ﾆｭｰﾄﾗﾙｹｱﾐｽﾄ取り扱い店舗一覧
[東京都]
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東京

店舗住所

東京都渋谷区宇田川町21-1 ２階
03-3462-3807
東京都千代田区丸の内3-8-3 有楽町インフォス1階
ロフト
有楽町ロフト
03-5223-6210
東京都世田谷区玉川2-23-1 二子玉川ライズDogwood Plaza5F
ロフト
二子玉川ロフト
03-5716-6210
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1 イナリヤビル１Ｆ
ロフト
吉祥寺ロフト
0422-23-6210
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 タイムズスクエアビル3F
東急ハンズ 東急ハンズ新宿店
03-5361-3231
東京都中央区銀座2-2-14 マロニエゲート5F
東急ハンズ 東急ハンズ銀座店
03-3538-0109
東京都豊島区東池袋1-28-10
東急ハンズ 東急ハンズ池袋店
03-3980-6111
東京都調布市仙川町1-18-14 フレンテ仙川B1F
東急ハンズ ハンズビー フレンテ仙川店
03-5314-3051
東京都中野区中野3-34-28 中野マルイ３階
東急ハンズ ハンズビー 中野マルイ店
03-3229-1217
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺 地下1階
東急ハンズ ハンズビー アトレ吉祥寺店
0422-22-2343
東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 西武新宿４階
東急ハンズ ハンズビー 西武新宿ペペ店
03-3202-0109
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺 地下1階
東急ハンズ ハンズビー アトレ吉祥寺店
0422-22-2343
東京都港区高輪3-26-26 ウイング高輪イースト１F
ショップイン ショップイン ウイング高輪店
03-3473-6685
東京都中央区銀座西2-2先 銀座インズ2内 プチプチマルシェ
ショップイン ショップイン 銀座インズ店
03-3562-9710
東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿５階
ショップイン ショップイン アトレ恵比寿店
03-5475-8393
東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住店５階
ショップイン ショップイン ルミネ北千住店
03-3879-1163
東京都豊島区西池袋３－２８－１３ マルイシティ池袋 １Ｆ
ショップイン ショップイン マルイシティ池袋店
03-5957-5960
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャインシティアルパB1F
ショップイン ショップイン 池袋サンシャインシティ店
03-5979-8690
新宿区西新宿1-1-3 小田急ミロード３Ｆ
ショップイン ショップイン 新宿ミロード店
03-3349-5660
東京都杉並区阿佐谷南３－５８－１
ショップイン ショップイン 阿佐ヶ谷ダイヤ店
03-5327-3778
東京都墨田区錦糸１－２－４７ 錦糸町ＴＥＲＭＩＮＡ２ １階
ショップイン ショップイン 錦糸町テルミナ２店
03-3624-2130
東京都杉並区上荻1-7-1 ルミネ荻窪３階
ショップイン ショップイン ルミネ荻窪店
03-3393-5515
東京都町田市原町田6-2-6 町田modi1F
ショップイン ショップイン 町田モディ店
042-726-1180
東京都千代田区神田駿河台4-3 お茶の水サンクレール 1F
ショップイン ショップイン お茶の水サンクレール店
047-425-0700
東京都国立市東1-4-10 ホワイトパレスビル１Ｆ
ショップイン ショップイン 国立駅店
042-574-7585
東京都中央区銀座5-3-1 ソニービルB２階
プラザ
ＰＬＡＺＡ ＧＩＮＺＡ
03-3575-2528
東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿４階
プラザ
プラザ アトレ恵比寿店
03-5475-8344
東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住店６階
プラザ
プラザ ルミネ北千住店
03-5813-0311
東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋店５階
プラザ
プラザ ルミネ池袋店
03-5957-0211
渋谷区道玄坂1-12-5 渋谷マークシティ マークシティモールウエスト
プラザ
プラザ 渋谷マークシティ店
B1F
東京都八王子市旭町9-1 八王子東急スクエア 5F
プラザ
プラザ ルミネ八王子東急スクエア店 042-643-8351
東京都品川区大井1-2-1 アトレ大井町２Ｆ
プラザ
プラザ アトレ大井町店
03-5718-0811
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺 B1F
プラザ
プラザ アトレ吉祥寺店
0422-22-0601
東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ 本館5F
ローズマリー ローズマリー 池袋パルコ店
03-5391-8405
東京都調布市小島町1-38-1 調布パルコ 3F
ローズマリー ローズマリー 調布パルコ店
042-489-5149
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ 4F
ローズマリー ローズマリー 吉祥寺パルコ店
042-221-8853
東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル B1F
ローズマリー ローズマリー 日比谷シャンテ店
03-3508-1550
東京都西東京市ひばりが丘1-1-1 ひばりが丘パルコ 3F
ローズマリー ローズマリー ひばりが丘パルコ店
042-425-5175
東京都多摩市落合1-46-1 多摩センター三越 1F
ローズマリー ローズマリー 多摩センター三越店
042-338-1222
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川
シャンドエルブシャンドエルブ 品川店
03-6717-0916
東京都北区東田端1丁目17番2号 アトレヴィ田端2F
シャンドエルブ シャンドエルブ 田端店
03-5832-7733
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-9-24 アトレ吉祥寺1203
シャンドエルブシャンドエルブ 吉祥寺店
0422-22-1684
ロフト

