
上段：ＴＥＬ
下段：ＦＡＸ

03-3436-0011
03-3436-0012

03-5159-5620
03-5159-5619

03-5524-8975
03-5524-8973

03-5441-4512
03-5441-1710

06-6244-8801
06-6245-8118

03-3833-2451
03-3831-5537

06-6268-5154
06-6268-5030

03-5295-0411
03-5295-8130

03-4520-2366
03-3987-0555

03-5828-9080
03-5828-9060

03-6252-4180
03-6252-4192

03-3569-3300

03-5148-2170
03-5148-2175

03-6631-0096
03-6631-0097

03-3944-1333
03-3944-1383

03-3263-9420
03-3263-9428

03-3247-5585
03-3247-5792

052-262-6056
052-241-8152

シャネル 合同会社 104-0061 東京都中央区銀座3-5-3

ショパール ジャパン 株式会社 ※ 104-0061 東京都中央区銀座2-4-14 Chopard Bldg.

会 社 名 〒 住  所

ブライトリング･ジャパン 株式会社 ※ 105-0011 東京都港区芝公園2-2-22芝公園ビル 4F

DKSHマーケットエクスパンションサービス
ジャパン株式会社 ※

108-8360 東京都港区三田3-4-19
DKSH三田ビルディング

栄光ホールディングス  株式会社 ※

541-0059 大阪府大阪市中央区博労町3-3-1

110-0016 東京都台東区台東4-19-17

ユーロパッション 株式会社

542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-7-11心斎橋EPビル 5F

101-0042 東京都千代田区神田東松下町30番地
TKビル 4F

株式会社 フォッシル  ジャパン 170-6015 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 15階

株式会社 ジーエムインターナショナル 110-0008 東京都台東区池之端1-6-13境会館2階

ハリー･ウィンストン･ジャパン 株式会社 104-0061 東京都中央区銀座5-9-8クロス銀座ビル 3F

エルメスジャポン 株式会社 104-0061 東京都中央区銀座5-4-1

株式会社 ホッタ ※ 104-0045 東京都中央区築地 5-6-4
浜離宮三井ビルディング6階

一新時計 株式会社※ 160-6136 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー36階

共栄産業 株式会社 170-0002 東京都豊島区巣鴨1-11-1巣鴨ダイヤビル

LVMH ウォッチ･ジュエリー  ジャパン株式会社 ※ 102-0093 東京都千代田区平河町2-1-1

株式会社  ミスズ 167-0053 東京都杉並区西荻南2-17-8

瑞穂商事 株式会社 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-25-43

会員名簿
※=役員会社

2022年7月現在 会員数37社

03-3833-4211
03-3833-4215

モントレ ソルマーレ 株式会社 110-0005 東京都台東区上野5-15-17ソルマーレビル

042-466-1231
042-466-1280

シチズン時計　株式会社 188-8511 東京都西東京市田無町6-1-12

03-3524-1800
03-3524-1802

センチュリータイム ジェムズ ジャパン株式会社 104-0061 東京都中央区銀座5-12-13銀座伊藤ビル 7F

オーデマ ピゲ ジャパン　株式会社 03-6830-0000
03-3574-6344

104-0061 東京都中央区銀座6-5-13　CSSビルディングⅢ



上段：ＴＥＬ
下段：ＦＡＸ

03-3273-0321
03-3242-0202

03-3216-5671
03-3213-8328

03-3432-3911
03-3432-3912

03-6277-1604
03-6277-1689

03-3527-2681
03-5614-5051

03-3255-8109
03-3256-7558

03-5511-1555
03-5511-1556

03-4461-8000
03-4461-8001

03-3564-2111

03-6254-7200
03-6254-7123

03-6226-4650
03-6226-4651

03-3610-1153
03-3610-4399

06-6281-1113
06-6245-4018

03-3833-9606
03-3833-9609

03-3392-6111
03-3393-0284

03-3549-3011
03-3549-3012

03-3835-2411
03-3835-2419

0798-98-2677
0798-78-5003

会 社 名 〒 住  所

株式会社 ムラキ ※ 103-0027 東京都中央区日本橋3-9-10

日本ロレックス 株式会社 100-8345 東京都千代田区丸の内2-3-2郵船ビル

株式会社　日新時計ホールディングス ※ 105-0004 東京都港区新橋5-34-3　7F

株式会社 ノーブルスタイリング 153-8580 東京都目黒区三田1-4-1ウェスティンホテル東京 1F

株式会社  大沢商会  ※ 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町1-7スクエア日本橋 5階

PP Japan 株式会社 101-0047 東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル
19Ｆ

リシャールミルジャパン  株式会社 100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1
霞が関コモンゲート西32階

リシュモン ジャパン 株式会社 ※ 102-0083 東京都千代田区麹町1丁目4番地半蔵門ファーストビル

セイコーウオッチ 株式会社 104-8118 東京都中央区銀座1-26-1

スウォッチ グループ ジャパン 株式会社 ※ 104-8188 東京都中央区銀座7-9-18
ニコラス･G･ハイエック センター

東洋時計 株式会社 ※ 167-0051 東京都杉並区荻窪4-32-2

株式会社 東栄 131-0031 東京都墨田区墨田3-37-7

東邦時計ホールディングス 株式会社 ※ 

541-0059 大阪府大阪市中央区博労町2-6-7

110-0005 東京都台東区上野5-15-6　東邦ビル

ワールド通商 株式会社 104-0061 東京都中央区銀座5-11-14ポスコ東京ビル

ヨシディア 株式会社 110-8644 東京都台東区上野6-2-1

株式会社 ぜん 662-0075 兵庫県西宮市南越木岩町7-2

SWISS PRIME　BRANDS　株式会社 104-0045 東京都中央区築地2-15-19
ミレニアム築地ビル8F

会員名簿
※=役員会社

2022年7月現在 会員数37社

2018年7月現在 会員数41社



理事長

専務理事

副理事長 小 谷 進 栄光ホールディングス㈱ 代表取締役社長

佐川  良二 ㈱日新時計ホールディングス 常務取締役

黒坂  則昭 ㈱大沢商会 代表取締役社長

氏名 会社名 役職名

堀田  峰明 ㈱ホッタ 取締役社長

河合　利典 東邦時計ホールディングス㈱ 代表取締役社長

金 原 厚 ブライトリング・ジャパン㈱ 代表取締役

小竹  信哉 東洋時計㈱ 専務取締役

鈴木　真澄 LVMH ウォッチ・ジュエリー ジャパン㈱ 取締役

監事 城戸﨑　健 城戸﨑公認会計士事務所 公認会計士

松 本 薫 協会（常勤）

理事

2022年度役員名簿 

トーマス ドベリ ショパール ジャパン㈱ 代表取締役

中野 綾子 スイス時計協会FH 東京センター所長

守江 洋介 一新時計㈱ 執行役員

福興  一宇 DKSHマーケットエクスパンションサービス
ジャパン株式会社 

部長

羽柴　慶彦 リシュモン ジャパン㈱ ヴァイスプレジデント / リージョナルCFO

黒部　真嗣 スウォッチ グループ ジャパン㈱ CFO

山本　信司 ㈱　ムラキ 代表取締役社長
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