
日本ジュエリー協会　会員一覧 2022年12月現在（正会員50音順＋賛助会員）

会員種別 会員No. 会員名 都道府県 市区町村 URL TEL FAX
正会員 12030 アーツアンドクラフツ㈱ 東京都 武蔵野市 https://www.arts-crafts.co.jp/ 03-6447-1470 03-6447-1471 その他

正会員 11604 ㈱アート宝飾 神奈川県 横浜市 045-662-3111 045-681-6363 製造 卸 小売 輸出 輸入

正会員 12239 ㈱Ｒｓ－ＪＡＰＡＮ 神奈川県 横浜市中区 www.e-rakuichi.jp 045-228-6321 045-228-6322 卸 小売 輸出

正会員 12013 アールエムシージェムズジャパン㈱ 東京都 台東区  03-5816-2777 03-5816-2779 卸 輸入

正会員 12146 ㈱ＲＬ貿易 山梨県 甲府市 055-221-8312 055-221-8313 卸

正会員 12044 ㈱アールケイエンタープライズ 神奈川県 横浜市 www.rk-enterprise.jp 045-900-2777 045-242-3251 卸 小売 輸出 輸入

正会員 12031 ㈱アイ　エヌ　エー 東京都 台東区 03-3831-9291 03-3831-9298 卸

正会員 11701 ㈱アイ・エム 東京都 葛飾区 03-3627-0311 03-3627-0313 製造 卸 輸入

正会員 10003 ㈱アイ・ケイ 東京都 中央区 http://www.aikei.com/ 03-5565-3001 03-5565-3025 卸 輸入

正会員 10990 ㈱アイケイディ 徳島県 徳島市 0886-22-8410 0886-23-4194 卸

正会員 12045 ㈲アイコーポレーション 大阪府 大阪市中央区 06-4708-7161 06-4708-7162 卸

正会員 11939 ㈱アイダ朝香真珠 東京都 中央区 03-5547-3108 03-5547-3106 卸 小売

正会員 11887 ㈱アイ・ディー・ディ・ジャパン 東京都 台東区 03-3831-9291 03-3831-9298 卸 輸出 輸入

正会員 12147 ㈱ＡＩＲＩＳＴＯ 千葉県 千葉市中央区 http://www.takakukaimasu.com/ 043-241-0888 043-241-0888 その他

正会員 11840 ㈱葵宝石 東京都 港区 https://aoi-jewellers.com/ 03-3506-0911 03-3506-0913 小売 輸入

正会員 12237 ㈱あおき 富山県 富山市 http://www.aoki-kimono.jp/ 076-429-5588 076-429-3136 小売

正会員 12011 ㈱青沼貴金属店 群馬県 渋川市 http://www.aonuma.jp 0279-22-0520 0279-22-0564 小売

正会員 10008 ㈱赤坂ユニベイス 東京都 台東区 http://akasaka-unibase.jp/ 03-3836-3921 03-3836-3478 製造 卸 小売

正会員 10010 ㈱秋山製作所 山梨県 甲府市 http://www.akiyama-pearl.co.jp/ 0552-33-3101 0552-33-2062 製造 輸入

正会員 12046 ㈱アクシアクリエーション 広島県 広島市東区 082-236-9521 050-3737-5498 卸

正会員 10989 ㈱浅井商店 愛知県 名古屋市 http://www.jewelry-asai.co.jp/ 052-851-6386 052-851-6363 卸 小売

正会員 10012 ㈱アサオ工芸 東京都 文京区 http://www.asaokougei.co.jp/ 03-3812-7338 03-3818-6106 製造 卸 小売 輸入

正会員 10014 ㈱浅野商店 大阪府 大阪市 http://www.asano-g-p.co.jp/ 06-6241-1697 06-6241-1980 卸

正会員 12042 ㈱アサヒジュエリー 山梨県 甲府市 055-235-8884 055-222-5345 卸 小売 輸出 輸入

正会員 12304 ㈱旭商店 東京都 千代田区 www.asahijewelry.com 03-3503-2528 03-3591-2814 小売 輸出 輸入

正会員 10966 旭ダイヤモンド工業㈱ 東京都 千代田区 http://www.asahidia.co.jp/ 03-3222-9290 03-3222-6305 製造 卸

正会員 11953 アサヒプリテック㈱ 東京都 千代田区 http://www.asahipretec.com 03-6270-1831 03-6270-1825 製造 その他

正会員 12186 ㈱アジアマテリアルテクノロジー 東京都 大田区 http://www.amt.vc 03-6404-8414 03-6404-8416 小売 輸出

正会員 12004 ㈱アステ 愛知県 名古屋市中区 052-204-0501 052-204-0502 小売

正会員 12139 ㈲アスト・トレーディング 山梨県 甲府市 055-236-5832 055-236-5833 卸

正会員 10022 ㈱足達商会 山梨県 甲府市 0552-33-1334 0552-33-5321 製造 卸 小売 輸入

正会員 12312 ㈱ＡＰＰＬＥ　ＧＲＥＥＮ　ＤＩＡＭＯＮＤ 大阪府 大阪市中央区 www.applegreendiamond.com 06-6261-1540 06-6261-1539 卸 輸出 輸入

正会員 11048 ㈲アトリエ・アル 大阪府 大阪市 http://www.at-ar.com/ 06-6252-5740 06-6252-5745 製造 卸

正会員 11634 ㈱アトリエ・エヌ 埼玉県 さいたま市 atelier-n.co.jp 048-712-2585 048-875-9113 製造

正会員 11135 ㈱アトリエ・オドー 東京都 千代田区 http://a-odo.co.jp/ 03-5259-8741 03-5259-3554 卸

正会員 11668 ㈲アトリエクリヤマ 愛知県 名古屋市 www.a-kuriyama.co.jp 052-853-0725 052-853-3990 製造 小売

正会員 11669 ㈲アトリエジーエスピー 東京都 台東区 03-3837-4855 03-3837-4855 製造

正会員 12293 アトリエ　ド・オール 埼玉県 川口市 www.atelierdor.jp 048-267-7911 048-267-7911 製造 卸 小売

正会員 12109 ㈲アトリエマイエドール 東京都 千代田区 www.mailletdor.co.jp 03-3526-8801 03-3526-8804 製造 卸

正会員 12050 ㈱アプローズ 大阪府 大阪市中央区 06-6244-5599 06-6244-5559 卸

正会員 10030 ㈱アベジュエリー 東京都 中央区 http://www.abe-j.co.jp/ 03-6255-2001 03-6255-2006 製造 卸 小売

正会員 12294 ㈱ＡｂＨｅｒｉ 東京都 千代田区 https://www.abheri.com 03-5823-5101 03-5823-5104 卸 小売

正会員 11709 ㈱アペル 奈良県 桜井市 0744-42-2594 0744-42-2550 小売

正会員 11635 ㈲天野製作所 山梨県 甲府市 055-237-8833 055-237-8834 製造 卸 輸入

正会員 11717 ㈲網倉天然石 山梨県 甲府市 055-237-4166 055-237-4169 製造

正会員 10035 ㈱雨宮 山梨県 甲斐市 055-277-7570 055-277-7571 製造 卸

正会員 11859 ㈱雨宮金属 山梨県 笛吹市 055-262-3218 055-262-3216 製造 卸

正会員 11371 アルカワールド 広島県 福山市 www.kansaihoshoku.co.jp 0849-24-1460 0849-31-4876 製造 卸 小売 輸入

正会員 11743 ㈱アルファタジマ 三重県 伊勢市 http://alphatajima.com/ 0596-27-1611 0596-27-1613 卸

おもな業態
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正会員 12128 ㈱アルファテック 東京都 台東区 http://www.alpha-t.co.jp 03-3833-3135 03-3833-3837
正会員 12008 ㈲アレクス 神奈川県 横浜市磯子区 http://emera-yokohama.jp 045-681-0603 045-755-0703 製造 卸 小売

正会員 12263 アンクレア・ジャパン㈱ 東京都 墨田区 https:ancrea.com 03-5835-2282 03-6303-3839 卸 小売

正会員 10041 ㈱安心堂 静岡県 静岡市 https://www.anshindo-grp.co.jp/ 054-245-1151 054-247-6651 小売

正会員 12060 ㈱アンズ・コーポレーション 兵庫県 神戸市中央区 http://www.haretara117.jp 078-327-6110 078-327-6141 卸 小売

正会員 10042 ㈱安藤製作所 東京都 北区 http://andoh-factory.co.jp/ 03-3902-5009 03-3902-5079 製造 卸

正会員 11973 アンブローズアンドカンパニー㈱ 山梨県 甲府市 www.ambrose.co.jp 055-220-1612 055-220-1616 小売

正会員 12032 イーエムコーポレーション㈱ 山梨県 甲府市 055-227-8881 055-235-7225 卸 輸出 輸入

正会員 12197 ㈱イースト 東京都 台東区 03-3834-3710 卸

正会員 10058 ㈱池田商店 愛知県 名古屋市 https://www.ikeda-shouten.co.jp/ 052-221-7411 052-201-6900 製造 卸 小売 輸入

正会員 12089 ㈱石岡時計店 北海道 帯広市 bridalring-obihiro.com 0155-23-2237 0155-22-1244 小売

正会員 10776 ㈱イシガミ 兵庫県 尼崎市 http://www.ishigami-inc.co.jp 06-6415-6270 06-6415-6282 卸 小売

正会員 11278 ㈱イシガミ 東京都 台東区 ishigami-inc.co.jp 03-5818-4701 03-5818-4704 卸

正会員 11762 ㈲石川貴金属 東京都 葛飾区 03-3609-8070 03-3609-8310 製造 卸 小売

正会員 10062 ㈱石川貴金属創芸 東京都 江東区 03-3631-2131 03-3631-2185 製造 卸 輸出

正会員 10069 ㈱石友 山梨県 甲府市 https://www.ishitomo.co.jp/ 0552-20-1711 0552-20-1777 製造 卸

正会員 10071 ㈱石原商会 愛知県 名古屋市 052-762-6355 052-751-6572 製造 卸 小売

正会員 10075 石福金属興業㈱　地金営業部　地金販売グループ 東京都 千代田区 https://www.ishifuku.co.jp/ 03-3252-3143 03-3252-8475 製造 卸

正会員 10074 石福ジュエリーパーツ㈱ 東京都 台東区 www.ishifukujp.co.jp 03-3832-5241 03-3836-2063 製造 卸 輸入

正会員 10046 井島貴金属精錬㈱ 東京都 荒川区 www.ijimakk.com 03-3803-1705 03-3803-2492 卸 小売

正会員 11261 井嶋金銀工業㈱ 東京都 荒川区 03-3803-4341 03-3802-4775 製造 卸

正会員 12164 ㈲イソワ　インターナショナル 兵庫県 神戸市中央区 078-242-8200 078-242-8200 製造 卸 輸出 輸入

正会員 11613 ㈱市田時計店 大阪府 大阪市 https://www.jewelryichida.co.jp/ 06-6252-7730 06-6252-7731 卸 小売

正会員 10077 ㈱一丸ジューリー 東京都 文京区 www.ichimaru-jewelry.jp 03-3813-6821 03-3811-0321 製造 卸 輸入

正会員 12234 ㈱一慶堂 東京都 台東区 99-9999-9999 99-9999-9999 卸 輸出

正会員 11190 ㈱一誠堂 東京都 目黒区 www.isseido.co.jp 03-3718-3153 03-3718-8765 小売

正会員 12123 ㈱一宝 北海道 札幌市中央区 https://ippoo-japan.com/ 011-788-2428 011-596-6969 製造 小売

正会員 10052 ㈱伊東商店 愛知県 名古屋市熱田区 052-211-9710 052-211-9713 製造 卸

正会員 10056 ㈱伊東宝飾 埼玉県 川口市 0482-66-1801 0482-69-6410 卸 輸入

正会員 11117 ㈱イノウエ 山梨県 甲府市 http://www.j-inoue.co.jp/ 0552-41-8111 0552-41-8817 製造 卸

正会員 12325 ㈱いのうえ 福岡県 福岡市博多区 https://www.inoue1828.com 092-283-1133 092-283-1131 小売

正会員 11948 井上洋装店 新潟県 新潟市 025-286-1817 025-286-1817 小売

正会員 12066 ㈱イピア 山梨県 甲府市 055-233-0789 055-237-3842 製造 卸

正会員 12324 ㈲今泉貴金属 栃木県 宇都宮市 www.imaizumi-j.com 028-622-3573 028-624-5010 製造 小売

正会員 10086 ㈱今岡時計店 大阪府 大阪市 https://imaoka8.wixsite.com/imaokatokei 06-6251-8509 06-6251-8513 卸

正会員 10088 ㈱今与 京都府 京都市 https://imayo.jp/ 075-211-5141 075-211-1166 製造 卸 小売 輸入

正会員 11879 ㈱入倉貴金属 東京都 板橋区 http://irikura.co.jp/ 03-3972-2020 03-3972-2021 製造

正会員 11125 ㈱岩田時計舗 岐阜県 岐阜市 www.iwatatokeiho.co.jp 058-265-7717 058-266-0160 小売 輸入

正会員 11875 ㈱岩田時計舗 愛知県 名古屋市北区 https://is-stone.com/ 052-915-8181 052-915-0316 小売

正会員 11423 岩電産業㈱ 愛知県 名古屋市 http://www.sella-jewelry.com/ 052-262-0007 052-261-6317 卸 輸入

正会員 10093 ㈱岩広貿易 東京都 台東区 www.iwahiro.co.jp 03-3836-1816 03-3836-1830 製造 卸 輸出 輸入

正会員 12199 ㈱インド貴石 山梨県 甲府市 055-236-3016 055-237-3017 卸 輸出 輸入

正会員 12286 ㈱インフィニティダイヤモンズ 東京都 台東区 www.alokrakyan.com 03-5807-5803 03-5807-5823 卸 輸出 輸入

正会員 12246 ㈱ＩＭＰＥＲＩＡＬ　ＪＥＷＥＬＳ 東京都 台東区 03-5826-4523 03-5826-4524 卸

正会員 11788 ㈲ヴァージュインターナショナル 長崎県 長崎市 095-855-8148 095-855-8115 卸 小売

正会員 12198 ㈱ヴァンクールマキ 北海道 札幌市中央区 http://www.vmaki.net 011-241-3711 011-232-1568 小売

正会員 10096 ㈱ヴァンドームヤマダ 東京都 港区 https://vendome.jp/ 03-3470-0384 03-3475-1055 卸 小売

正会員 11705 ヴィー・エヌ・トレーディング㈲ 山梨県 甲府市 055-223-0558 055-223-0559 卸 輸入

正会員 12257 ヴィサージュジャパン㈱ 京都府 京都市北区 www.visage-jp.com 075-366-6578 075-366-6587 卸 小売
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正会員 12299 ㈱ウィズベスト 東京都 世田谷区 with-best.com 03-6323-1917 小売