渋谷ロフト

東京

シャンドエルブ シャンドエルブ

阿佐ヶ谷店

東京

シャンドエルブ シャンドエルブ

四谷店

東京 シャンドエルブシャンドエルブ

新橋店

東京

シャンドエルブ シャンドエルブ

上野店

東京

シャンドエルブ シャンドエルブ

飯田橋店

東京

シャンドエルブ シャンドエルブ

秋葉原店

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

＠コスメ
ストア
＠コスメ
ストア
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アクア
ファーマシー

東京

丘の上薬局

東京

丘の上薬局

東京

美のガーデン

東京

美のガーデン

東京

ヨドバシカメラ

東京

ヨドバシカメラ

東京

ドンキホーテ

＠コスメストア ルミネエスト新宿店
＠コスメストア ルミネ池袋店
アインズ＆トルペ 東京駅店
アインズ＆トルペ 原宿ｸｴｽﾄ店
アインズ＆トルペ 自由が丘店
アインズ＆トルペ 下北沢店
アインズ＆トルペ 池袋西武店
アインズ＆トルペ 中野店

東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-36-1 ディラ阿佐ヶ谷内
03-5356-6530
東京都新宿区四谷1-5-25 アトレ四谷2F
03-3359-5463
東京都港区新橋2-17-14 JR新橋駅B1F
03-5568-0211
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野5100
03-5826-5890
東京都千代田区飯田橋4-10-1 飯田橋セントラルプラザ１Ｆ
03-5225-2008
東京都千代田区外神田1-17-6 ｱﾄﾚ秋葉原3130
03-5289-3853
東京都新宿区新宿３丁目38番１号 フロアB２階
03-5369-3355
東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋店７階
03-5928-5127
東京都千代田区丸の内-1-9-1東京駅一番街１階
03-3212-5280
東京都渋谷区神宮前1-13-14 原宿クエストビル1F＆B1F
03-5775-0561
東京都目黒区自由が丘2丁目10-8 自由が丘エヌケービル1Ｆ
03-5726-3330
東京都世田谷区北沢2丁目15-14（マルイアウトレット様跡）
03-5433-8311
東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店（南ゾーン）地下1F～2F
03-5949-2745
東京都中野区中野4-10-1中野セントラルパーク東棟

東京都調布市小島町2丁目48-26 調布サウスゲートビル1Ｆ
042-485-0560
東京都八王子市南大沢2丁目1-6 フレンテ南大沢3階
アインズ＆トルペ ﾌﾚﾝﾃ南大沢店 042-676-7722
東京都世田谷区玉川2丁目21番1号二子玉川ライズ S.C. タウンフロント
トルペ 二子玉川ライズ店
5F
東京都立川市柴崎町3-1-1 ecute立川3階
トルペ エキュート立川店
042-527-6166
神奈川県相模原市橋本3-28-1 ミウイ橋本1F
アクアファーマシー
042-700-7560
東京都多摩市関戸4－72 OPA １F
丘の上薬局 聖蹟桜ヶ丘店
042－356－3222
東京都調布市東つつじヶ丘1-2-4 OGビル1F
丘の上薬局 つつじヶ丘店
03-3308-2068
東京都江戸川区東葛西9-3-3 イトーヨーカドー葛西店内
美のガーデン イトーヨーカドー葛西店
043-5675-1011
東京都大田区大森北2-13-1イトーヨーカドー大森店
美のガーデン イトーヨーカドー大森店
03-5762-0111
東京都千代田区神田花岡町1-1 3階
ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba店03-5209-1010
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-19-1 2階
ヨドバシカメラ マルチメディア吉祥寺 0422-29-1010
東京都八王子市中町1-3
MEGAドン・キホーテ 八王子駅前店
042-646-3810

アインズ＆トルペ 調布店

[北海道]

北海道札幌市中央区南一条西3-3 札幌パルコ 本館B1F
011-214-2070
北海道札幌市中央区大通西3丁目 ODORI BISSE地下2階
アインズ＆トルペ 大通ビッセ店
011-210-6611
北海道札幌市中央区大通西3丁目１１番地 北洋ビルB２階
アインズ＆トルペ 地下街店
011-252-2201
北海道札幌市中央区南４条西４丁目１番ススキノラフィラ１階 (旧ロビン
アインズ＆トルペ ｽｽｷﾉﾗﾌｨﾗ店
ソンビル) 011-531-2101
札幌市北区北6条西2丁目1－7パセオイースト1階（札幌駅内札幌パセオ
アインズ＆トルペ 札幌パセオ店
1階）
北海道札幌市中央区南３条西４丁目１２アルシュビルB2階
アインズ＆トルペ アルシュ店
011-280-3033
北海道札幌市中央区南１条西27丁目 マルヤマクラス
アインズ＆トルペ ﾏﾙﾔﾏｸﾗｽ店
011-616-6516
北海道札幌市北区北40条西４丁目2番１５号(東光ストア内１階)
アインズ＆トルペ 麻生店
011-717-7189
北海道札幌市西区琴似１条４丁目2番１８号 紀伊国屋ビル１階
アインズ＆トルペ 琴似店
011-632-9230
北海道札幌市豊平区月寒中央通り７丁目６－２０
アインズ＆トルペ 月寒中央店
011-856-9770
北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７－３ ｶﾃﾌﾞﾘ新さっぽろB階
アインズ＆トルペ ｶﾃﾌﾞﾘ新さっぽろ店011-802-2330
札幌市厚別区厚別中央2条5丁目6-2 新さっぽろアークシティ duo-1 2F
アインズ＆トルペ 新さっぽろDUO店 011-892-3830
北海道札幌市北区北6条西4丁目3番 パセオ1F ファクトリーランド
クレアーレ パセオ西店
011-213-5402
北海道豊平区中の島２条２丁目３－３
サッポロドラッグストアー 中の島店 011-841-8040
北海道札幌市北区北6条西5-1-22 3階
ヨドバシカメラ マルチメディア札幌店 011-808-1010
北海道小樽市稲穂2-20-1
ドン・キホーテ 小樽店
0134-33-3810

