-1213

ﾉｰﾃｨｱﾑ ｲｵﾝﾓｰﾙ高崎店 群馬県高崎市棟高町1400 イオンモール高崎 2F 027-310-9334

ＴＨＥ ＣＬＯＣＫ ＨＯＵＳＥ 高崎店 群馬県高崎市棟高町1400 イオンモール高崎 3F 027-310-9137        

ＴＨＥ ＣＬＯＣＫ ＨＯＵＳＥ 太田店 群馬県太田市石原町81番地 イオンモール太田 2F 0276-49-0390        

ＭＵＳＥＵＭ ２４ スマーク伊勢崎店 群馬県伊勢崎市西小保方町368　ｽﾏｰｸ 3F 0270-40-0082        

ﾉｰﾃｨｱﾑ 宇都宮ｲﾝﾀﾊﾟｰｸ店 栃木県宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ4-1-3 インターパークショッピングビレッジ 028-657-5080

オンタイム つくばロフト店 茨城県つくば市吾妻1-6-1  Q't 3Ｆ　つくばロフト 029-855-6053

ＴＨＥ ＣＬＯＣＫ ＨＯＵＳＥ イオンモールつくば店 茨城県つくば市稲岡66-1 ｲｵﾝﾓｰﾙつくば 3F 029-836-0963        

チックタックつくば 茨城県つくば市研究学園C50街区１ 029-855-5781

ムラサキスポーツ イオンモール水戸内原店 茨城県水戸市内原2-1 イオンモール水戸内原 3F 029-259-1521

ＴＨＥ ＣＬＯＣＫ ＨＯＵＳＥ 水戸内原店 茨城県水戸市内原2-1 イオンモール水戸内原 2F 029-259-1224        

引田時計店 茨城県水戸市見川町2563-644 029-243-4333

ﾆｭｰｽﾀｲﾙｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原店 茨城県水戸市中原町字西135 イオンモール水戸内原 1F 029-257-5411

株式会社ギャラリーエクセレント 茨城県古河市本町2-5-7 0280-32-4661

ＭＵＳＥＵＭ ２４ イオンモール土浦店 茨城県土浦市上高津367 イオンモール土浦3F 029-826-8746        

ﾆｭｰｽﾀｲﾙｲｵﾝﾓｰﾙ土浦店 茨城県土浦市上高津367 イオンモール土浦SC1F 029-835-8690