正会員 11990 ㈱ウィッシュ 山梨県 甲府市 055-287-6420 055-287-6421 卸

正会員 11853 ㈱ウイロー 東京都 中央区 https://www.purestone.com/ 03-5148-2381 03-5148-2380 卸 輸入

正会員 11174 ㈱植田商店 東京都 千代田区 http://www.uyedajeweller.com 03-3503-2587 03-3503-2374 小売

正会員 12285 ㈱ウェディングベル 大阪府 大阪市北区 06-6459-5550 06-6459-5551 卸 小売

正会員 11571 ㈱ウスクラ 東京都 江東区 03-3681-6620 03-3682-2989 卸

正会員 10102 ㈱内原 東京都 港区 https://www.uchihara.com/ 03-3478-8808 03-3478-6990 卸 小売 輸入

正会員 11460 ㈱内山 静岡県 清水市 http://www.uchiyama-gg.co.jp/ 054-366-5801 054-366-5829 小売

正会員 12165 ㈱宇土真珠 東京都 千代田区 https://www.uto-shinju.com/ 03-3835-3590 03-3835-4324 製造 卸

正会員 11250 ㈱ウノアエレ　ジャパン 東京都 渋谷区 https://unoaerre.jp/ 03-5467-1140 03-5467-1133 卸 輸入

正会員 12152 ウライ㈱ 京都府 京都市下京区 https://www.urai.co.jp/ 075-361-0332 075-371-9172 卸

正会員 11659 ㈲ウラケイパール 三重県 伊勢市 0596-25-5500 0596-25-5580 製造 卸

正会員 12169 宇和海真珠㈱ 愛媛県 宇和島市 0895-25-7399 0895-24-2910 卸

正会員 11711 栄光真珠㈱ 三重県 津市 http://www.eikopearl.com/ 059-227-5913 059-229-7650 製造 卸

正会員 10112 栄光時計㈱ 大阪府 大阪市 06-6244-8805 06-6244-8808 卸 輸入

正会員 12006 ㈱エイコー堂 岡山県 倉敷市 http://www.eikodo.co.jp 086-472-5950 086-472-5943 小売

正会員 12017 ㈱サザビーリーグ　エーアンドエスカンパニー 東京都 渋谷区 https://www.aands-company.jp/ 03-5412-1890 小売

正会員 10388 ㈱ＡＭＳ 愛知県 名古屋市 http://j-ams.com/ 052-782-7766 052-782-7533 製造 卸 小売 輸入

正会員 10107 ㈱エージーポイント 東京都 足立区 http://ag-point.jp/ 03-3848-2201 03-3840-2186 製造 卸

正会員 12025 エースマーク㈱ 東京都 台東区 ace-mark.com 03-5818-7757 03-5818-7758 卸 小売

正会員 11065 ㈱ＡＰ 東京都 台東区 03-5818-0361 03-5818-0369 輸入

正会員 11165 ㈱エカテリーナ 東京都 渋谷区 03-5304-1134 03-5304-1187 製造 卸 小売 輸入

正会員 12189 ㈱ＸＩＶ 東京都 台東区 03-5817-4575 03-5817-4576 卸 小売 輸出

正会員 12029 ㈱エクセレントジェム 東京都 台東区 03-3839-5659 03-3839-5998 卸

正会員 11193 ㈱エクミス 東京都 台東区 http://www.ecmis.jp 03-5688-6081 03-5688-6080 製造 卸

正会員 12183 ㈱エコリング 兵庫県 姫路市 http://www.eco-ring.com 079-243-1777 079-243-2850 卸 小売

正会員 11465 エスジェイ　ジュエリー㈱ 東京都 台東区 http://www.sjj.co.jp 03-3847-9904 03-3847-0716 卸

正会員 11922 ㈱エステート 東京都 台東区 03-3831-2530 03-3832-3354 製造 卸 輸入

正会員 10519 エステールホールディングス㈱ 東京都 港区 http://www.as-estelle.co.jp/index.html 03-5777-5120 03-5777-5122 小売

正会員 11882 ㈱ＥＳＴ 東京都 千代田区 03-6380-8229 03-3556-6401 製造

正会員 10116 ㈱エヌ・アラウディーン 東京都 台東区 http://www.binowa.jp/ 03-3834-4545 03-3834-4635 卸 小売 輸入

正会員 11992 ㈱エヌコーポレーション 東京都 台東区 http://www.liege.co.jp 03-3837-0190 03-3837-0191 小売

正会員 10572 ㈱エヌジェー 東京都 台東区 http://www.nj-co.com/ 03-5817-7511 03-5817-7500 製造 卸 輸入

正会員 11637 ㈱エノモト 福岡県 行橋市 https://www.e-jow.com/ 0930-22-0739 0930-25-2437 小売

正会員 10109 エバー産業㈱ 東京都 台東区 03-3832-0241 03-3834-3669 卸

正会員 11576 エフ・ディ・シィ　プロダクツ 東京都 品川区 https://yondoshi.co.jp/ 03-5719-3278 03-5719-3279 小売

正会員 11994 ㈱ＦＤＪ 大阪府 大阪市中央区 06-4963-2431 06-4963-2432 卸

正会員 10121 ㈱エム・ケイ　ゴールド 宮城県 遠田郡 www.xpress.ne.jp/^mkgold 0229-34-3181 0229-34-1081 製造 輸出

正会員 12332 ㈱エムジェイ 山梨県 甲斐市 http://mjcreators.com 055-279-7540 050-3737-9168 製造 卸

正会員 12107 ＥＭＥＲＥ㈱ 東京都 中央区 http://gemdiamond-intl.com 03-4360-8697 卸 その他

正会員 12110 ㈱エルディインターナショナル 山梨県 甲府市 www.ldnet.jp 055-243-0045 055-243-0065 卸

正会員 11908 ㈱エレガンス時正堂 静岡県 袋井市 https://www.jiseido.net/ 0538-42-2341 0538-43-0190 小売

正会員 11226 ㈱エンジェリーいのこ 愛知県 一宮市 www.a-inoko.co.jp 0586-71-7474 0586-71-7477 小売

正会員 11804 エンポリアム 山梨県 甲府市 055-226-4035 055-226-4035 製造 卸 輸入

正会員 12114 ㈱扇美工芸い 大阪府 大阪市中央区 06-4963-3733 06-4963-3735 製造 卸 小売

正会員 11131 ㈱大石商店 東京都 台東区 03-3831-9321 03-3833-1026 卸 小売

正会員 12148 ㈱オークトレーディング 東京都 台東区 03-3831-1057 03-5688-3054 製造 卸 小売

正会員 11043 ㈱大久保商会 東京都 豊島区 03-3985-5546 03-3590-5606 製造 卸

正会員 10140 ㈱大倉珊瑚店 東京都 港区 http://okuracoral.com/ 03-5413-4135 03-5413-6035 製造 卸 小売 輸入
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正会員 12219 大阪屋百貨㈱ 大阪府 大阪市西成区 www.tokioka.co.jp 06-6647-1314 06-6647-1318 卸 小売 輸出 輸入

正会員 11537 ㈱大沢商会 東京都 中央区 03-3527-2683 03-5614-5053 製造 卸 小売 輸入

正会員 12188 ㈱オオタ企画 山梨県 甲府市 055-269-7610 055-269-7690 製造 卸

正会員 11997 ㈲大田黒時計店 福岡県 大牟田市 0944-52-3745 0944-52-3761 小売

正会員 11737 ㈲太田貿易 山梨県 甲府市 055-233-3484 055-231-2157 製造

正会員 12171 ㈱大坪 富山県 高岡市 http://www.sophy-ohtsubo.co.jp 0766-26-4300 0766-26-6165 小売

正会員 11475 ㈱オームラジュエリー 大阪府 大阪市北区 www.ojplus.jp 06-6372-0061 06-6372-0061 小売 輸入

正会員 12282 ㈲オオモリ 山梨県 甲府市 055-222-5561 055-232-8836 卸 輸出 輸入

正会員 10160 ㈱オーロラ 東京都 台東区 http://www.aurora.co.jp/ 03-3836-5678 03-3836-5680 製造 卸

正会員 10133 ㈱小笠原商会 山梨県 甲府市 0552-52-5225 0552-52-5220 製造 卸

正会員 11262 ㈱オクノ宝石 大阪府 大阪市 http://www.okunohouseki.com/ 06-6241-1601 06-6241-1566 製造 卸 輸入

正会員 10167 ㈱奥村商店 東京都 台東区 03-3831-1560 03-3831-2913 製造 卸

正会員 11826 ㈲奥元宝飾 広島県 広島市 082-248-6600 082-240-1656 卸 小売

正会員 12180 ㈱おさむら 岐阜県 美濃市 www.osamuragroup.com 0575-33-0456 0575-35-2339 小売 その他

正会員 11766 ㈱小田急百貨店 東京都 新宿区 https://www.odakyu-dept.co.jp/ 03-5325-2500 03-5325-0229 小売

正会員 11205 ㈱おたぎり 山梨県 甲府市 0552-43-8700 0552-43-8702 製造 卸 輸入

正会員 12144 ＯＫＫＯ真珠㈱ 三重県 伊勢市 http://www.okko.co.jp/ 0596-27-5998 0596-23-7307 製造 卸

正会員 12322 ㈱オバラ 北海道 千歳市 http://www.chitose-obara.com 0123-23-1177 0123-22-1361 小売

正会員 12326 ㈱オハラパール 東京都 中央区 https://ohara-pearl.jp 03-6222-9982 小売

正会員 10157 ㈱オリエンタルダイヤモンド 東京都 千代田区 https://www.orientaldiamond.jp 03-3527-3646 03-3527-3649 製造 卸 小売 輸入

正会員 11924 オンワード商事㈱ 東京都 千代田区 https://www.onward-shoji.co.jp/ 03-5226-1338 03-5226-1346 卸

正会員 12002 ㈱カイタックトレーディング　ジュエリーモア 岡山県 岡山市 www.j-moi.jp 086-241-7955 086-241-8010 小売

正会員 10171 ㈱甲斐物産商会 山梨県 甲府市 http://www.kai-charme.com/ 0552-35-5511 0552-35-5525 卸 輸出

正会員 11240 ㈲ガウス 石川県 金沢市 0762-96-8225 0762-96-8226 製造 輸出

正会員 12258 覚田真珠㈱ 三重県 伊勢市 kakudapearl.jp/ 0596-28-0231 0596-27-1176 製造 卸 小売 輸出 輸入

正会員 10174 ㈲華工舎 東京都 葛飾区 kakousha.a.la9.jp 03-3695-0294 製造 小売

正会員 12185 ㈱カザ 山梨県 中巨摩郡昭和町 http://www.j-kaza.com 055-222-2377 055-222-2378 製造 卸 輸入

正会員 10688 錺工房深澤 山梨県 甲府市 055-237-0258 055-226-4191 製造 卸

正会員 11513 ㈱カジ・インターナショナル 東京都 渋谷区 http://www.kaji-international.co.jp/ 03-3407-3223 03-3407-6678 製造 卸 輸入

正会員 10184 ㈱柏圭 東京都 港区 www.kashikey.com 03-3575-0810 03-3572-3303 製造 卸 小売 輸出 輸入

正会員 10185 ㈱梶田 東京都 港区 http://kajita1920.jp/ 03-6805-1595 03-6805-1634 製造 卸

正会員 11694 柏木トレーディング㈱ 東京都 台東区 03-3832-1525 03-3832-1526 卸 小売 輸入

正会員 10187 片岡商店㈱ 大阪府 大阪市 https://kataokashoten.com/ 06-6531-8371 06-6531-6425 製造 卸

正会員 11938 片桐貴金属工業㈱ 東京都 北区 03-3894-4111 03-3894-4120 製造

正会員 12191 ㈱加藤商会 山梨県 甲府市 katousyoukai.com 055-235-2388 055-227-3242 製造 卸

正会員 10177 ㈱加藤清十郎商店 東京都 台東区 03-3831-4841 03-3831-4842 製造 卸 輸入

正会員 11139 ㈱カナメ商店 東京都 豊島区 03-3918-3574 03-3576-0055 卸

正会員 12266 カネイ商事㈱ 福岡県 福岡市早良区 http://www.mako78.co.jp 092-851-0777 092-821-0777 卸 小売 輸出

正会員 11590 ㈱カフェリング 東京都 中央区 www.cafe-ring.com 03-5524-2025 03-5524-2026 卸 小売

正会員 11474 ㈱カミネ 兵庫県 神戸市中央区 http://www.kamine.co.jp/ 078-321-0039 078-325-5277 小売

正会員 10199 ㈱カワサキ 東京都 文京区 03-3821-6188 03-3828-5570 製造 卸 輸入

正会員 11633 ㈱川スミ 愛知県 弥冨市 www.k-kawasumi.co.jp 0567-67-0111 0567-67-2008 小売

正会員 11242 ㈱カワノ・クォーク 東京都 新宿区 https://www.kawano-quark.co.jp/ 03-3354-4325 03-3359-5215 小売 その他

正会員 12284 ㈲川浩 東京都 台東区 https://www.hachijewelry.com 03-5809-3154 03-5809-3155 製造 卸 小売

正会員 12292 ㈱川辺宝飾 京都府 京都市中京区 https://www.kawabe-jewelry.com 075-213-1518 075-213-1518 製造 卸 小売

正会員 11243 菅田㈱ 岡山県 津山市 www.jkanda.co.jp 0868-25-1231 0868-23-1232 小売

正会員 11651 ㈱キアイ 東京都 台東区 03-3839-3100 03-3839-3880 輸入

正会員 11419 ㈱木内工芸 三重県 度会郡 0596-22-4592 0596-28-6945 製造 卸 輸出 輸入

正会員 11332 ㈱菊川 東京都 台東区 https://kikukawa-jw.jp/ 03-3822-2711 03-3822-8128 製造 卸 輸入
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正会員 12085 ㈱きく屋宝石店 東京都 渋谷区 http://kikuya.ne.jp 03-3409-0451 03-3498-1774 小売