北海道 ローズマリー ローズマリー
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
アインズ＆
トルぺ
サッポロ
ドラッグ
サッポロ
ドラッグ

北海道 ヨドバシカメラ
北海道

ドンキホー
テ

[青森県]
[秋田県]
[岩手県]
[宮城県]

札幌パルコ店

宮城
宮城

ローズマリー ローズマリー
アインズ＆
トルぺ

仙台パルコ店

アインズ＆トルペ 仙台駅前店

宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台パルコ B1F
022-774-8121
宮城県仙台市青葉区中央3丁目6-1 仙台TRビル1F
022-212-5610

[山形県]
[福島県]
[茨城県]
[栃木県]
栃木
栃木
栃木
栃木
栃木
栃木

栃木県宇都宮市馬場通3-1-1 宇都宮パルコ 3F
028-611-2077
栃木県宇都宮市インターパーク6-1-1 1F
ローズマリー ローズマリー 宇都宮ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店
028-656-7868
栃木県宇都宮市駅前通り1丁目4-6 ララスクエア宇都宮1F
アインズ＆
アインズ＆トルペ
ﾗﾗｽｸｴｱ宇都宮店
トルぺ
028-600-2880
栃木県宇都宮市陽東6丁目6番6号
アミング アミング 陽東店
028-613-4001
栃木県小山市東城南4丁目1番8号
アミング アミング 小山城南店
0285-31-4006
栃木県小山市東城南4-34-7
マツモトキヨシマツモトキヨシ 小山東城南店
0285-28-2755
ローズマリー ローズマリー

宇都宮パルコ店

[群馬県]
群馬

アミング

アミング 高崎上中居店

群馬

アミング

アミング 高崎飯塚店

群馬

アミング

アミング 前橋駅南店

群馬県高崎市上中居町1600番地1
027-350-9292
群馬県高崎市飯塚町143-1
027-370-3320
群馬県前橋市南町1丁目11番1号
027-260-8600

[埼玉県]
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉
埼玉

埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60
048-646-6210
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
ロフト
新三郷ロフト
048-950-6210
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3 DOMショッピングセンター4F
東急ハンズ 東急ハンズ 大宮店
048-640-7111
埼玉県所沢市緑町1-2-1 新所沢パルコ パルコ館2F
ローズマリー ローズマリー 新所沢パルコ店
042-998-8192
埼玉県さいたま市吉敷町4-267-2 コクーン新都心店西館 2F
ローズマリー ローズマリー コクーン新都心店
048-601-0314
埼玉県さいたま市南区別所7-12-1 ビーンズ武蔵浦和１階
シャンドエルブシャン・ド・エルブ 武蔵浦和店
048-872-8922
埼玉県さいたま市大宮区錦町630番地 ルミネ１ ６階
ショップイン ショップイン ルミネ大宮店
048-631-0226
埼玉県川越市脇田町１０５番地 アトレマルヒロ６Ｆ
ショップイン ショップイン 川越アトレマルヒロ店
049-227-5065
埼玉県さいたま市大宮区６３０ ルミネ大宮店 ルミネ2 1階
プラザ
プラザ ルミネ大宮店
048-645-6033
埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目13-12 MiRiスクエア1階
アインズ＆
アインズ＆トルペ 浦和店
トルぺ
048-831-1077
埼玉県川口市栄町3丁目7-1 かわぐちキャスティ3F
アインズ＆
アインズ＆トルペ
かわぐちｷｬｽﾃｨ店
トルぺ
048-242-0630
埼玉県幸手市北2丁目5-21
マツモトキヨシマツモトキヨシ 幸手北店
0480-42-8773
三郷市天神二丁目22番地 イトーヨーカドー三郷店内
美のガーデン 美のガーデン イトーヨーカドー三郷店
048-954-1111
埼玉県上尾市緑丘3-3-11-2 PAPAﾌﾟﾘﾝｾｽ 2階
サンルージュ サンルージュ 北上尾店
048-778-1188
埼玉県さいたま市大宮区錦町630 大宮ルミネ２ ４F
ラビオ
ラビオ 大宮ルミネ店
048‐643‐1267
ロフト

大宮ロフト

[千葉県]
千葉

東急ハンズ

東急ハンズ ららぽーと船橋店

千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY北館1F
047-436-6611

千葉

東急ハンズ

東急ハンズ 柏店

千葉

ショップイン

ショップイン 丸井柏ＶＡＴ店

千葉

ショップイン

ショップイン アトレ松戸店

千葉県柏市末広町1-1 柏高島屋ステーションモール S館専門店街7階
04-7141-6111
千葉県柏市柏 １－１－１１ 丸井柏ＶＡＴ ２Ｆ
04-7163-8871
千葉県松戸市松戸1181アトレ松戸 5F
047-364-7185
千葉県船橋市西船4-27-7 Dila西船橋3階
047-420-7868
千葉県柏市末広町1-1 柏高島屋ステーションモール５階
0471-48-2159
千葉県千葉市中央区中央2-2-2 千葉パルコ 3F
043-225-4257
千葉県船橋市前原西2-18-1 津田沼パルコ A館3F
047-477-9280

千葉 シャンドエルブシャン・ド・エルブ
千葉

プラザ

西船橋店

プラザ 柏店

千葉

ローズマリー ローズマリー

千葉パルコ店

千葉

ローズマリー ローズマリー

津田沼パルコ店

千葉 マツモトキヨシマツモトキヨシ
千葉
千葉
千葉

パープル
クロス
パープル
クロス
ドンキホー
テ

柏二番街店

パープルクロス 船橋店
パープルクロス 村上店
ドン・キホーテ 市原店

千葉県柏市柏1丁目2-33
047-168-2122
千葉県船橋市本町1-5-1 ネクスト船橋１F
047-407-1011
千葉県八千代市村上南1-4-1 フルルガーデン八千代２F
047-489-5462
千葉県市原市中央区村田町898
043-305-3031

[神奈川県]
神奈川

ロフト

小田原ロフト

神奈川県小田原市中里208 ロビンソン小田原店3階
0465-48-6200
神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1
045-929-0987
神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 ダイス５階
044-230-0109

神奈川 東急ハンズ

東急ハンズ ららぽーと横浜店

神奈川 東急ハンズ

東急ハンズ 川崎店

神奈川 東急ハンズ

ハンズビークイーンズスクエア横浜店st

神奈川 東急ハンズ

ハンズビー マルイファミリー溝の口 044-811-8971
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-7 東急百貨店 たまプラーザ店 １階 イース
ハンズビー たまプラーザ店
トコート

神奈川 東急ハンズ

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-9 クイーンズスクエア横浜「アット！」１
3F

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8F

神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜 B2F
045-453-3612
神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス４階
神奈川
プラザ
プラザ 横浜ジョイナス店
045-316-2965
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1-2 ランドマークプラザ２Ｆ
神奈川
プラザ
プラザ 横浜ランドマークプラザ店 045-222-5216
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ２階
神奈川
プラザ
プラザ ラゾーナ川崎 プラザ店
044-520-9152
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 ウイング上大岡３F
神奈川
プラザ
プラザ ウイング上大岡店
045-848-7811
神奈川県鎌倉市大船1-4-1 大船ルミネウィング３階
神奈川
プラザ
プラザ ルミネ大船店
0467-48-4570
神奈川県相模原市南区相模大野4-4-3 伊勢丹相模原店Ａ館２Ｆ
神奈川
プラザ
プラザ 伊勢丹相模原店
042-766-6481
神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎 １Ｆ
神奈川
プラザ
プラザ アトレ川崎店
044-245-1866
神奈川県小田原市栄町1-1-9 小田原ラスカ4F
神奈川
プラザ
プラザ 小田原ラスカ店
0465-21-2901
神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎 ４F
神奈川 ショップイン ショップイン アトレ川崎店
044-210-0181
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-7 東急たまプラーザB1F
神奈川 ショップイン ショップイン 東急たまプラーザ店
045-903-2156
神奈川県茅ヶ崎市元町1-1 茅ヶ崎ラスカ４階
神奈川 ショップイン ショップイン 茅ヶ崎ラスカ店
0467-88-2888
神奈川県横須賀市若松町2-30 モアーズシティ1F
神奈川 ショップイン ショップイン 横須賀モアーズシティ店
046-820-4451
神奈川県相模原市橋本3-28-1ミゥイ橋本3F
神奈川 ローズマリー ローズマリー ミゥイ橋本店
042-700-7562
神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 川崎丸井店1F
神奈川 ローズマリー ローズマリー 川崎丸井店
044-200-0073
ローズマリー
相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエア B館4F
神奈川 ローズマリー
相模大野ステーションスクエア店
042-767-1220
神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 コレットマーレB1F
H&B Place Colette・Mare みなとみらい店
神奈川
H＆B
045-640-3231
神奈川県鎌倉市大船1-1-1 大船駅構内
神奈川 シャンドエルブシャンドエルブ 大船店
0467-42-8908
神奈川県相模原市中央区相模原1-1-19 イッツ３Ｆ
神奈川 サンルージュ サンルージュ 相模原店
042-759-5890
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目6-2 みなとみらいグランドセント
アインズ＆
神奈川
アインズ＆トルペ
みなとみらい店
トルぺ
ラルテラス1F 045-681-1822
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央5-1 港北TOKYU S.C. 専門店街1Ｆ
アインズ＆
神奈川
トルペ
港北東急店
トルぺ
045-948-4807
神奈川県横浜市西区北幸1-2-7 7階
神奈川 ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ マルチメディア横浜店
045-313-1010
神奈川県川崎市幸区明神町1-44-1
神奈川 ドンキホーテ ドンキホーテ PAW川崎店
044-543-1611
神奈川県小田原市栄町2-8-15
神奈川 ドンキホーテ ドンキホーテ 小田原店
0465-21-5211
神奈川

プラザ

プラザ ルミネ横浜店

[山梨県]
[長野県]
長野
長野

ローズマリー ローズマリー
アミング

松本パルコ店

アミング 稲里中央店

長野県松本市中央1-10-30 松本パルコ 2F
026-338-2115
長野県長野市稲里町中央2丁目18-6
026-286-6800

[新潟県]
新潟

アミング

アミング 新潟店

新潟

アミング

アミング 牡丹山店

新潟県新潟市中央区上所上2丁目2番23号
025-280-1150
新潟県新潟市東区牡丹山１丁目24番5号
電話番号 025-272-0011

新潟
新潟
新潟
新潟

アミング

アミング 長岡店

アミング

アミング 燕三条店

ドンキホー
テ
ドンキホー
テ

ドンキホーテ 新潟駅南店
ドンキホーテ 長岡インター店
[富山県]