正会員 10217 ㈱木島敬助商店 神奈川県 川崎市 044-411-5367 044-433-7566 卸

正会員 12200 ㈱貴瞬 東京都 台東区 iroishi-kaitori.jp 03-5816-6363 03-5816-6361 卸

正会員 11957 ㈱キネヤ 神奈川県 横浜市西区 http://www.kineya.jp 045-311-0691 045-311-0176 製造 卸 小売

正会員 12141 伽羅ＰＬＵＳ㈱ 東京都 文京区 http://www.collectjewel.com 03-5615-8245 03-5615-8246 卸 小売

正会員 11360 ギャラリー・ヤマキ 東京都 杉並区 www.gallery-yamaki.com 03-5382-8288 03-5382-8288 卸 小売

正会員 12206 ㈱キャンディッド　ジャパン 山梨県 甲府市 055-227-6410 055-227-8594 製造 卸 輸出 輸入

正会員 11289 ㈱共栄商会 奈良県 奈良市 www.ksh-g.com 0742-34-5701 0742-34-5702 製造 卸

正会員 12319 協栄プリント技研㈱ 東京都 調布市
正会員 11061 京セラ㈱　宝飾応用商品事業部 京都府 京都市 http://www.kyocera.co.jp 075-604-3500 075-604-3461 製造 卸 小売

正会員 12269 京都きもの友禅㈱ 東京都 中央区 https://www.kyotokimonoyuzen.co.jp 03-3639-9191 03-3666-5859 小売

正会員 11607 ㈱ギリオン 山梨県 甲府市 https://girion.co.jp/ 055-220-6250 055-227-6237 卸

正会員 12288 ㈱銀工房 滋賀県 大津市 www.ginkobo.co.jp 077-592-2480 077-592-1450 製造 卸 輸入

正会員 11447 ㈱クィーンコーラル 高知県 高知市 http://queencoral.com 088-821-7228 088-821-7229 卸

正会員 12059 有限会社クサカリ 東京都 墨田区 03-3623-7665 03-3623-7743 製造

正会員 10979 ㈱国太 東京都 港区 https://www.uchihara.com/ 03-3478-0302 03-3478-0305 製造 卸 輸入

正会員 10234 ㈱クニタケ 福岡県 福岡市 092-711-9333 092-741-3356 製造 卸 輸入

正会員 10247 ㈱窪田商会 山梨県 甲府市 055-226-5650 055-226-5651 製造 卸 輸入

正会員 12084 ㈱ＧＲＡＣＩＳ 北海道 札幌市中央区 https://www.gracis-bridal-watch.com/ 011-219-2010 011-219-2030 小売

正会員 12112 ㈱クラシック・コーポレーション 山梨県 甲府市 055-227-9191 055-228-4843 製造 卸

正会員 11931 ㈱クラシックダイヤモンド 東京都 台東区 03-5817-3621 03-5817-3622 卸

正会員 11959 ㈱クラフト 神奈川県 横浜市中区 jewely99.com 045-663-3721 045-651-5922 製造 卸

正会員 11836 ㈱グランド 茨城県 筑西市 www.grandweb.co.jp 0296-28-1916 0296-28-1920 小売

正会員 11739 クリアオーシャンダイヤモンド㈱ 大阪府 大阪市中央区 www.clearocean.co.jp 06-6245-0456 06-6245-0457 卸 輸入

正会員 12143 グリーンベーダー 山梨県 甲府市 http://www.photo-studio-is.jp 055-215-4857 055-215-4857 その他

正会員 12022 ㈱クリエイト　タカノ 山梨県 甲府市 http://www.create-takano.co.jp/ 055-237-2222 055-237-2228 卸

正会員 11587 ㈱クリエートジェムインターナショナル 兵庫県 神戸市 http://www.toyosaki.net/top.html 078-222-0070 078-272-0032 製造 卸 小売 輸出 輸入

正会員 11158 ㈱クリステイ 大阪府 大阪市住吉区 06-6674-3939 06-6674-7700 卸 輸入

正会員 11734 ㈱クリスティーナ　インターナショナル 東京都 港区 www.cristina.jp 03-3402-8626 03-3402-0741 小売 輸出

正会員 11215 ㈱グレース　フジミ 大阪府 阪南市 http://gracefujimi.co.jp/ 0724-72-0414 0724-72-2375 小売

正会員 11666 ㈱クレール 東京都 台東区 03-6870-6811 03-6870-6815 卸 輸入

正会員 11736 ㈱グローバルコーポレーション 山梨県 甲斐市 http://www.jwl-glo.jp/ 0551-28-6363 0551-28-6364 製造

正会員 11442 ㈱グローリー 東京都 台東区 03-3839-2813 03-3839-0461 卸

正会員 11569 ㈱クロスフォー 山梨県 甲府市 http://www.crossfor.com/ 057-008-9640 055-232-9642 製造 卸 輸出 輸入

正会員 10244 黒谷㈱ 東京都 千代田区 www.kurotani.co.jp 03-3292-0511 03-3295-6777 製造 小売

正会員 11496 クロヌドゥール・ジュエリー㈱ 兵庫県 神戸市中央区 www.cd-jewellery.co.jp 078-803-8326 078-803-8327 卸

正会員 12070 グロリアス・ジェムス㈲ 東京都 文京区 03-3836-5466 03-3836-5467 卸 小売

正会員 10246 ㈱桑山 東京都 台東区 www.kuwayama.co.jp/ 03-3835-7231 03-3839-2560 製造 卸 輸出 輸入

正会員 11864 ㈱桑理商事 大阪府 大阪市 06-6252-2767 06-6252-2848 卸 輸入

正会員 10245 ㈱クワリ宝飾 大阪府 大阪市天王寺区 06-6764-8088 06-6764-8088 卸 輸入

正会員 10983 ㈲郡司宝石 東京都 文京区 03-3831-5843 03-3832-5103 製造 小売

正会員 12296 Ｋ＆Ｓ商事㈱ 東京都 台東区 03-5817-8011 03-5817-8012 卸 小売

正会員 12295 ㈱ケイ・ウノ 愛知県 名古屋市千種区 https://www.k-uno.co.jp/ 052-763-6159 052-763-6169 製造 卸 小売

正会員 12233 ㈱Ｋ－ＧＯＬＤ　インターナショナル 静岡県 浜松市中区 https://www.k-gold.co.jp 053-438-6311 053-438-6312 卸 小売

正会員 11418 ㈲ケイ・ジー・ケイ・ジュエリー 東京都 台東区 03-3835-1449 03-3837-5145 卸 小売

正会員 12335 ㈱Ｋ２　ＳＴＯＮＥ 東京都 台東区 03-6284-4107 03-6284-4108 卸

正会員 12167 ㈱ケーエム 北海道 札幌市豊平区 011-841-5100 011-841-5100 卸

正会員 11225 ㈱ケー・ジェー・エム 東京都 台東区 03-3839-0707 03-3839-0805 卸 輸入

正会員 12333 ㈱ｃｈｅｍｉｓ 東京都 台東区 http://kaitori-chemis.com/ 03-5816-8870 03-5816-8875 卸 輸出
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正会員 12318 ケレン㈱ 東京都 北区 https://kelen.co.jp 03-5948-4447 03-5948-4447 製造 小売

正会員 10287 ㈱小石商店 東京都 新宿区 03-3205-2529 03-5273-8251 卸

正会員 10952 ㈱光・彩 山梨県 甲斐市 http://www.kohsai-qq.co.jp/ 0551-28-4181 0551-28-4672 製造

正会員 11562 ㈱光新 山梨県 甲府市 055-227-1666 055-227-1665 製造 卸

正会員 11249 ㈱工房グリーム 山梨県 中央市 www.kobogleam.co.jp 0552-73-7707 製造

正会員 11558 ㈱甲宝商会 山梨県 甲府市 055-221-7500 055-221-7501 卸

正会員 10273 ㈱光陽商会 大阪府 大阪市 06-6621-7364 06-6629-2795 卸 輸入

正会員 10992 ㈱光輪 東京都 世田谷区 http://www.kolin.jp 03-6905-9501 03-6905-9502 卸 小売

正会員 12035 ㈱ゴーリ・インターナショナル 山梨県 甲府市 https://www.gauriinternational.com/ 055-223-4781 055-223-4782 製造 輸入

正会員 11237 ㈱ゴールドインターナショナル 東京都 新宿区 https://goldinternational.co.jp/ 03-3341-0991 03-3352-0445 輸入

正会員 11309 ㈱コカクリエーション 山梨県 甲府市 http://coka-creation.jp/ 055-241-1201 055-241-1203 製造 卸

正会員 12071 ㈱ゴギ・ダイアモンド 大阪府 大阪市中央区 gigiamoads.com 06-6231-3132 06-6231-3131 卸

正会員 12040 ㈱五幸商会 山梨県 甲府市 http://www.goko-sk.jp 055-232-3321 055-235-5576 製造 卸 輸出 輸入

正会員 11563 ㈱コダマ 山梨県 甲府市 http://yja.or.jp/img/common/ico_arrow_link.gif 055-228-2248 055-228-2247 製造 卸

正会員 12090 ㈲児玉宝飾 東京都 台東区 03-3836-9056 03-3836-9046 卸 小売

正会員 10276 ㈱後藤 東京都 台東区 https://www.sg-goto.co.jp/ 03-3843-1771 03-3844-5948 製造 卸 輸出 輸入

正会員 11605 ㈱コトブキ商会 山梨県 甲府市 055-222-0836 055-222-0773 製造 卸

正会員 10282 ㈱小林商会 山梨県 甲府市 0552-53-3111 0552-53-0039 製造 卸 輸入

正会員 10255 ㈱小原製作所 東京都 台東区 03-3834-5981 03-3834-5980 製造 卸 小売

正会員 11445 ㈱小松ダイヤモンド工業所 山梨県 甲府市 www.facetedpearl.com 0552-24-2518 055-224-2548 製造

正会員 10259 ㈱コモキン本店 東京都 台東区 www.comokin.co.jp 03-3836-0471 0120-17-0066 卸 小売

正会員 12251 ㈱ｋｏｙａｍａ 東京都 台東区 koyama-benri.co.jp 03-3839-6444 03-3839-6443 製造

正会員 11725 ㈱近藤 愛知県 愛知郡 0561-38-5554 0561-38-3696 卸 輸入

正会員 12255 ＫＯＮＤＯ㈱ 山梨県 甲府市 055-267-5077 055-267-5088 卸

正会員 11383 ㈱近藤宝飾 山梨県 甲府市 www.kondo-gem.com 0552-37-5910 0552-37-5916 製造 卸

正会員 12157 ㈱サイキ宝飾 山梨県 甲府市 www.cyci.co.jp 055-228-5678 055-228-5695 製造 卸

正会員 11105 ㈱三枝 山梨県 甲府市 http://yja.or.jp/img/common/ico_arrow_link.gif 055-252-5075 055-252-0895 卸

正会員 11218 サカイトレーデイング㈱ 大阪府 大阪市 06-6244-2000 06-6252-3791 製造 卸 輸入

正会員 11881 ㈱サカクラ 埼玉県 深谷市 048-551-8181 048-551-8180 小売

正会員 11944 ㈲坂巻工芸社 東京都 文京区 03-3941-5874 03-3941-0935 製造

正会員 10317 ㈱坂本貴金属 東京都 台東区 03-3831-6441 03-3831-6807 製造 卸 輸入

正会員 11688 ㈱ザ・キッス 東京都 目黒区 https://www.thekiss.co.jp/ 03-6635-4111 03-6635-6111 製造 卸 小売

正会員 10297 ㈱笹本商店 北海道 札幌市中央区 011-241-7801 011-241-6738 製造 卸

正会員 12172 ㈱さし源 岐阜県 大垣市 http://www.ogaki-sashigen.com 0584-78-2895 0584-78-8641 小売

正会員 12137 ㈱サスガ商会 東京都 台東区 sasuga-inc.co.jp 03-3833-7878 03-3833-7845 卸

正会員 11678 ㈲佐藤貿易 東京都 世田谷区 99-9999-9999 99-9999-9999 卸

正会員 11185 ㈲サノ宝飾 大阪府 大阪市 06-6695-4832 06-6695-4832 卸

正会員 12026 ㈱サミーズダイヤモンド 東京都 品川区 03-3450-3533 03-5463-4538 卸 輸出 輸入

正会員 11002 ザ・ワールドジュウリージャパン㈱ 東京都 千代田区 rrj.co.jp 03-5820-3166 03-5820-3167 卸 輸入

正会員 12153 ㈱サン・スパッド 千葉県 流山市 http://www.spad.co.jp 04-7145-2959 04-7148-7222 その他

正会員 11561 ㈱サンアイインターナショナル 広島県 広島市 http://www.sanai.tv/ 082-243-7731 082-243-7754 製造 卸 輸出 輸入

正会員 11643 ㈱三貴 東京都 港区 03-5775-2240 03-5775-2260 卸

正会員 10329 ㈱賛光 東京都 台東区 03-3833-7541 03-3833-8576 製造 卸 輸入

正会員 11535 ㈱サン・シャレーヌ 東京都 台東区 sunchalaine.com 03-3836-5800 03-3836-5850 卸 小売

正会員 10876 ㈱山勝 山梨県 甲府市 http://www.j-sansho.jp/ 0552-35-7766 0552-32-9157 製造

正会員 11676 ㈱三美 大阪府 大阪市中央区 06-6258-8100 06-6258-8101 卸

正会員 11390 ㈱山宝 山梨県 甲府市 0552-26-3646 0552-37-5948 製造 卸

正会員 10335 ㈱三陽工芸所 大阪府 大阪市中央区 06-6252-6751 06-6244-0130 製造 卸

正会員 10337 ㈱サンライズ・インターナショナル 東京都 文京区 www.sunrise-enet.com 03-3832-8921 03-3832-8924 卸 小売
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正会員 12007 ㈱サン・ライン 愛知県 名古屋市北区 052-913-8355 卸

正会員 11503 ㈱三和真珠 東京都 台東区 03-3837-4877 03-3832-4103 卸 小売 輸出

正会員 10340 三和精密工業㈱ 千葉県 千葉市 043-295-0038 043-295-5697 製造

正会員 12307 ㈱シアーズ 埼玉県 さいたま市大宮区 https://www.sears.jp 048-650-2191 048-650-0727 卸 小売

正会員 11981 ㈱Ｇ＆Ｇ 大阪府 大阪市西区 www.kaoki.co.jp 06-6538-4646 06-6538-4647 卸 小売

正会員 11041 ㈱ＧＳＴＶ 東京都 品川区 http://corporate.gstv.jp/ 03-4361-2233 03-3740-0507 製造 卸 小売