富山

アミング

富山

アミング

アミング 婦中店
アミング 藤の木店

新潟県長岡市古正寺3丁目70番地
0258-25-8670
新潟県燕市井土巻2丁目48番地
0256-61-0050
新潟県新潟市中央区南笹口1-1-1
025-290-4333
新潟県長岡市福山町1078
0258-46-0311
富山県富山市婦中町西ケ丘474番地1
076-466-0700
富山県富山市町村2丁目73番地
076-493-7350

[石川県]
石川

アミング

アミング 金沢ベイ店

石川

アミング

アミング 元町店

石川

アミング

アミング 高尾店

石川

アミング

アミング 松任店

石川県金沢市無量寺第二土地区画整理事業区内17街区
076-266-3022
石川県金沢市元町2丁目10番23号
076-251-7100
石川県金沢市三馬１丁目373番地
076-280-7266
石川県白山市幸明町145番地
076-274-6321

[福井県]
福井

アミング

福井

アミング

アミング 高柳店
アミング 若杉店

福井県福井市高柳町20-15-1
0776-57-7750
福井県福井市若杉4丁目810
0776-36-2122

[静岡県]

東急ハンズ 静岡店

静岡

東急ハンズ

愛知

ロフト

愛知

東急ハンズ

東急ハンズ 名古屋店

愛知

東急ハンズ

東急ハンズ ANNEX店

愛知

ローズマリー ローズマリー

愛知

ショップイン

愛知

アインズ＆
トルぺ

静岡県静岡市葵区鷹匠1-1-1 新静岡セノバ３階
054-266-9311

[愛知県]

名古屋ロフト

名古屋パルコ店

ショップイン 名古屋スカイル店
アインズ＆トルペ 広小路ﾌﾟﾚｲｽ店

愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク１階
052-219-3012
愛知県名古屋市名駅1-4 JR名古屋タカシマヤ内5F
052-566-0174
愛知県名古屋市中区錦3-5-4
052-961-5719
愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ 西館B1F
052-264-8013
愛知県名古屋市中区栄3-4-5 スカイルB2F
052-264-6535
愛知県名古屋市中区栄4丁目2-29 名古屋広小路プレイス1F
052-249-8881

[岐阜県]
岐阜

ロフト

岐阜県岐阜市長住町2-11-1 岐阜ロフト健康雑貨売場 １階
058-266-6290

岐阜ロフト
[三重県]
[滋賀県]

滋賀

ローズマリー ローズマリー

大津パルコ店

滋賀

エピソード

エピソード 石山店

滋賀

エピソード

エピソード 草津店

滋賀

ドンキホーテ ドン・キホーテ

草津店

滋賀県大津市打出浜14-30 大津パルコ 2F
077-527-7068
滋賀県大津市粟津町3-1 ＪＲ石山駅構内
077-534-1868
滋賀県草津市渋川1-1-16 ＪＲ草津駅構内
077-566-1072
滋賀県草津市木川町311-1
077-569-2411

滋賀

ドンキホーテ ドン・キホーテ

長浜店

滋賀県長浜市小堀町407-1

[京都府]
京都
京都
京都
京都
京都
京都

京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町657 京都駅ビルThe CUBE
B2F
京都府京都市下京区四条通河原町東入真町68京都マルイ地下1階
東急ハンズ ハンズビー 京都マルイ店
075-252-0126
京都府京都市北区小山北上総町49-1 北大路ビブレ内
ビブレ
北大路ビブレ ボディケアコーナー 075-495-8561
京都府京都市下京区京都駅前 京都タワー横 1階
ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ マルチメディア京都店
075-351-1010
京都府福知山市荒河東197町
タキヤ
ウエルシア福知山店
0773-24-6058
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 ﾗｸｴ四条烏丸3階
アインズ＆
アインズ＆トルぺ
ラクエ四条烏丸店
トルぺ
075-221-5780
ショップイン