正会員 11904 ㈱Ｇ・Ｔ・Ｂ・Ｔ 東京都 台東区 http://www.gtbt.co.jp 03-5846-8592 03-5846-8278 卸 小売 輸入

正会員 12073 ㈲ＺＥＮＩＴＨ 福岡県 福岡市博多区 092-291-9250 092-710-6910 卸

正会員 11523 ㈱ジェイ・アヴァン 兵庫県 神戸市 http://j-avan.com/ 078-594-6310 078-594-6312 製造 卸

正会員 12190 ㈱Ｊ＆Ｃ 東京都 江戸川区 03-5875-2358 03-5875-2359 卸 小売 輸出

正会員 12277 ジェイウェル㈱ 東京都 三鷹市 0422-72-5800 0422-72-5801 小売

正会員 11895 ㈱ＪＦＣ 埼玉県 さいたま市中央区 048-859-5908 048-859-5999 卸 輸入

正会員 11870 ㈱ジェイ・ケイ 山梨県 甲府市 055-278-6101 055-288-8381 製造 卸

正会員 12196 ㈱ジェイ・ジー・パートナーズ 東京都 品川区 03-3458-2021 03-3458-2012 卸

正会員 12323 ㈲ジェイシーバール 富山県 富山市 https://www.jc-bar.com 076-425-8108 076-425-8179 小売

正会員 11976 ㈱ジェイ・スカイ 東京都 台東区 03-5807-8510 03-5807-8586 製造

正会員 12154 ㈱ＪＤＩ 東京都 台東区 http://www.natanya.jp 03-3839-5508 03-3839-5504 卸 輸出 輸入

正会員 12306 ＪＰＡＮＳ㈱ 東京都 台東区 www.jpans.jp/ 03-6806-0469 03-6806-0219 卸 小売

正会員 11991 ㈲ジェイプランニング 東京都 世田谷区 03-6427-8243 03-6427-8468 小売

正会員 11951 ㈱Ｊメイク 東京都 足立区 03-5242-2201 03-5242-2205 製造

正会員 12151 ㈱ジェミナ 大阪府 高槻市 http://www.gemina.co.jp 072-683-8822 072-683-4301 製造 卸

正会員 11011 ㈱ジェムキャッスルゆきざき 福岡県 那珂川市 https://yukizaki.co.jp/ 092-734-0222 092-716-3003 卸 小売

正会員 11461 ㈱ジェムクレール 山梨県 甲府市 http://yja.or.jp/img/common/ico_arrow_link.gif 055-243-5311 055-243-5333 製造 卸

正会員 12229 ㈱ジェムケリー　グループ　ホールディングス 京都府 京都市下京区 http://www.gemcerey.co.jp/ 075-361-8711 075-361-8717 卸 小売

正会員 11544 ジェムズクラシックアンドトレイディング㈲ 大阪府 大阪市 06-6261-1538 06-6261-1539 卸

正会員 12136 有限会社　ＧＥＭＳＷＯＲＬＤ．ＪＭ 東京都 台東区 03-5807-1541 03-5807-1542 卸 輸入

正会員 12272 ジェムセンター㈲ 山梨県 甲府市 https://www.gcijapan.com/ 055-227-0986 055-227-0876 卸 小売 輸出 輸入

正会員 11849 ㈲ジェムネットワーク 東京都 台東区 gemnetwork.co.jp 03-3836-0090 03-3836-0097 卸

正会員 12305 ジェム・ハウス・ジャパン㈱ 東京都 台東区 https://www.ghj.co.jp 03-6806-0874 03-6806-0604 卸

正会員 11950 ㈱ジェムフィールド 東京都 台東区 03-3833-3981 03-3833-4110 卸 輸入

正会員 11710 ㈲ジェムリーン 東京都 豊島区 03-3949-5163 03-3949-5163 製造 卸 小売 輸入

正会員 11667 ㈱ジオノ 東京都 渋谷区 www.giono.co.jp 03-3470-0147 03-3470-0393 製造 卸 輸出

正会員 10349 ㈲しかん香 大阪府 大阪市 06-6211-4131 06-6211-5924 小売

正会員 12230 ㈱七寳頭飾店 兵庫県 神戸市中央区 www.shippo.org 078-331-1558 078-331-3452 卸 小売

正会員 10361 篠原貿易㈱ 山梨県 甲府市 http://yja.or.jp/img/common/ico_arrow_link.gif 0552-37-1000 0552-37-1001 製造 卸 小売 輸入

正会員 11707 ㈱シノン 山梨県 富士吉田市 0555-24-2217 0555-22-7735 製造 卸

正会員 10172 ㈱ＳＩＦＯＲＥ 山梨県 甲府市 055-235-7241 055-235-7249 製造 卸 輸入

正会員 12160 ㈱志摩 三重県 伊勢市 0596-63-8833 0596-64-8840 卸

正会員 12317 ㈱シマダ 東京都 台東区 shimada-tokyo.co.jp 03-3834-5568 03-3834-5572 製造 卸

正会員 12209 ㈱島田貴金属店 山梨県 甲府市 www.shimada-j.co.jp 055-233-0131 055-237-4539 製造 卸

正会員 12019 ㈱島田商事 奈良県 奈良市 shimada-syouzi.com 0742-81-7091 0742-44-9837 卸

正会員 12177 シミズジュエリー㈱ 山梨県 甲府市 055-226-0410 055-226-9140 卸

正会員 12140 ㈱ジャカナ　ジャケナ　ジャパン 東京都 台東区 https://jacanajakena.com/ 03-5812-7336 03-5812-7334 卸 輸入

正会員 11684 ㈱ジャパンゴールド 福岡県 福岡市中央区 https://www.japangold.shop/ 092-741-1122 092-724-8060 卸 小売

正会員 11143 ㈱シャンソン化粧品 静岡県 静岡市 054-261-8181 054-261-8877 小売

正会員 12192 ㈱ジュエラーズジャパン 東京都 台東区 www.jewelersjapan.co.jp 03-5812-0811 03-5812-0818 卸 小売

正会員 12244 ㈱ジュエリーアイデス 山梨県 甲府市 055-243-8808 055-243-8807 卸

正会員 12028 ㈱ジュエリーアセットマネジャーズ 東京都 品川区 http://www.aidect.jp 03-6910-4725 03-6910-4726 小売

正会員 11901 ＪＥＷＥＬＲＹ＆ＡＲＴ　ＫＩ－ＬＡＬＡ 愛知県 名古屋市瑞穂区 052-834-6066 052-834-6066 小売
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正会員 11197 ㈱ジュエリーイイヌマ 山梨県 甲府市 www.j-iinuma.co.jp 0552-41-1751 0552-41-1753 製造 卸 輸入

正会員 11928 ジュエリーウイッティ 兵庫県 洲本市 http://jewelry-witty.jp 0799-26-0377 0799-26-0377 小売

正会員 12088 ㈱ジュエリーオザワ 山梨県 甲府市 055-226-5218 055-227-0766 卸

正会員 12077 ㈱ジュエリーカミネ 兵庫県 神戸市中央区 http://kaminesz.com/ 078-332-5512 078-332-5513 小売

正会員 11450 ㈱ジュエリーカメオカ 大阪府 貝塚市 0724-39-3456 0724-23-4077 製造 卸 小売 輸入

正会員 11969 ジュエリークレスト㈱ 東京都 港区 http://www.jewelry-crest.com 03-3498-9010 03-3797-4060 製造 卸 小売

正会員 11014 ジュエリー桑田 東京都 国分寺市 042-359-1701 042-359-1702 輸出 輸入

正会員 12252 ㈱ジュエリー工房Ｏｒｅｆｉｃｅ 東京都 港区 https://www.orefice.jp 03-6721-0458 03-6721-0459 卸 小売

正会員 11841 ジュエリー工房　花 東京都 文京区 03-3815-2584 03-3815-2584 小売 その他

正会員 11573 ㈱ジュエリー・シャレード企画 大阪府 藤井寺市 www.charade.co.jp 072-936-0465 072-953-6833 卸 小売 輸入

正会員 11301 ㈱ジュエリーナカザワ 埼玉県 春日部市 www.jnn.co.jp 048-731-1234 048-734-5157 製造 卸 小売 輸出 輸入

正会員 10386 ㈱じゅえりー日本堂 大阪府 大阪市中央区 06-6244-1234 06-6251-2984 卸

正会員 10994 ㈲ジュエリーハウスサイトウ 京都府 京都市 075-335-0888 075-335-0889 卸 小売

正会員 12264 ㈱ジュエリーＨＡＲＵ 山梨県 甲府市 055-225-4086 055-225-4501 製造 卸 小売 輸出 輸入

正会員 11527 ㈱ジュエリーフキ 大阪府 大阪市 http://www.fuki-j.co.jp/ 06-6253-1801 06-6253-1853 卸

正会員 10320 ㈱ジュエリープラザルピナス　エス・ジェイ 静岡県 三島市 www.lupinas.com 0559-73-2034 0559-76-2841 卸

正会員 11430 ㈱ジュエリープランニング 山梨県 中巨摩郡 0552-26-3555 0552-26-3734 製造 卸

正会員 11163 ㈱ジュエリーミウラ 東京都 台東区 http://www.jm-miura.com/ 03-3835-9677 03-3835-9605 製造 卸 輸入

正会員 12302 ㈱Ｊｅｗｅｌｓ 東京都 千代田区 jewels1000toeshoes.com 03-6285-2708 小売

正会員 12301 ジュエルスタジオ㈱ 福岡県 福岡市早良区 https://jewelstudio.com 092-834-6539 092-834-6539 製造 小売 輸出 輸入

正会員 11993 ㈱ジュエルセブン 山口県 下関市 http://www.jewel7.co.jp 083-261-1277 083-261-1377 小売

正会員 11290 ㈱ジュエル第一 東京都 台東区 03-3834-4641 03-3834-4645 製造 卸 輸入

正会員 11812 ㈱ジュエルトラスティー 東京都 品川区 http://www.jewel-trusty.co.jp 03-5437-0511 03-5437-0523 小売 その他

正会員 11896 ㈱ジュエルはま 千葉県 千葉市中央区 http://www.jewel-hama.co.jp 043-202-8001 043-202-8002 小売

正会員 11805 ㈲ジュエルハヤカワ 山梨県 甲府市 jewel-hayakawa.sakura.ne.jp 055-254-2723 055-254-2724 製造

正会員 11137 ㈱ジュエルフジミ 大阪府 泉大津市 http://www.j-fujimi.co.jp 0725-22-2688 0725-32-1328 卸 小売

正会員 11087 ㈱ジュエルモチヅキ 山梨県 甲府市 0552-33-7766 0552-26-2029 製造

正会員 12062 ㈱ジュエル・ワタナベ 山梨県 甲府市 055-235-0891 055-222-6565 卸

正会員 10394 ㈱ジュネ 愛知県 名古屋市 www.jeunet.co.jp 052-741-5553 052-741-5570 卸

正会員 11941 ジュピターショップチャンネル㈱ 東京都 江東区 https://www.shopch.jp/ 03-6756-8330 03-6756-8382 小売

正会員 11860 ㈱ジュリコ 神奈川県 横浜市 045-540-7240 045-540-7237 卸

正会員 12054 ㈱ジョイ 東京都 台東区 090-9849-8580 03-6803-0458 卸 小売

正会員 11926 ㈱ジョイテック 神奈川県 横浜市西区 http://www.yakuten.ne.jp/gold/mjade/home.htm 045-263-8351 045-263-8352 卸 輸入 その他

正会員 11925 ㈱ジョイフル・アート 東京都 台東区 03-3833-0804 03-3835-7296 製造

正会員 12248 昇陽商事㈱ 兵庫県 尼崎市 06-4950-9862 06-4950-9867 輸出

正会員 10368 ㈱ジロンジュエリー 東京都 杉並区 03-3398-5600 03-3398-5601 製造 小売

正会員 10413 ㈱新栄商会 福岡県 福岡市東区 www.shin-ei-s.co.jp 092-518-2012 092-611-7252 卸 輸入

正会員 12000 ㈱新川 広島県 広島市安佐南区 http://www.shinkawa-gr.jp/ 082-878-6100 082-872-5535 小売

正会員 12126 ㈲信光 大阪府 大阪市中央区 06-6251-0627 06-6251-1685 卸

正会員 10398 ㈲真光 東京都 台東区 03-3835-1261 03-3835-1264 卸 輸入

正会員 12063 ㈱新光貴 大阪府 大阪市中央区 http://www.shincoki.com/ 06-6261-0210 06-6261-0220 卸 小売 輸出 輸入

正会員 11872 ㈱真珠科学研究所 東京都 台東区 http://www.sinjuken.co.jp 03-3834-7050 03-3834-7088 卸 小売 その他

正会員 12289 ㈱真珠総合研究所 東京都 台東区 https//www.pearl-institute.co.jp 03-3836-0352 03-3836-0353 その他

正会員 10409 新日本宝石㈱ 東京都 港区 03-3405-1611 03-3405-1618 製造 卸 輸出 輸入

正会員 10406 ㈱新和商会 北海道 札幌市中央区 011-231-0884 卸 輸入

正会員 12214 ㈱水晶国度 東京都 台東区 03-6806-0237 050-1342-3764 卸 小売 輸出

正会員 11138 ㈱スーパートレーディング 東京都 台東区 03-3833-3703 03-3833-2715 卸 輸入

正会員 12015 ㈱スカイライト 東京都 大田区 03-3741-7700 03-3741-6449 製造

正会員 12178 ㈱スズキ工芸 山梨県 甲府市 055-241-8888 055-241-8889 卸
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正会員 12076 ㈱鈴木貿易 東京都 台東区 http://suzubo.com/ 03-3837-1555 03-3837-1554 卸 輸出

正会員 11491 鈴木宝飾㈱ 山梨県 甲府市 http://suzuki-h.co.jp/ 055-287-7733 055-287-6883 製造 卸

正会員 11923 ㈲スズタカ 東京都 文京区 03-3836-3677 03-5688-0633 製造

正会員 11767 ㈱鈴峯 東京都 品川区 http://www.suzuho.com/ 03-6859-0085 03-6859-0086 製造 小売

正会員 11477 ㈱スタージュエリーブティックス 神奈川県 横浜市 https://www.star-jewelry.com/ 045-212-6880 045-671-9739 小売

正会員 11917 ㈲スタジオエヌ 東京都 台東区 studio-n-salon.jp 03-5827-2553 03-5827-2554 製造 卸

正会員 12068 ㈲スダマ 山梨県 中央市 http://www.sudama.co.jp 055-273-6626 055-273-6580 製造 卸 輸出 輸入

正会員 12329 ㈱ステップ 大阪府 吹田市 https://www.kk-step.jp/ 06-6386-3100 06-6386-2003 その他

正会員 12267 ㈱ステファニー 東京都 台東区 http://www.j-stefany.com 03-3832-2521 03-3832-2520 卸

正会員 10427 諏訪貿易㈱ 東京都 千代田区 https://suwagem.com/ 03-5216-2811 03-5216-2818 卸 輸入

正会員 11272 ㈱清美堂真珠 東京都 港区 www.seibidopearl.co.jp 03-3408-5799 03-3408-5843 製造 輸出 輸入

正会員 11015 ㈱誠和堂 東京都 台東区 03-3837-0127 03-3837-0128 卸 輸入

正会員 11704 ㈱世界貿易 山梨県 甲府市 www.sekaiboeki.jp 055-226-4951 055-226-4964 卸 輸入

正会員 12320 ㈱セザキ真珠 三重県 津市 http://sezakipg.jp/ 059-225-4147 059-227-8880
正会員 11662 ㈱セスタデカラッヂジャパン 静岡県 沼津市 www.karati.net 0559-31-2101 0559-31-0888 製造 卸 輸入

正会員 12259 ゼネラル真珠㈱ 東京都 台東区 http://www.generalpearl.co.jp 03-3831-5650 03-3831-5617 製造 卸 小売

正会員 12055 有限会社セブン宝飾 東京都 台東区 03-3836-3277 03-3836-3278 製造 卸

正会員 11813 ㈱セベル・ピコ 東京都 葛飾区 http://www.seberu-pico.com/ 03-5654-9021 03-5654-9022 製造 卸

正会員 12297 ㈱セルビー 東京都 台東区 https://www.selby.co.jp 03-6806-0510 03-5826-4968 小売

正会員 12005 ㈱セレナ 東京都 台東区 http://www.serena.co.jp 03-3834-5307 03-3834-5306 卸

正会員 11244 ㈱千賀 岐阜県 岐阜市 058-265-5566 058-263-5468 小売

正会員 11830 ㈱千雅 東京都 中央区 http://www.jw-senga.co.jp 03-5565-3377 03-5565-0946 小売

正会員 11940 ㈲扇若 岐阜県 岐阜市 http://www.g-festa.com 058-265-2756 058-265-2841 小売

正会員 12220 ㈲善美クリエーションズ 東京都 台東区 03-5823-5472 03-5823-5474 製造 卸

正会員 12179 ㈱そごう・西武　 東京都 豊島区 https://www.sogo-seibu.co.jp/ 03-6741-2891 小売

正会員 10446 ソマ㈱ 福島県 相馬市 0244-36-3502 0244-36-1764 製造

正会員 11548 ㈱ソレイユ 東京都 台東区 j-soleil.com 03-3832-7411 03-3832-7669 卸 輸入

正会員 10447 ㈱ダイアート三枝 山梨県 甲府市 https://www.diart.co.jp/ 0552-22-3193 0552-22-1266 製造 卸

正会員 11782 ㈱大栄宝飾 大阪府 大阪市 06-6243-6600 06-6243-6610 製造 輸入

正会員 10451 ㈱大王製作所 東京都 台東区 www.daiomfg.co.jp 03-3876-1341 03-3876-1349 製造 卸 輸入

正会員 11184 ㈱大雅 大阪府 大阪市 06-6261-4163 06-6251-5233 卸

正会員 12120 ㈱泰幸宝飾 大阪府 大阪市中央区 06-6251-0341 06-6251-0961 卸 輸入

正会員 11610 ダイドウ商事㈱ 東京都 台東区 03-3835-4328 03-3836-2305 卸 輸入

正会員 11700 ダイナミック・インターナショナル・ジャパン・インコーポレーション㈲ 山梨県 甲府市 055-227-3325 055-227-7505 卸 輸入

正会員 12161 ㈱大柏 東京都 文京区 03-3835-0536 03-3835-0537 卸

正会員 11642 ㈲太豊貴金属 山梨県 甲府市 055-224-4433 055-224-5554 製造

正会員 11222 ㈱大丸松坂屋百貨店　営業本部 東京都 江東区 https://www.daimaru-matsuzakaya.com/ 03-3820-7069 03-3820-7024 小売

正会員 11954 ㈲ダイメックス 山梨県 甲府市 www.colorfuldiamond.com 055-235-5108 055-235-5109 卸 輸入

正会員 12051 ㈱髙石商会 埼玉県 蕨市 048-431-4620 048-446-1590 卸

正会員 11317 ㈱高木 東京都 世田谷区 http://www.fellini-pearl-bijou.com/ 03-3726-5003 03-3728-8389 卸 小売 輸入

正会員 10462 ㈱高木時計舗 岐阜県 大垣市 0584-78-3016 0584-75-4102 小売

正会員 11852 ㈱髙島屋 東京都 中央区 https://www.takashimaya.co.jp/ 03-3231-8702 小売

正会員 10466 ㈱髙田宝飾店 大阪府 大阪市北区 06-4963-2581 06-4963-2587 卸

正会員 10467 ㈱髙田寶飾店 大阪府 大阪市西成区 06-6651-2468 06-6651-2298 卸 輸入

正会員 12098 ㈲タカハシ 東京都 練馬区 03-3924-2118 03-3924-2171 製造 小売

正会員 11699 ㈱高橋宝飾 東京都 台東区 03-3831-1220 03-3831-1249 製造 卸

正会員 10476 ㈱タカヤジェム 東京都 台東区 takaya-gem.com 03-3835-7656 03-3835-9189 製造 卸 輸入

正会員 10474 宝貴宝㈱ 東京都 台東区 www.takara-kiho.co.jp/ 03-3833-6481 03-3833-6484 製造 卸 小売

正会員 10473 ㈱タカラ堂 静岡県 静岡市 www.takarado.co.jp/ 054-254-0141 054-251-2660 小売
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正会員 11150 ㈱宝屋商事 福岡県 北九州市小倉北区 093-521-5040 093-330-4151 卸 輸入

正会員 10477 滝沢宝飾㈱ 大阪府 大阪市 https://j-takizawa.co.jp/ 06-6633-5251 06-6633-5585 卸

正会員 11806 ㈲宅間工房 山梨県 甲府市 http://yja.or.jp/img/common/ico_arrow_link.gif 055-233-7550 055-233-7555 製造 卸

正会員 12101 ㈱多慶屋 東京都 台東区 http://www.takeya.co.jp 03-3835-7777 03-3835-7814 小売

正会員 10484 ㈱武山 東京都 台東区 03-3834-5050 03-3834-5059 卸

正会員 11670 ㈱タコール 大阪府 大阪市中央区 https://www.tacoal.co.jp/ 06-6252-8266 06-6252-0975 卸 輸入

正会員 10490 ㈱タスク 東京都 台東区 www.task-web.com 03-3831-5821 03-3835-7367 製造 卸 輸入

正会員 11652 ㈱橘 神奈川県 横浜市 www.tachibana-adspot.com 045-366-0681 045-366-0688 その他

正会員 10491 ㈱タツミ商店 東京都 千代田区 www.jewel.co.jp 03-3221-1164 03-6272-6600 製造 卸 輸入

正会員 11629 ㈲たつみ宝石店 大阪府 大阪市 www.j-tatsumi.com 06-6251-3212 06-6251-3263 小売 輸入

正会員 10858 田中貴金属ジュエリー㈱ 東京都 中央区 https://www.ginzatanaka.co.jp/ 03-3561-0498 03-3561-9796 卸 小売

正会員 10494 ㈱田中真珠 東京都 港区 tanaka-pearl.co.jp 03-3501-7890 03-3501-7891 卸 小売 輸入

正会員 10497 田中宝飾㈱ 東京都 荒川区 03-3800-7077 03-3800-7272 製造 卸 小売 輸入

正会員 11108 ㈱タナカ宝石 山梨県 甲府市 0552-51-3956 0552-51-7610 製造 卸 輸入

正会員 11050 ㈱田邊研電 東京都 世田谷区 https://www.tanabekenden.co.jp/ 03-3704-3044 03-3702-3044 その他

正会員 10499 谷口ジュエル㈱ 東京都 港区 03-5777-5244 03-5777-5122 卸 輸入

正会員 10502 ㈱谷口宝飾 東京都 台東区 https://www.taniguchi-group.com/ 03-3832-1713 03-3835-9668 製造 卸 輸入

正会員 12043 タマリヤ㈱ 東京都 港区 www.tamariya.co.jp 03-3455-7834 03-3451-7348 卸 小売 輸出

正会員 12057 有限会社知久 神奈川県 鎌倉市 www.chiku-kamakura.jp 0467-25-2625 0467-25-3985 製造 小売

正会員 11045 ㈱CHARMY　 神奈川県 横浜市 https://www.charmy.co.jp/ 045-662-0011 045-662-0012 小売

正会員 11271 中外鉱業㈱ 東京都 台東区 www.chugaikogyo.co.jp 03-6803-2581 03-6803-2583 卸 小売 輸入

正会員 10514 中真堂㈱ 東京都 江戸川区 https://www.chushindo.co.jp/ 03-3659-0231 03-3659-2041 小売

正会員 11850 ツカキ㈱ 京都府 京都市 http://.tsukaki.com 075-343-3547 075-343-4004 製造 卸 小売

正会員 10516 ㈱ツツミ 埼玉県 蕨市 www.tsutsumi.co.jp 048-431-5111 048-444-2900 製造 卸 小売 輸出 輸入

正会員 10518 ㈱ツノタ 山梨県 甲府市 www.tsunota.com 0552-27-2221 0552-35-5300 製造

正会員 12064 ディアヴァンテ㈱ 東京都 港区 http://www.diqvante.jp 03-6408-8292 03-6408-8291 製造 卸 輸出 輸入

正会員 12275 ㈱ディアス 広島県 広島市中区 082-546-2311 082-248-2311 卸

正会員 11999 ㈱ティアラ 愛知県 刈谷市 http://www.tiara-net.com 0566-63-6360 0566-25-0752 小売

正会員 11046 ティアラ・インターナショナル㈱ 東京都 台東区 www.tiara-net.co.jp 03-3839-0567 03-3839-0568 卸 小売 輸入

正会員 12133 ディアレスト 神奈川県 横浜市都筑区 https://www.j-dearest.com/ 045-913-3388 045-913-4115 卸 小売 その他

正会員 11407 ㈱デイアンドエムパールカンパニー 東京都 新宿区 http://www.dandmpearl.co.jp/ 03-3350-0784 03-3350-0779 製造 卸 輸出 輸入

正会員 12291 ㈱ティーエス・トレーディング 東京都 西東京市 https://ts-t.jp 042-461-0765 042-462-5316 卸 小売

正会員 12210 ㈱Ｔ・Ｐ・Ｃ 兵庫県 神戸市中央区 http//pearlclinic.jp/ 078-251-3073 078-251-3076 製造 卸 小売 輸出 輸入

正会員 11277 ㈱ＤＩＮＯＳ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 東京都 中野区 https://dinos-corp.co.jp/ 03-5353-8240 03-5353-8221 小売 その他

正会員 12254 ㈱テクノアート 埼玉県 さいたま市南区 048-767-4417 048-767-4418 製造 卸

正会員 11331 ㈱デジタルジュエリー 東京都 豊島区 www.djf.co.jp 03-3940-0821 卸 小売

正会員 11347 ㈲手取商会 広島県 三次市 0824-62-3650 0824-62-3789 卸

正会員 11980 Ｄｅ　Ｂｅｅｒｓ㈱ 東京都 千代田区 03-6261-5061 03-6261-5086 製造 卸 その他

正会員 10533 寺崎商事㈱ 京都府 京都市 www.terasaki-shoji.co.jp 075-821-2181 075-802-1368 卸

正会員 11069 ㈱天正堂 大阪府 大阪市 06-6252-2461 06-6252-7828 製造 卸 輸入

正会員 10531 ㈱天賞堂ジー・エム 東京都 中央区 www.tenshodo.co.jp 03-6264-5156 03-6264-5305 小売

正会員 12316 東越貿易㈱ 東京都 台東区 www.koshipearl.com 03-5826-4832 製造 卸 小売 輸出 輸入

正会員 10942 東海時計商事㈱ 愛知県 名古屋市 www.tokai-wj.co.jp/ 052-931-0411 052-931-0933 卸

正会員 10925 ㈱東急タイム 東京都 渋谷区 http://www.tokyu-time.com/ 03-3409-0109 03-3409-1199 小売

正会員 10536 東京貴宝㈱ 東京都 台東区 http://www.tokyokiho.com/ 03-3834-6261 03-3832-7505 製造 卸

正会員 11426 東京真珠㈱ 東京都 中央区 https://tokyopearl.tokyo/ 03-3543-6055 03-3543-5315 製造 卸

正会員 12001 東京セントラル貿易㈱ 東京都 品川区 https://www.jewelry-primo.jp/ 03-3298-1055 03-3764-7560 小売

正会員 12155 ㈱東京ダイヤモンドディラーズクラブ 東京都 大田区 http://tddc.jp/ 03-3722-5673 03-3722-6168 卸

正会員 11638 ㈱ドウシシャ 大阪府 大阪市 https://www.doshisha.co.jp/ 06-6121-5901 06-6121-5921 卸
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正会員 11749 ㈲トゥデイ 東京都 杉並区 03-3392-5538 03-3392-5542 製造 輸出

正会員 12334 ㈱東宝国際 東京都 台東区 080-3134-5082 卸 小売 輸出

正会員 12283 ㈱東宝堂 東京都 千代田区 tohodo.co.jp 03-6273-3789 03-6273-3857 小売

正会員 10546 東洋時計㈱ 東京都 杉並区 https://www.toyotokei.biz/ 03-3392-6111 03-3393-0284 卸 小売 輸入