ショップイン 京都 Ｔｈｅ ＣＵＢＥ店

[奈良県]
奈良

ビブレ

奈良ビブレ コーゼビューティー

奈良県奈良市小西町25
0742-23-3321

[和歌山県]
[大阪府]
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪

大阪府大阪市北区茶屋町16-7 ２階
06-6359-0111
大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 あべのand１階
ロフト
阿倍野ロフト
06-6625-5130
大阪府堺市西区鳳南町3-199-12 アリオ鳳内１Ｆ
ロフト
堺ロフト
072-273-0621
大阪府大阪市北区梅田1丁目 ディアモール大阪内
ショップイン ショップイン ディアモール大阪店
06-6348-4634
大阪府大阪市北区角田町3-25 梅田エスト内
ショップイン ショップイン 梅田エスト店
06-6292-5715
ショップイン 京阪百貨店 ひらかた 大阪府枚方市岡東町19-19 京阪百貨店ひらかた店2F
ショップイン
072-861-3250
店
大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38 京阪モール３階
ショップイン ショップイン 京橋京阪モール店
06-6356-3408
ショップイン コスメティカ天満橋
大阪府大阪市中央区天満橋京町１－１ 京阪シティモールB1F
ショップイン
京阪シティモール店
06－4790－6201
大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋odona B１階
ショップイン ショップイン 淀屋橋odona店
06-6221-2977
大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋OPA B2F
ショップイン ショップイン 心斎橋OPA店
06-6258-3907
大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ B１階
ショップイン ショップイン なんばマルイ店
06-9633-7932
大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO7F
ショップイン ショップイン 天王寺MIO店
06-6770-1172
大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸梅田店12F
東急ハンズ 東急ハンズ梅田店
06-6347-7188
大阪府大阪市中央区南船場3-4-12 2階
東急ハンズ 東急ハンズ心斎橋店
06-6243-3111
大阪府吹田市豊津町9-40
東急ハンズ 東急ハンズ江坂店
06-6338-6161
大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばCITY B2階
プラザ
プラザ なんばCITY店
06-6644-2521
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 6F
プラザ
プラザ ルクア大阪店
(06)6347-0351
大阪市北区芝田1-1-3 阪急梅田駅2階改札口外
ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ カラーフィールド 梅田店
06-6371-6707
大阪府豊中市新千里東町 1丁目3―25 北大阪急行千里中央駅構内
ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ カラーフィールド 千里中央店
06-6873-9101
大阪市北区芝田１－１－２ 阪急梅田駅 ３階改札外
ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ Ｃｌｅｄｕｐｌｅクレデュプレ 梅田店
06-6292-6005
大阪府枚方市楠葉花園町15-1 KUZUHA MALL 本館2F
ローズマリー ローズマリー くずはモール店
072-855-8368
大阪府大東市赤井1-4-1ぽっぷたうん住道オペラパーク
ローズマリー ローズマリー すみのどう京阪店
072-874-7276
大阪府高槻市白梅町1-1 JR高槻駅構内
エピソード エピソード 高槻店
072-686-3313
大阪府大阪市中央区難波1-9-7 地下鉄難波駅構内
KITTO
KITTO 地下鉄なんば駅前店
06-6212-3302
大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-56 近鉄上本町駅構内
CHeLiK CHeLiK上本町店
06-6771-3775
大阪府大阪市北区茶屋町15-22 アーバンテラス茶屋町 A棟
チャーリー チャーリー アーバンテラス茶屋町店
06-4256-8301
大阪府堺市南区茶山台1-3-1 パンジョ３階
セサミ
セサミ パンジョ店
072-294-3293
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクアB1F
H＆B
H＆B Place ルクア大阪店
06-6347-1018
大阪府茨木市松ヶ本町8-30-1 3F
ビブレ
茨木VIVRE コーゼビューティー
072-645-3131
大阪市中央区難波5丁目1番60号 ナンバシティ本館2F
コクミン コクミンドラッグ ナンバシティ店
06-6644-2647
大阪府大阪市旭区太子橋3-9-17
タキヤ
TAKIYA太子橋店
06-6951-0120
大阪府東大阪市御厨栄町3－2－28
タキヤ
ウエルシアみくりや店
06-6618-3313
大阪府河内長野市西之山町7-2
キタバ薬局 キタバ薬局 河内長野店
0721-50-0016
大阪府大阪市北区大深町1-1 1階
ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ マルチメディア梅田店
06-4802-1010
大阪府東大阪市西石切町7-3-46
ドンキホーテ ドン・キホーテ パウ石切店
072-980-8155
ロフト

梅田ロフト

[兵庫県]
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫

兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8
078-272-6210
兵庫県神戸市中央区下山手通2-10-1
東急ハンズ 東急ハンズ 三宮店
078-321-6162
兵庫県西宮市高松町6-20 阪急西宮北口駅構内 宝塚行ホーム
ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ カラーフィールド西宮北口店
0798-69-1555
兵庫県西宮市高松町14-2-235-1 阪急西宮ガーデンズ2F
ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ カラーフィールド西宮ガーデンズ店
078-610024
兵庫県神戸市西区糀台5丁目6-１-505（プレンティ専門店二番館１階）
ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ カラーフィールド 西神中央店
078-990-1730
兵庫県宝塚市栄町20-１-W203 阪急宝塚駅2階改札前
ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ カラーフィールド 阪急宝塚店
0797-83-6900
兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1-3008 イオンモール伊丹３階
ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ カラーフィールド イオンモール伊丹店
072-778-5566
兵庫県川西市栄町１１番１号 モザイクボックス１階
ショップイン ショップイン 川西モザイクボックス店
072-740-2544
兵庫県西宮市甲子園八番町1-100 ららぽーと甲子園1F
ショップイン ショップイン ららぽーと甲子園店
0798-81-6802
兵庫県神戸市中央区三宮町1-5-8 LABI三宮 B1F
プラザ
プラザ 三宮店
078-391-5792
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目4-3 クレフィ三宮3階
アインズ＆
アインズ＆トルペ
クレフィ三宮店
トルぺ
078-327-5375
兵庫県芦屋市船戸町1-29 モンテメール西館3F
セサミ
セサミ 芦屋店
0797-38-2520
兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-7健康館2F
セサミ
セサミ 須磨パティオ店
078-795-8831
兵庫県三田市けやき台1-10-1
チャーリー チャーリー ウッディタウン店
079-561-2220
兵庫県神戸市灘区新在家南町1-2-1
チャーリー チャーリー サザンモール六甲店
078-841-2600
兵庫県尼崎市東園田9-48-1
マツモトキヨ
マツモトキヨシ
園田阪急プラザ店
シ
06-6498-7255
兵庫県神戸市北区藤原中町1-2-2
マツモトキヨ
マツモトキヨシ
エコール・リラ店
シ
078-781-7722
兵庫県姫路市大塩町宮前3
タキヤ
ウエルシア大塩店
079-254-1168
兵庫県姫路市大津区新町1－15
タキヤ
ウエルシア大津店
079-237-0554
兵庫県姫路市勝原区熊見字ノホ田88-1
タキヤ
ウエルシア熊見店
079-236-6433
兵庫県揖保郡太子町蓮常寺字豆田281
タキヤ
ウエルシア太子南店
079-277-6888
兵庫県高砂市梅井5丁目5-25
タキヤ
ウエルシア梅井店
0794-46-1118
兵庫県姫路市宮西町4－36
タキヤ
ウエルシア宮西店
079-287-0012
兵庫県姫路市亀山221－1
タキヤ
ウエルシア亀山店
079-235-2281
兵庫県豊岡市宮島270
ゴダイ
アズビー宮島店
0796-26-5151
兵庫県加古川市野口町野口129-62
ドンキホーテ ドン・キホーテ 加古川店
0794-56-2111
兵庫県姫路市東郷町1454-3
ドンキホーテ ドン・キホーテ 姫路RIOS店
079-225-5711
兵庫県姫路市白浜町丙571-58
ドンキホーテ MEGAドン・キホーテ 姫路白浜店
079-247-2911
ロフト