正会員 11402 ㈱トーキ 東京都 台東区 03-3837-0050 03-3835-4898 卸 輸入

正会員 11716 ㈲トーヨー精工 東京都 台東区 https://toyo-seiko.jp/ 03-3835-1157 03-3835-2728 製造 小売

正会員 11031 ㈱戸川貴金属店 新潟県 新潟市 025-222-7337 025-222-7341 製造 小売

正会員 10554 ㈱徳力本店 東京都 千代田区 http://www.tokuriki-kanda.co.jp/ 03-3252-0171 03-3258-1231 製造 卸 輸出

正会員 12100 ㈱トップジュエリー 山梨県 甲府市 http://top-jewelry-ltd.com/ 055-222-9293 055-222-9295 製造

正会員 10555 ㈱殿川貴金属製作所 東京都 板橋区 03-3974-4003 03-3974-5123 製造 卸

正会員 11472 ㈱トミヤコーポレーション 岡山県 岡山市 www.tomiya.co.jp 086-233-1038 086-223-6178 小売

正会員 11755 ㈱トモコオチアイ・デザインオフィス 東京都 港区 03-3457-1479 03-3457-7040 製造 卸 小売

正会員 11616 ㈱とよさき 兵庫県 神戸市 078-331-2439 078-332-2674 輸出 輸入

正会員 12328 トリロック・ダイヤ㈲ 東京都 台東区 03-3837-3161 03-3837-3130 卸

正会員 11409 ㈱トレセンテ 東京都 中央区 https://www.trecenti.com/ 03-5117-8390 03-5117-8391 小売

正会員 11533 ㈱トワリエ 山梨県 甲府市 www.twallje.co.jp 055-231-8002 055-231-8003 卸

正会員 11752 ㈱ナーゲット 東京都 品川区 izumimode.com 03-3440-6678 03-3440-6715 製造 卸 輸出

正会員 12262 ㈲ナイスダイヤモンド 山梨県 甲府市 nicedia.com 055-228-6665 055-228-6678 卸 輸入

正会員 11405 ㈱内藤貴金属製作所 山梨県 北杜市 https://naitojewelry.com/ 0551-42-2553 0551-42-3474 製造 卸 小売

正会員 10567 ㈱中尾商会 東京都 港区 03-3769-2001 03-3769-2019 卸 小売 輸入

正会員 11166 ㈱仲尾宝石店 大阪府 大阪市 06-6771-0006 06-6771-0006 卸 小売

正会員 10573 ㈱中川商店 岐阜県 岐阜市 http://www.nkgem.co.jp/ 058-251-8411 058-251-8414 卸

正会員 10571 中川装身具工業㈱ 東京都 台東区 http://www.ny.airnet.ne.jp/jto/page2/individual/3-076.htm 03-3861-2121 03-3864-5284 製造 輸出

正会員 10574 ㈱中込宝飾 山梨県 甲府市 http://nakagomi-pearl.co.jp/ 055-232-5411 055-232-5417 製造 卸

正会員 10580 ㈱中島商店 新潟県 南魚沼市 0257-76-3167 0257-76-3168 製造 卸

正会員 10585 ㈱仲庭総本店 大阪府 大阪市 https://nakaniwa-net.com/ 06-6213-5990 06-6213-5995 小売

正会員 10588 ㈱中博 大阪府 大阪市 06-6244-0360 06-6244-0637 製造 卸

正会員 10591 ㈱ナガホリ 東京都 台東区 http://www.nagahori.co.jp/ 03-3836-4711 03-3839-1389 卸

正会員 12241 ナガホリリテール㈱ 東京都 台東区 www.nagahori.co.jp/nagahori_retail 03-5816-4555 03-5816-4774 小売

正会員 11703 ㈲中村 大阪府 大阪市中央区 06-6244-0101 06-6244-0030 卸

正会員 11995 ナカムラジュエリー 福岡県 糟屋郡久山町 http://www.nakamura-j.net 092-957-5720 092-957-5720 小売

正会員 11768 ㈲渚 京都府 京都市下京区 075-874-6339 075-321-9223 卸

正会員 10598 ㈱並木製作所 埼玉県 加須市 0480-65-2160 0480-65-5996 製造

正会員 11268 ナリタ貿易 愛知県 東海市 0562-33-1906 0562-32-6366 製造 卸 小売 輸入

正会員 12162 ㈱南洋真珠ジャパン 東京都 台東区 03-3832-7944 03-3836-0698 卸 輸出

正会員 12298 西則真珠Ｊａｐａｎ㈱ 千葉県 http://nishinoripearl.com/ 043-855-9788 043-855-9788 卸 小売

正会員 11863 ㈱日欧貿易 東京都 港区 https://www.nichioh.com/ 03-3479-9253 03-3479-9258 卸

正会員 11624 ニッチン㈲ 東京都 台東区 03-3836-2299 03-3839-8199 小売 輸入

正会員 11392 日本アクセサリー㈱ 神奈川県 横浜市 045-541-1505 045-543-2722 製造 卸

正会員 12204 日本雑貨㈱ 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 www.jcjc.jp 045-744-5147 045-489-4015 製造 卸

正会員 11241 日本マテリアル㈱　銀座リム貴金属部 東京都 千代田区 https://www.material.co.jp/ 03-5688-8611 03-3573-6610 製造 卸 小売

正会員 11480 日本メナード化粧品㈱ 愛知県 名古屋市中区 https://corp.menard.co.jp/ 052-961-3181 卸 輸入

正会員 12303 ニミットジェムス㈱ 東京都 台東区 03-5826-4986 03-5826-4989 製造 卸

正会員 11592 ㈱ニューアート 東京都 中央区 newart-ir.jp 03-3567-8091 03-3567-8092 製造 輸出 輸入

正会員 11674 ニューコーゲイ㈱ 東京都 北区 http://newkogei.tokyo.jp/ 03-3576-8611 03-3576-8613 製造

正会員 11233 ㈱俄 京都府 京都市中京区 https://www.niwaka.com/ 075-213-6775 075-211-7562 卸 小売

正会員 12033 ヌール　ジェム　ジャパン㈱ 東京都 台東区 http://www.noorges.com 03-3834-2078 03-3834-2079 製造 卸 小売 輸出 輸入

正会員 10621 ㈱ネオ・クラフト 山梨県 甲斐市 https://www.neocraft.jp/ 055-276-5357 055-276-6445 製造 卸

正会員 11786 ㈲ネスト 岡山県 岡山市北区 086-201-3223 086-201-3224 卸
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正会員 11499 ㈱ネットジャパン 東京都 台東区 https://www.net-japan.co.jp/ 03-3832-6511 03-3832-6510 卸

正会員 11967 ㈱ノアジェ 東京都 千代田区 http://www.noage.co.jp/ 03-3836-5880 03-3833-1878 製造 卸 輸入

正会員 11593 ㈲のひさ 岐阜県 岐阜市 058-251-4043 058-251-4029 輸出

正会員 11343 ㈱ノブコ　イシカワ 千葉県 市川市 http://nobukoishikawa.com 0473-24-4712 0473-24-4716 製造 卸

正会員 10623 ㈱野辺商店 東京都 文京区 03-3831-0857 03-3832-4480 製造 卸 輸入

正会員 10625 ノムラ貿易㈱ 埼玉県 行田市 www.nomura-j.co.jp 0485-54-1221 0485-54-8383 製造 卸 輸入

正会員 12087 ㈱バージンダイヤモンド 東京都 台東区 https://www.virgindiamond.co.jp/ 03-5846-9263 03-5846-9262 卸 小売

正会員 11632 ハーツアートジュエリー 長野県 茅野市 http://www.wazaemon.com 0266-72-9846 0266-72-6992 製造 卸 輸出

正会員 11630 ㈱ハート＆アローダイヤモンド 東京都 青梅市 www.heart-and-arrow.co.jp 0428-23-1888 0428-23-3131 製造 輸出

正会員 12049 ㈲パールウェイ・トレイディング 山梨県 甲府市 055-223-3211 055-223-3212 製造 卸

正会員 12094 ㈲パール工房森下 岡山県 岡山市中区 http://www.chikorika.jp 086-278-9151 086-278-9152 製造

正会員 11761 ㈲パールジュエリーいとう 三重県 伊勢市 http://www.pearl-j-ito.co.jp/ 0596-36-0852 0596-36-4611 製造 卸

正会員 11446 ㈱パールハウス 兵庫県 神戸市 078-222-7071 078-222-7054 卸 小売 輸出

正会員 11049 ㈱パイロットコーポレーション 神奈川県 平塚市 https://www.pilot.co.jp/jewelry/pc/ 0463-35-8155 0463-35-8170 製造 卸

正会員 12228 パシフィック・コーラル㈱ 東京都 品川区 03-3787-2626 03-3787-2637 卸 輸出 輸入

正会員 11653 ㈱長谷川 東京都 西東京市 onecubed.world.coocan.jp 042-439-3967 042-439-3967 製造 卸 小売

正会員 11961 ㈲白金堂 新潟県 上越市 025-524-8814 025-524-2648 小売

正会員 11672 ㈱八神 愛知県 大府市 http://www.hassin.co.jp/ 0562-48-8811 0562-46-6857 小売

正会員 10638 ㈱服部時計店 岡山県 岡山市 http://www.hatstyle.co.jp/ 086-222-5437 086-235-5231 小売

正会員 11141 ㈱ハナジマ 東京都 江戸川区 https://www.hanajima.com/ 03-3652-8740 03-3652-6785 小売

正会員 10640 ㈱英工芸 東京都 荒川区 hanabusa-kogei.jp 03-6458-2232 03-6458-2235 製造

正会員 12205 ㈲花路 東京都 江戸川区 https://www.8740.jp/ 03-3687-5312 03-3687-5311 小売

正会員 11798 ＨＯＮＥＹ　ＡＮＤ　ＣＯ 東京都 大田区 www.honeyandco.com 03-6715-0417 03-6715-0416 製造 卸 輸入

正会員 12300 ㈱ハマダ宝石時計店 広島県 福山市 http://vanillashop.me 084-983-3388 084-983-3389 小売 その他

正会員 10651 ハヤシトレーデイング㈱ 京都府 京都市 075-462-1867 075-462-1868 卸 輸入

正会員 10644 ㈱原潔商店 東京都 台東区 03-3823-4535 03-3823-8657 製造 卸 輸入

正会員 11126 ㈱バルプランニング 大阪府 大阪市中央区 http://www.val-planning.com 06-6267-1717 06-6267-1718 その他

正会員 11937 ㈱パンサラッサ 東京都 中央区 http://www.177500.com 03-6273-8800 03-5524-2880 卸 輸出 輸入

正会員 10654 バンビジュエリー㈱ 東京都 台東区 http://www.bambi.co.jp/ 03-5688-0110 03-3832-6661 製造 卸

正会員 12091 ㈲ピアジュエリー 山梨県 甲府市 http://yja.or.jp/img/common/ico_arrow_link.gif 055-232-7799 055-232-1637 卸

正会員 11929 ㈱ピアリング 山梨県 甲府市 http://www.jewelry-takuma.co.jp/ 055-228-6585 055-228-6551 製造

正会員 11209 ㈱ピアンジ 兵庫県 神戸市 https://www.rakuten.co.jp/pianji/ 078-854-2445 078-854-2561 卸 小売

正会員 11935 ㈱ピィアース 東京都 江東区 www.piearth.com 03-3630-1230 03-3630-1285 卸 小売 輸入

正会員 12103 ㈱ＰＲ現代 東京都 中央区 https://pr-g.jp 03-3639-1253 03-3639-1250 その他

正会員 11293 ㈱Ｐ＆Ｊ 東京都 渋谷区 https://www.pandj.co.jp/ 03-5468-0081 03-5468-0083 製造 卸

正会員 11866 ㈱ビイヴアス 新潟県 十日町市 025-752-5330 025-752-6521 卸

正会員 12227 ㈱Ｂ．Ｌ．Ｓ． 山梨県 甲府市 http://bls-bell.com 055-269-8805 055-269-8806 製造

正会員 10693 ㈱ビイク 東京都 台東区 03-3831-3157 03-3835-4037 卸

正会員 11714 ㈲Ｐ・Ｊ中村インターナショナル 東京都 台東区 03-3833-5527 03-3833-5527 卸 小売 輸出 輸入

正会員 11092 ㈱ピース 山梨県 笛吹市 pe-ce.co.jp 055-262-4947 055-230-5022 製造 卸

正会員 11962 ㈱ビー・ビー・アイ 兵庫県 神戸市中央区 http://bbi-kobe.jp/ 078-891-6754 078-891-6750 製造 輸出 輸入

正会員 11016 ㈱ビエーン 大阪府 大阪市 06-6265-3261 06-6265-3271 卸

正会員 10658 ㈱ヒグチ 大分県 大分市 www.higuchi-inc.com 097-532-2446 097-536-0211 卸 小売

正会員 11432 ㈱樋口 山梨県 甲府市 0552-26-7111 0552-28-3443 卸

正会員 10660 ＢＩＣＯ・ＧＨＩ㈱ 東京都 港区 http://www.bico-ghi.co.jp/ 03-3409-0753 03-3409-8130 卸

正会員 11753 ㈱ヒコジュエリーデザインアート 東京都 新宿区 www.hikojewelry.co.jp/ 03-5312-1170 03-5312-1171 製造 卸

正会員 12097 ㈱ビジュ　アスカ 愛知県 名古屋市名東区 http://www.bijou-asuka.com 052-774-2626 052-774-5861 小売

正会員 11263 ㈱ビジュ・アドーラ 東京都 中央区 03-3520-8900 03-3520-8900 製造 卸 小売

正会員 12287 ㈱ビジュードエム 東京都 港区 http://www.bijou-de-m.com 03-6427-3624 03-6427-3654 卸 小売 輸出
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正会員 12184 ㈱ビジュエル 埼玉県 久喜市 http://www.bejewel.co.jp 0480-21-9299 0480-21-8399 卸

正会員 11302 ㈲美術工芸松崎 東京都 新宿区 03-3341-8061 03-3341-8097 製造

正会員 11459 ㈱ＢＩＪＯＵＴＥＲＩＥ　ＹＯＳＨＩＤＡ 岐阜県 関市 http://1jc-bjy.com 0575-22-0655 0575-22-0655 小売

正会員 10778 ㈱ビセイ 愛知県 名古屋市 http://www.bisei.co.jp/ 052-321-2231 052-321-2316 製造 卸 輸入

正会員 11202 ㈱美創 山梨県 甲府市 https://biso-craft.jp/ 0552-37-4800 0552-37-4888 製造

正会員 11835 ㈲ビッタァルトレーディングカンパニー 山梨県 甲府市 http://www.vithaltrading.jp/ 055-242-7801 055-242-7802 卸 輸出 輸入

正会員 12215 ㈱ＨＩＮＯＤＥ　ＢＯＵＥＫＩ 神奈川県 横浜市中区 www.pashminaboueki.com 045-264-4026 045-264-4026
正会員 10666 ㈱日冨美 東京都 文京区 03-3947-6123 03-3947-6610 卸

正会員 10669 ㈲美宝堂 長崎県 佐世保市 0956-24-5688 0956-24-5689 製造 小売

正会員 11329 ㈱美宝堂 東京都 世田谷区 http://www13.plala.or.jp/BIHODO/ 03-3701-7832 03-3701-1224 小売

正会員 11208 ㈱日向宝飾 山梨県 甲府市 055-243-3141 055-241-4923 卸

正会員 11802 ㈱平井アート 愛媛県 松山市 https://hiraiart-gallery.jp/ 089-932-8440 089-932-8441 卸 小売

正会員 11972 ㈱平野貿易 東京都 千代田区 03-6811-7508 03-6811-7509 卸

正会員 10684 ㈱ＨＩＲＡＭＡＴＳＵホールディングス 東京都 台東区 https://www.k-hiramatsu.jp/ 03-3836-1278 03-3836-1089 製造 卸 輸入

正会員 11132 ㈱廣瀬商会 東京都 台東区 03-3834-3858 03-3834-3860 卸

正会員 12156 ㈱廣畑 東京都 台東区 http://www.hirobata.com 03-3836-2357 03-3836-3541 卸

正会員 12270 ファー・イースト・ジェム㈲ 東京都 台東区 03-3835-1463 03-3837-5145 卸

正会員 11955 ㈱ファイト 大阪府 大阪市中央区 06-6245-1011 06-6245-1012 卸

正会員 12226 ㈲ＦＵＮ　ＡＲＴＳ　ＴＲＡＤＩＮＧ 愛知県 豊田市 http://shop.gemstone.co.jp 03-6885-8167 03-6885-8167 製造 卸 小売 輸出 輸入

正会員 12072 ㈱フィール 兵庫県 西宮市 http://jewelry-feel.jp 0798-34-9885 0798-34-9883 製造

正会員 12193 ㈱フィオーレ 大阪府 大阪市中央区 06-4704-3448 06-4704-3449 卸

正会員 11232 フェスタリアホールディングス㈱ 東京都 品川区 https://www.festaria.co.jp/ 03-6633-6869 03-6633-7092 小売

正会員 11412 ㈱フォースター 東京都 台東区 03-3835-0353 03-3835-0355 製造 卸 輸入

正会員 11889 ㈱ＦＯＲＴＥ 長崎県 長崎市 095-826-2506 095-826-6583 製造 卸

正会員 10690 ㈱福井ダイヤモンド貿易 神奈川県 横浜市青葉区 http://www.fukuidiamond.com/ 045-875-6141 045-875-6141 製造 卸 輸入

正会員 10691 ㈱福井屋商事 東京都 台東区 03-3836-0128 03-3836-9266 卸

正会員 11848 ㈱フクヤ 兵庫県 神戸市中央区 http://www.sirena-azzurro.com/ 078-321-1505 078-321-1509 小売

正会員 11186 ㈱福和宝石 大阪府 大阪市 http://www.lehaim.co.jp/ 06-6271-8573 06-6245-6131 卸 小売 輸入

正会員 12082 ㈲富士金属工芸社 山梨県 甲府市 055-235-8222 055-237-3074 製造

正会員 11721 ㈱藤田商店 東京都 台東区 03-3834-5821 03-3834-5940 製造 卸 輸入

正会員 11622 ㈱フジミ本社 大阪府 泉大津市 www.j-fujimi.co.jp 0725-32-3184 0725-32-7966 卸

正会員 11152 ㈱フジヤ時計店 東京都 練馬区 090-4743-5145 小売

正会員 12331 ㈱扶桑宝飾 兵庫県 加古川市 https://www.fusouhousyoku.com/ 079-426-8836 079-426-3380 小売

正会員 11844 プチスギモト 静岡県 掛川市 http://puchi-sugimoto.jp/ 0537-23-4832 0537-23-5522 小売

正会員 11194 ㈲ぷらちな 神奈川県 鎌倉市 jewelplatinum.com 0467-23-3786 0467-22-8477 小売

正会員 11765 ㈲Ｆｒｉｇｇａ 東京都 世田谷区 http://frigga.jp/ 03-5490-1690 03-5490-1690 卸 小売

正会員 11783 ㈱プリパ 東京都 豊島区 http://pulipa.co.jp 03-5351-2830 小売

正会員 11846 プリモ・ジャパン㈱ 東京都 中央区 http://www.primojapan.co.jp/ 03-6226-6275 03-6226-6270 小売 輸入

正会員 10720 ㈱プリモアール 東京都 江東区 primoir.co.jp 03-5351-2801 卸 小売

正会員 10721 ㈱プリモハンズ 東京都 台東区 http://www.primohands.com/ 03-3837-5701 03-3837-5703 製造 卸

正会員 11735 ㈱プリンセス 広島県 広島市 http://www.char-jewelry.com/ 082-228-2555 082-211-1104 製造 卸

正会員 12041 ㈱ブルーム 神奈川県 横浜市 http://brandbay.jp 045-900-9010 045-900-9011 小売

正会員 10710 ㈱古屋 山梨県 甲府市 http://stonecameo.jp/ 0552-35-1203 0552-32-4707 製造 卸 輸入

正会員 11754 ㈲古屋貴石商会 山梨県 山梨市 http://furuya-kiseki.co.jp/ 055-231-0035 055-231-0037 製造 卸

正会員 10712 フルヤジュエリー㈱ 東京都 杉並区 03-3314-0101 03-3315-1712 製造 卸 小売

正会員 11902 プレシャス・シン㈱ 兵庫県 西宮市 0798-39-9041 0798-39-9041 卸 小売

正会員 12129 オーダージュエリー　プレシャス　アート　ジュエリー 東京都 練馬区 080-1075-8282 03-3978-6603 製造 小売

正会員 11394 ㈱ふれんど 東京都 台東区 03-3833-0345 03-3833-0405 製造 卸

正会員 12118 ㈱ベネフィットジャパン 東京都 江東区 03-6458-6078 03-6458-6076 卸 輸入
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正会員 12247 ＢeＢe工房 福岡県 久留米市 0942-36-0678 0942-36-0679 製造 小売

正会員 12309 ㈱ＨＥＬＩＣＡＬ　ＣＨＯＲＤ 東京都 渋谷区 https://helical-chord.com 03-5962-7867 03-6383-1256 製造 小売

正会員 10129 ㈱ベリテ 神奈川県 横浜市 www.verite.jp 045-415-8800 045-415-8809 小売

正会員 11433 ベルパールジャパン㈲ 兵庫県 神戸市 078-242-2242 078-242-1160 製造 卸 輸出

正会員 11898 ㈱ベル・フィオレ 神奈川県 横浜市都筑区 045-530-3426 045-911-3633 卸 小売

正会員 10951 ㈱宝珠 山口県 山口市 083-925-1322 卸 輸出

正会員 12065 ㈱宝正 東京都 台東区 https://www.housho.jp/ 03-3833-1674 03-3833-1669 卸 輸出 輸入

正会員 10479 宝飾工芸かざりや田口 長野県 松本市 0263-33-6218 0263-33-6218 製造 小売

正会員 11979  ㈲宝飾ホワイト 東京都 武蔵野市 http://j-white.jp/ 0422-27-5529 0422-27-5584 小売

正会員 11921 ㈱宝石時計の武内 福井県 福井市 http://www.g-takeuchi.com 0776-54-7780 0776-54-7720 小売

正会員 11970 ㈱宝石取引センター 東京都 台東区 03-3868-3613 03-3836-2305 卸

正会員 10751 ㈱ホーリ 埼玉県 さいたま市 http://www.holi.co.jp/ 048-644-6930 048-643-6088 製造

正会員 10755 ㈱ホカゾノ 鹿児島県 鹿児島市 099-226-3564 099-226-3572 卸

正会員 10745 保坂貴金属㈱ 山梨県 甲斐市 0552-78-1222 0552-78-1224 卸

正会員 11035 ㈱ホッタ 東京都 中央区 hotta-group.co.jp 03-5148-2170 03-5148-2173 卸

正会員 11498 ㈱ほほえみブレインズ 東京都 中央区 http://www.hohoemi.co.jp/ 03-6426-7500 03-5565-1110 製造 卸 輸入

正会員 10753 ㈱堀野商店 東京都 千代田区 03-3539-3571 03-3593-8288 卸

正会員 12232 ㈱ポンテヴェキオ　ホッタ 東京都 港区 www.pontevecchio.jp 03-6872-6101 03-6872-6105 小売

正会員 12058 ㈱マサキ珊瑚 高知県 高知市 http://www.masaki-coral.com/index.htm 088-824-8338 088-824-6637 製造 卸

正会員 10764 ㈱松井商会 大分県 別府市 https://www.matsuishokai.net/ 0977-22-4045 0977-23-3226 製造 卸 小売

正会員 12265 ㈱マックスガイ 東京都 中央区 03-6262-1243 03-6262-1244 小売 その他

正会員 10981 松田産業㈱ 東京都 新宿区 http://www.matsuda-sangyo.co.jp/index02.html 03-3345-0811 03-3345-8605 その他

正会員 12308 ㈲マツヤマ 京都府 亀岡市 https://www.matsuyamanet.com/ 0771-25-0288 0771-25-0283 小売

正会員 12216 ＭＡＨＡＭＡＮＩ　ＧＥＭＳ㈲ 東京都 台東区 03-5818-1527 03-5818-1527 製造 卸 輸入 その他

正会員 11656 ㈱摩椰貿易 兵庫県 姫路市 0792-85-0151 0792-85-0740 卸

正会員 10789 ㈱繭山龍泉堂 東京都 千代田区 http:/www.mayuyama.co.jp 03-3591-6655 03-3591-6678 小売

正会員 11715 ㈱マリン 愛知県 名古屋市 https://houseki-marine.jp/ 052-563-2555 052-563-7609 製造 卸 小売

正会員 11239 ㈱マリンド 大阪府 大阪市 https://marind.co.jp/ 06-6266-2771 06-6266-2788 製造 卸

正会員 10788 ㈱丸嘉 東京都 中央区 03-3571-0588 03-3571-0589 小売

正会員 12130 マルカ・アミット　ジャパン㈱ 東京都 台東区 https://www.malca-amit.com/ 03-5818-6700 03-5818-5656 その他

正会員 11189 ㈱丸善 大阪府 大阪市 maruzen-j.co.jp 06-6251-4114 06-6251-1313 製造 卸

正会員 11551 ㈱マルブン百瀬 山梨県 甲府市 055-233-2824 055-233-2897 製造

正会員 11912 ㈱丸山宝飾 東京都 台東区 www.mq-gem.jp 03-3835-4888 03-3835-4713 卸

正会員 12314 ㈱萬時 京都府 京都市東山区 https://www.manji-kyoto.com 075-366-4739 075-366-4739 製造 卸 小売

正会員 10793 ㈱ミカミ 東京都 文京区 03-3823-1301 03-3822-7808 製造 卸

正会員 11956 ㈲美貴 徳島県 徳島市 088-655-8855 088-654-1714 卸 輸入

正会員 12012 ㈲美貴 愛知県 碧南市 0566-42-8175 0566-48-0043 小売

正会員 10375 ㈱ミキモト装身具 東京都 目黒区 https://www.mikimoto-jf.co.jp/ 03-3463-9221 03-3496-0829 製造 卸 輸入

正会員 10803 ㈱水溪 愛知県 名古屋市 http://www.mizukei.co.jp/ 052-261-2641 052-261-7093 製造 卸 輸入

正会員 12061 水野ハンディー・ハーマン㈱ 東京都 台東区 http://www.mhh.co.jp 03-3844-6161 03-3844-6150 製造

正会員 11530 美珠パール㈱ 三重県 伊勢市 mitama-pearl.com 0596-23-2454 0596-25-0571 製造 卸

正会員 10810 ㈱みつわ 東京都 中央区 http://www.mitsuwaj.jp/ 03-3572-5015 03-3574-9529 製造 卸 輸出 輸入

正会員 10809 ㈱美津和 愛知県 名古屋市 mitsuwa.co 052-931-3138 052-931-3383 卸

正会員 12223 ㈱ミドリヤ 埼玉県 川越市 www.rakuten.ne.jp/gold/phase-783 049-224-2200 049-224-7776 小売 輸出 その他

正会員 12238 ㈱峰 東京都 文京区 03-3812-4830 03-3812-4830 卸 小売 輸出 輸入

正会員 10815 ㈱三鳩 東京都 北区 http://www.mihato-e.com/ 03-3821-3312 03-3823-6790 製造 卸 輸出

正会員 11253 ㈱三原真珠 東京都 台東区 http://www.mihara-pearl.co.jp/ 03-3835-8702 03-3835-8380 卸

正会員 11060 ㈱ミマ・ジュリー 東京都 豊島区 www.mima-j.jp 03-3947-8001 903-3947-8662 製造

正会員 11122 ㈱三松　営業本部 東京都 渋谷区 https://www.mimatsu-group.co.jp/ 03-6810-8800 03-6447-2818 小売

14/17



日本ジュエリー協会　会員一覧 2022年12月現在（正会員50音順＋賛助会員）

会員種別 会員No. 会員名 都道府県 市区町村 URL TEL FAX おもな業態
正会員 12313 ㈱三村時計店 広島県 福山市 http:j-mimura.co.jp 084-923-0899 084-923-0913 卸 小売

正会員 10816 ㈱宮川貴金属製作所 福岡県 福岡市 miyagawakikinzoku.web.fc2.com 092-431-7161 092-431-5308 製造 小売

正会員 12009 ㈱三宅時計舗 京都府 京都市上京区 http://www.miyake1892.com 075-461-1035 075-461-1036 小売

正会員 11034 ㈱ミヤコヤ 新潟県 長岡市 www.housekinomiyakoya.co.jp 0258-36-2020 0258-32-1616 小売

正会員 10821 ㈱ミユキ 東京都 台東区 miyukigroup.com 03-3836-4331 03-3836-3633 製造 卸 輸出 輸入

正会員 11720 ㈱明星宝飾 山梨県 甲府市 myoujyou.co.jp 055-228-7676 055-228-7679 製造 卸

正会員 12315 ㈱ミルク 大阪府 大阪市中央区 https://www.eteweb.com/ 06-6271-5655 06-6271-5755 製造 卸 小売