神戸ロフト

[岡山県]
岡山

ウォンツ

ハーティウォンツ 岡山西大寺店

岡山

ドンキホーテ ドン・キホーテ

岡山下中野店

岡山

ドンキホーテ ドン・キホーテ

倉敷店

岡山県岡山市東区金岡西町101-1
086-944-6205
岡山市北区下中野344-106
086-805-7921
岡山市倉敷市中島2737-2
086-460-3911

[広島県]
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島
広島

広島市中区本通10-1 広島パルコ 本館B1F
082-542-2308
広島県広島市西区草津新町2-26-1 アルパーク東棟ﾌﾞﾙｰｻｲﾄﾞ3F
ハッピードアーHappy Door広島アルパーク店
082-501-1353
広島市中区八丁堀11-8スペースパーク1F
ウォンツ ハーティウォンツ えびす通り店
082-545-5321
広島市中区本通8-26
ウォンツ ハーティウォンツ 本通店
082-545-7877
広島市安佐南区相田1-1-44
ウォンツ ハーティウォンツ 安古市店
082-830-5560
広島市安佐北区亀山3-3-19
ウォンツ ハーティウォンツ 亀山店
082-814-3030
広島市安佐北区深川5-30-38
ウォンツ ハーティウォンツ アクロスプラザ高陽
082-841-5611
広島市西区庚午北2-19-17
ウォンツ ハーティウォンツ 庚午店
082-507-5010
ローズマリー ローズマリー

広島パルコ店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 海老園店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 西条西店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 福山駅家店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ フォレオ広島東店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 熊野店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 西条中央店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 可部店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 大竹店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 広白石店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 吉田店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 千代田店

広島

ウォンツ

ハーティウォンツ 大野店

広島

セガミ

セガミ 広島本通店

広島

ドンキホーテ ドン・キホーテ広島祇園店

広島

ドンキホーテ ドン・キホーテ宇品店

広島

ドンキホーテ ドン・キホーテ福山店

広島市佐伯区海老園3-19-22
082-943-5850
広島県東広島市西条町寺家３７９１－１
082-431-3611
広島県福山市駅家町万能倉1246-2
084-977-0250
広島市東区温品1-3-2
082-508-6601
安芸郡熊野町萩原9-14-17
082-854-3160
東広島市西条中央3-3-15
082-431-3361
広島市安佐北区可部3-8-43
082-815-0101
大竹市油見3-20-9
0827-52-7445
呉市広白石1-3-35
0823-76-5655
広島県安芸高田市吉田町吉田960-1
0826-47-1101
広島県山県郡北広島町有田609
0826-72-7141
広島県廿日市市大野中央5-1-45
0829-50-5580
広島県広島市中区本通5-8
082-545-0560
広島県広島市安佐南区西原9-15-23
082-850-1411
広島県広島市南区宇品西5-1-1
082-250-8871
広島県福山市明神町1-9-28
084-991-5142

[山口県]
山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 下松桜町店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 防府八王子店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 周南周陽店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 光浅江店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 宇部新川店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 柳井店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 山口大内店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 小野田店

山口

ウォンツ

ハーティウォンツ 西岩国店

広島

ドンキホーテ ドン・キホーテ

宇部店

山口県下松市桜町1-14-28
0833-45-2670
山口県防府市八王子２－８－９
0835-20-1210
山口県周南市周陽1-1-1
0834-39-0770
山口県光市浅江5-4-1
0833-74-0321
山口県宇部市島3-5-1
0836-38-0120
山口県柳井市古開作647-1
0820-24-1051
山口県山口市大内御堀字下堀962-1
083－933－0811
山口県山陽小野田市中川3-10-17
0836-81-5155
山口県岩国市錦見6-14-34
0827-44-2500
山口県宇部市妻先開作841-3
0836-45-1811

[鳥取県]
[島根県]
島根

ウォンツ

島根

ウォンツ

ハーティウォンツ 益田中吉田店
ハーティウォンツ 益田高津店

島根県益田市中吉田652-2
0856-31-1317
島根県益田市高津7-9-34
0856-31-8170

[香川県]
香川

チャーリー

チャーリー レインボーロード店

香川

チャーリー

チャーリー 丸亀町グリーン店

香川

チャーリー

チャーリー 丸亀店

香川

ドンキホーテ ドン・キホーテ

パウ高松店

香川県高松市伏石町2103-10
087-867-8831
香川県高松市丸亀町７－１６ 丸亀グリーン西館２階
087-811-2207
香川県丸亀市柞原町408番地1
0877-21-5000
香川県高松市上天神町536
087-815-0411

[徳島県]
徳島

チャーリー

チャーリー 阿南店

徳島

チャーリー

チャーリー 沖浜店

徳島

チャーリー

チャーリー 脇町店

徳島

チャーリー

チャーリー 佐古店

徳島県阿南市町川原20番地１
0884-23-2811
徳島県徳島市沖浜3丁目5
088-655-3211
徳島県美馬市脇町西赤谷47
0883-52-3911
徳島県徳島市佐古8番町1-1
088-611-5801

徳島

チャーリー

チャーリー 鴨島店

徳島

チャーリー

チャーリー 小松島店

徳島

チャーリー

チャーリー 藍住店

徳島県吉野川市鴨島町麻植塚字堂床南226
0883-22-0121
徳島県小松島市大林町字宮ノ本100-1
0885-37-3933
徳島県板野郡藍住町東中字朏傍示42-1
088-863-0301

[高知県]
[愛媛県]
愛媛

ドンキホーテ ドン・キホーテ

松山店

愛媛県松山市土井田町133-1
089-943-7611

[福岡県]
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡
福岡

福岡県福岡市中央区渡辺通4-9-25
092-724-6210
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR 博多シティ３階
東急ハンズ 東急ハンズ 博多店
092-481-3109
福岡県福岡市中央区天神2-11-3 ｿﾗﾘｱｽﾃｰｼﾞﾋﾞﾙ5F
インキューブ 雑貨館インキューブ天神店
092-737-1264
福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1 小倉駅ビルアミュプラザ 4F
プラザ
プラザ アミュプラザ小倉店
093-512-3811
福岡県福岡市中央区天神２－２－１４
イレブン ドラッグイレブン 天神警固店
092-738-1807
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1JR博多シティ アミュプラザ博多
イレブン ドラッグイレブン アミュプラザ博多店
B1
福岡県飯塚市川津２６６－２
新生堂 新星堂 川津店
0948-28-5562
福岡県嘉穂郡庄内町有安６９１
新生堂 新星堂 庄内店
0948-82-2480
福岡県大牟田市不知火町1-4-10
金龍堂 くすりの金龍堂 駅前店
0944-43-0120
福岡県大牟田市花園2-1
金龍堂 くすりの金龍堂 花園店
0944-43-4690
福岡県大牟田市田隈大字八反田928-1
金龍堂 くすりの金龍堂 田隈店
0944-51-8889
福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12 1階
ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ マルチメディア博多店
092-471-1010
ロフト

天神ロフト

[佐賀県]
佐賀
佐賀

シセイドウ

くすりのシセイドウ 神田店

ドンキホーテ ドン・キホーテ

佐賀店

佐賀県唐津市神田2069-1
0955-75-4338
佐賀県佐賀市新中町6-11
0952-32-7111

[長崎県]
長崎

セガミ

セガミ 浜の町店

長崎県長崎市浜町1-14-1 浜町商店街内
095-832-8911

[熊本県]
熊本
熊本
熊本
熊本
熊本
熊本
熊本
熊本
熊本

熊本県熊本市手取本町5-1 熊本パルコ 6F
096-327-4026
熊本県熊本市下通２丁目3-1 エスキュービックビル１階
ビューティー
ビューティーホリック
ホリック
096-354-1008
熊本県熊本市上通町2-7 上通ビルB1F
ハビタ
ハビタ 上通店
096-325-5811
熊本県熊本市桜町3-10 熊本センタープラザ B１F
ハビタ
ハビタ センタープラザ店
096-352-2181
熊本県熊本市上通町6-22
イレブン ドラッグイレブン 上通店
096-212-6200
熊本県熊本市中央区下通1-3-7
イレブン ドラッグイレブン 下通店
096-355-5310
熊本県荒尾市川登1795-3
金龍堂 くすりの金龍堂 荒尾店
0968-68-6644
熊本県荒尾市緑ヶ丘1丁目1-1
金龍堂 くすりの金龍堂 あらおシティモール店
0968-66-3534
熊本県熊本市下通り1-11-4
ドンキホーテ ドン・キホーテ 熊本中央店
096-326-6311

ローズマリー ローズマリー

熊本パルコ店

[大分県]

大分県大分市中央町1-2-7 大分フォーラス 2F
097-536-8023
大分県大分市公園通り西2-１
大分 マツモトキヨシマツモトキヨシ パークプレイス大分店
097-520-7827
大分

ローズマリー ローズマリー

大分フォーラス店

宮崎

メリーメイズ

メリーメイズ イオン宮崎店

ＰＵＲＡＶＩＤ
Ａ
ＰＵＲＡＶＩＤ
Ａ
ＰＵＲＡＶＩＤ
Ａ
ＰＵＲＡＶＩＤ
Ａ

ＰＵＲＡ ＶＩＤＡ プラスプラス店

[宮崎県]

宮崎
宮崎
宮崎
宮崎

ＰＵＲＡ ＶＩＤＡ パティーナ店
ＰＵＲＡ ＶＩＤＡ 霧島店
ＰＵＲＡ ＶＩＤＡ 都城店

宮崎市新別府町江口862-1 イオンモール宮崎２Ｆ
0985-609-8146
宮崎市阿波岐原請田2468-1
0985-24-4478
宮崎市清武町池田台北34-89
0985-73-8856
宮崎市霧島4-111-1
0985-22-8890
宮崎県都城市吉尾町2100

[鹿児島県]
鹿児島

ベレッザ
イズロ

沖縄

マックスプラ
ス

Bellezza IDURO

鹿児島県鹿児島市金生町1-1
099-219-1403

[沖縄]

マックスプラス 泡瀬店

沖縄市泡瀬与儀3-20-1 1Ｆ
098-930-0002