正会員 12231 ムスベル㈱ 東京都 新宿区 https://paix-chouette.jp/ 03-6912-5841 03-6912-7435 小売

正会員 12010 ㈲むら 東京都 練馬区 03-5946-3888 03-5946-3887 小売

正会員 10827 ㈱ムラオ 東京都 千代田区 www.murao.com 03-3251-2428 03-5296-9221 製造 卸

正会員 11733 村田宝飾㈱ 愛媛県 松山市 http://www.murata-jewelry.co.jp/ 089-941-4135 089-946-1971 製造 卸 輸入

正会員 10835 ㈱明光 兵庫県 神戸市 078-271-0350 078-271-0355 卸

正会員 11911 ㈱明治堂 山梨県 甲府市 http://meijido.co.jp/ 055-235-2551 055-235-2554 卸

正会員 11438 ＭＡＹ　ＪＥＷＥＬＲＹ㈲ 東京都 中央区 https://www.mayjewelry.jp/ 03-3668-0571 03-3668-0634 卸 輸入

正会員 10122 ㈱メックインターナショナル 東京都 港区 https://www.uchihara.com/profile/profile.html 03-6439-1201 03-6439-1202 卸 輸出

正会員 11111 ㈱望月貴石貿易 山梨県 甲府市 http://www.mochizuki-jewels.com/ 055-222-8881 055-222-8884 卸 小売 輸入

正会員 12121 ㈱望月商会 山梨県 甲府市 055-237-0355 055-226-1670 製造 卸

正会員 10839 ㈱望月英之商会 山梨県 甲府市 http://www.mz-c.jp/ 0552-35-1435 0552-35-0405 卸

正会員 12067 ㈱望月宝飾 山梨県 甲府市 https://mochizukihoushoku.co.jp/ 055-226-1677 055-226-1698 卸

正会員 12187 ㈱ものばんく 山口県 下関市 http://monobank.jp/ 083-234-1234 083-233-1178 卸 輸出

正会員 11088 ㈱森銀 山梨県 甲府市 http://www.morigin.co.jp/ 0552-41-6611 0552-41-7988 製造

正会員 11796 ㈱モリス 京都府 京都市 https://www.morisruby.com/ 075-254-3842 075-254-3841 製造 卸 小売 輸入

正会員 10847 ㈱森パール 東京都 中央区 www.moripearl.co.jp 03-3246-1491 03-3243-0287 卸

正会員 12116 ㈱モリプランニング 東京都 江東区 https://www.moriplanning.jp/ 03-3636-4173 03-3636-4172 製造 卸 小売 輸出 輸入

正会員 11906 ㈲モンビジュ 東京都 台東区 03-5807-5336 03-5807-5337 製造 卸

正会員 12225 ㈱ヤック 山形県 山形市 www.casmine.com 023-632-0089 023-625-0089 製造 卸 輸出

正会員 10875 ㈱柳澤商会 山梨県 甲府市 http://yja.or.jp/img/common/ico_arrow_link.gif 055-233-2919 055-233-7234 製造 卸

正会員 11851 ㈱矢野 富山県 高岡市 0766-24-7744 0766-24-7169 卸

正会員 10854 やぶ内時計舗 大阪府 大阪市 https://www.yabuuchi.co.jp/ 06-6211-1050 06-6253-6150 小売

正会員 11275 ㈱ヤマ 東京都 台東区 www.jewelry-yama.co.jp 03-5826-8298 03-3834-8870 卸

正会員 10856 ㈱ヤマグチ貴工 東京都 台東区 03-3832-1405 03-3832-1406 その他

正会員 11439 ㈲ヤマト 神奈川県 横浜市 http://www.yokohama-yamato.com/ 045-453-3881 045-442-0455 小売

正会員 10862 ㈱ヤマトジュエリー商会 大阪府 大阪市 06-6252-3795 06-6244-1566 卸 輸入

正会員 12096 ㈱ヤマノホールディングス 東京都 渋谷区 http://www.yamano-nd.com/ 03-3378-2951 03-3378-2957 小売

正会員 11771 ㈲山本真理デザインオフィス 東京都 千代田区 03-3291-5068 03-3291-5065 製造 卸

正会員 10877 ㈱ユアサ 京都府 京都市 075-842-0115 075-821-0517 卸

正会員 11657 ㈱ユーツーアソシエイツ 東京都 港区 http://www.yumiko-jd.com/ 03-5410-5311 03-5410-5315 卸

正会員 11893 ㈱ユウビドウジェム 大阪府 大阪市中央区 06-6281-9922 06-6241-0923 卸

正会員 11918 優宝 大阪府 大阪市中央区 http://annoluce.jp/ 06-6282-6166 06-6282-6646 製造 卸 小売

正会員 12069 ㈱ユニズン・マヌファクチャリング 山梨県 甲府市 055-227-6355 055-227-6365 卸 輸出 輸入

正会員 12330 ㈲ゆびわ工房ジェイ 福井県 福井市 https://www.shiawase-yubiwa.jp/ 0776-23-6986 製造 小売

正会員 10882 ㈱ヨウジ 広島県 福山市 0849-22-6153 0849-21-0428 卸

正会員 11741 ㈱ＹＯＳＨＩＫＩ　Ｒｅ． 大阪府 大阪市中央区 06-6243-4343 06-6243-4040 製造 輸出

正会員 11539 ㈱ヨシキン 福岡県 福岡市南区 http://www.j-yoshikin.com 092-555-3986 092-555-3984 小売 輸入

正会員 10885 ヨシディア㈱ 東京都 台東区 www.yoshidia.com 03-3835-2415 03-3836-1293 製造 卸 輸入

正会員 12213 嘉友㈱ 埼玉県 川口市 080-4073-9666 卸 小売

正会員 11525 ㈱ヨシヨシ 東京都 台東区 https://yosiyosi.co.jp/ 03-5817-0004 03-5817-0005 製造 輸入

正会員 12125 ＬＩＦＥ㈱ 東京都 新宿区 03-5909-8567 03-5909-8568 卸

正会員 12018 ラウンジデザイナーズ㈱ 東京都 豊島区 http://www.kinkaimasu.jp/ 03-5985-0388 03-5985-0390 小売 輸出 その他
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正会員 12327 ラゴーブジェムス㈱ 東京都 台東区 http://www.raghav-gems.com 03-3831-2037 03-3831-2038 卸 輸出 輸入

正会員 11572 ラザール・キャプラン・ジャパン・インク東京支店 東京都 台東区 03-3839-7421 03-3839-7439 卸 輸入

正会員 10896 ㈱ラッキー商会 山梨県 甲府市 www.j-lucky.co.jp 055-237-7272 055-235-0952 製造 卸

正会員 12235 ラディアント　インターナショナル㈱ 東京都 台東区 03-5818-3935 03-5817-4525 卸 輸入

正会員 11374 ラ・パール・ドリエント㈱ 兵庫県 神戸市 www.kcc.zag.ne.jp/ 078-291-5088 078-291-5818 製造 卸 小売 輸入

正会員 11878 ㈱ラビオストレーディング 大阪府 大阪市中央区 http://labios.jp 06-4704-4400 06-4704-4401 卸 輸出 輸入

正会員 10495 ㈱リッツ 東京都 中央区 www.riz-jewelry.co.jp 03-3571-1789 03-3571-1799 製造 卸 小売 輸入

正会員 12321 ㈱リフール 東京都 目黒区 03-6303-2393 03-6303-3947 製造

正会員 11867 ㈱リベラ商会 兵庫県 尼崎市 bekkodo.com 06-6412-4797 06-6412-4797 卸

正会員 11437 ㈱リューツウ 東京都 台東区 03-3832-7620 03-3832-8690 小売

正会員 12102 ㈲隆鳳 東京都 台東区 03-3832-7708 03-3832-7730 卸 小売

正会員 12181 ㈲ルーチェミヤ 東京都 世田谷区 http//www.lucemiya.co.jp/ 03-5716-3662 03-5716-3662 製造 卸

正会員 11297 ㈱ルキナ 東京都 港区 www.lukina.jp 03-3573-1821 03-3572-3066 製造 卸 輸入

正会員 10351 ルナ㈱ 東京都 江東区 03-5646-6855 03-5646-6856 製造 卸 小売 輸入

正会員 11858 ㈲ルネッサンス・ジェム 大阪府 大阪市北区 http://www.renaissance-gem.jp/ 06-6535-8346 06-6535-8347 製造 卸

正会員 10901 ㈱レ・ジュワイヨ　Ｄａｉｉｃｈｉ 兵庫県 西脇市 http://www.j-daiichi.com/ 0795-22-2006 0795-23-6109 小売

正会員 11698 レコンジェムジャパン㈱ 山梨県 甲府市 055-227-8891 055-227-8890 卸 輸入

正会員 12221 ㈱レフォルメ 東京都 文京区 http://www.leforme.jp 03-5818-6789 03-5818-6790 製造 卸

正会員 12290 ロイヤル・カラー㈱ 東京都 台東区 03-5829-8487 03-5829-8246 卸 輸出 輸入

正会員 11556 ㈲ロイヤルトレイディング 山梨県 甲府市 055-226-1222 055-224-2207 製造 卸

正会員 11228 ㈱ロージィブルー 東京都 台東区 https://www.rosyblue.com/ 03-3836-7088 03-3836-7099 卸 輸入

正会員 12203 ㈱碌山 東京都 中央区 http://www.rokuzan.co.jp 03-3231-0211 03-3231-0333 卸 小売 輸出 輸入

正会員 12176 ロズウェイ㈱ 大阪府 箕面市 http://www.rosway.co.jp 072-726-1817 072-726-2451 製造 卸 小売

正会員 11763 ㈲ロリンザー 大阪府 大阪市 06-6281-0090 06-6281-1012 輸入

正会員 12261 Ｙ＆Ｒ　ＧＥＭＳ 大阪府 大阪市中央区 06-6241-9758 06-6241-9758 製造 卸 輸出 輸入

正会員 12256 ㈱ワイ・エー・ワイ 山梨県 甲府市 055-230-1525 055-230-1554 製造 輸出 輸入

正会員 11504 ㈱ワイ・ジュエリー 山梨県 甲府市 0552-27-9125 0552-27-8469 製造 卸 輸入

正会員 11693 ㈲ワイティーストーン 東京都 台東区 03-3833-5184 03-3833-5183 卸 輸入

正会員 12048 ㈱ＹＴジェムコ 東京都 渋谷区 http://www.ytjemco.co.jp 03-3377-7444 03-3377-7445 卸 輸出 輸入

正会員 10909 ㈱和光 東京都 中央区 https://www.wako.co.jp/ 03-3562-2111 03-3562-2214 小売

正会員 12276 ㈱和心貿易 東京都 台東区 https://washin-t.jimdofree.com 03-6284-2398 03-6284-2398 卸 輸出

賛助会員 30002 （一社）日本真珠振興会 東京都 中央区 http://jp-pearl.com/ 03-6231-0265 03-6231-0266 その他

賛助会員 30003 水野学園　ヒコ・みづのジュエリーカレッジ 東京都 渋谷区 https://www.hikohiko.jp/ 03-3499-0300 03-3499-0343 その他

賛助会員 30005 一般社団法人日本時計輸入協会 東京都 中央区 http://www.tokei.or.jp/ 03-3270-5901 03-3270-5980 その他

賛助会員 30013 （一社）日本金地金流通協会 東京都 千代田区 https://www.jgma.or.jp/ 03-5207-5371 03-3254-8663 その他

賛助会員 30015 ㈱中央宝石研究所 東京都 台東区 http://www.cgl.co.jp/ 03-3836-1627 03-3832-6861 その他

賛助会員 30018 公益社団法人日本ジュエリーデザイナー協会 東京都 中央区 www.jjda.or.jp 03-3523-7344 03-3523-7346 その他

賛助会員 30021 学校法人原宿学園 東京都 渋谷区 https://www.tda.ac.jp/ 03-3475-0171 03-3478-2420 その他

賛助会員 30022 全国宝石卸商協同組合 東京都 03-5823-1193 03-5823-1195 その他

賛助会員 30024 山梨県水晶宝飾協同組合 山梨県 甲府市 https://yja.or.jp/ 055-232-7571 055-232-8935 その他

賛助会員 30025 東京時計産業連盟 東京都 文京区 03-3832-1316 03-3832-1318 その他

賛助会員 30026 全日本宝石時計眼鏡協同組合 東京都 台東区 http://jjn.gr.jp/jj/ 03-5812-0811 03-5812-0818 その他

賛助会員 30027 タヒチパールプロモーション 東京都 中央区 http://www.tahitipearl.jp/ 03-3538-4700 03-3538-4701 その他

賛助会員 30028 協同組合日本ゴールドチェーン 東京都 品川区 www.sophy.co.jp 03-3458-2011 03-3458-2089 その他

賛助会員 30029 東京ダイヤモンドエクスチェンジクラブ（㈱ティーディーイー） 東京都 台東区 http://tdenet.co.jp/ 03-3831-6775 03-3839-4645 その他

賛助会員 30030 ジュエリー製造団体等協議会 東京都 台東区 03-3836-1704 03-3836-1755 その他

賛助会員 30031 日本珊瑚商工協同組合 高知県 高知市 http://www.japan-coral.net/ 088-826-1050 088-826-1054 その他

賛助会員 30032 日本真珠輸出加工協同組合 東京都 中央区 http://www.japan-pearl.jp/ 03-3562-5011 03-3562-5012 製造 卸

賛助特別 40001 プラチナギルドインターナショナル㈱ 東京都 千代田区 http://www.preciousplatinum.com/ 03-3597-0251 03-3597-0252 その他
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会員種別 会員No. 会員名 都道府県 市区町村 URL TEL FAX おもな業態
賛助特別 40004 ＲＸ　Ｊａｐａｎ㈱ 東京都 新宿区 https://www.rxjapan.jp/ 03-3349-8501 03-3349-8599 その他

賛助特別 40005 ㈲ジュエリー保険サービス 東京都 台東区 www.jhs-ins.co.jp/ 03-5816-3688 03-5816-6107 その他

賛助特別 40006 インフォーマ　マーケッツ　ジャパン㈱ 東京都 千代田区 https://informamarketsjapan.com/ 03-5296-1020 03-5296-1018 その他

17/17


