
都道府県 市町村

北海道 旭川市 ｲｵﾝ 旭川駅前
北海道 釧路郡釧路町 ｲｵﾝ 釧路
北海道 釧路市 ｲｵﾝ 釧路昭和
北海道 札幌市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ ｱﾘｵ札幌
北海道 札幌市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ ﾊﾟｾｵ札幌
北海道 札幌市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ ﾎﾟｰﾙﾀｳﾝ
北海道 札幌市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ ﾏﾙﾔﾏｸﾗｽ
北海道 札幌市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ ﾙﾄﾛﾜ
北海道 札幌市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ あいの里東光
北海道 札幌市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 宮の沢
北海道 札幌市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 琴似
北海道 札幌市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 月寒中央
北海道 札幌市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 新札幌ｄｕｏ
北海道 札幌市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 大通ﾋﾞｯｾ
北海道 札幌市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 地下街
北海道 札幌市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 福住西友
北海道 札幌市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 麻生
北海道 札幌市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 札幌国際ビル
北海道 札幌市 ｲｵﾝ 元町
北海道 札幌市 ｲｵﾝ 札幌桑園
北海道 札幌市 ｲｵﾝ 札幌発寒
北海道 札幌市 ｲｵﾝ 札幌苗穂
北海道 札幌市 ｲｵﾝ 札幌平岡
北海道 札幌市 ｲｵﾝ 新さっぽろ
北海道 札幌市 ｲｵﾝ 東札幌
北海道 札幌市 ｲｵﾝ 麻生
北海道 札幌市 ｺｸﾐﾝ 札幌ｱﾋﾟｱ
北海道 札幌市 ｺｸﾐﾝ 狸小路
北海道 札幌市 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ ｶﾃﾌﾟﾘ店
北海道 札幌市 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ 北28条
北海道 札幌市 東急ﾊﾝｽﾞ 札幌
北海道 札幌市 ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞﾗｯｸﾞ ｸﾚｱｰﾚﾊﾟｾｵ西
北海道 札幌市 ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞﾗｯｸﾞ 狸小路5丁目
北海道 札幌市 ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞﾗｯｸﾞ 狸小路大王ﾋﾞﾙ
北海道 札幌市 ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞﾗｯｸﾞ 中の島
北海道 札幌市 ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞﾗｯｸﾞ 南11条
北海道 小樽市 ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞﾗｯｸﾞ 小樽運河通
北海道 千歳市 ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞﾗｯｸﾞ 千歳ﾚﾗ
北海道 帯広市 ｲｵﾝ 帯広店
北海道 帯広市 ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞﾗｯｸﾞ 白樺
北海道 登別市 ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞﾗｯｸﾞ 登別温泉
北海道 苫小牧市 ｲｵﾝ 苫小牧
北海道 函館市 ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞﾗｯｸﾞ 函館金森倉庫
北海道 富良野市 ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞﾗｯｸﾞ 富良野
岩手県 奥州市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ奥州水沢店
岩手県 盛岡市 ｲｵﾝ 盛岡南店
宮城県 仙台市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 仙台駅前店
宮城県 仙台市 ｲｵﾝ 仙台中山店

店舗名



宮城県 仙台市 ｲｵﾝ 仙台店
宮城県 仙台市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ ﾌﾟﾗﾑ仙台中央通り
宮城県 仙台市 東急ﾊﾝｽﾞ 仙台店
宮城県 大崎市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ大崎古川店
宮城県 名取市 ｱﾘｰ ｲｵﾝ名取店
山形県 米沢市 ｲｵﾝ 米沢店
秋田県 秋田市 ｱﾘｰ ｲｵﾝ秋田店
秋田県 秋田市 ｲｵﾝ 秋田中央店(H&BC)
青森県 横浜市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚつがる柏店
青森県 弘前市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ弘前店
青森県 十和田市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ十和田店
福島県 いわき市 ｲｵﾝ ｽﾀｲﾙいわき小名浜店
福島県 いわき市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚいわき店
福島県 伊達市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 伊達店
福島県 二本松市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ あだたら店
福島県 福島市 ｲｵﾝ 福島店
福島県 福島市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ いずみ店
福島県 福島市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ やのめ店
福島県 福島市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 八木田店
福島県 福島市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 方木田店
福島県 福島市 ﾀﾞｲﾕｰｴｲﾄ ONE'SMAX福島店
福島県 本宮市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 本宮店
栃木県 宇都宮市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ トナリエ宇都宮店
栃木県 宇都宮市 ｱﾐﾝｸﾞ 陽東店
栃木県 宇都宮市 ﾕﾆｰ 宇都宮
栃木県 下野市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚｼﾓﾂｹﾃﾝ
栃木県 小山市 ｱﾐﾝｸﾞ 小山城南店
栃木県 足利市 ﾕﾆｰ 足利
栃木県 足利市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ足利店
栃木県 大田原市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ大田原店
栃木県 栃木市 ｲｵﾝ 栃木店
茨城県 つくば市 ｱﾘｰ つくば店
茨城県 つくば市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚつくば店
茨城県 ひたちなか市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚひたちなか店
茨城県 牛久市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｺﾚｺﾚ牛久店
茨城県 古河市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ古河店
茨城県 守谷市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｺﾚｺﾚ守谷店
茨城県 常陸大宮市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ常陸大宮店
茨城県 神栖市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｺﾚｺﾚ鹿島店
茨城県 水戸市 ｱﾘｰ ｲｵﾝ水戸内原
茨城県 水戸市 ｲｵﾝ 水戸内原店
茨城県 水戸市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ水戸笠原店
茨城県 石岡市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ石岡店
茨城県 筑西市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ下館店
茨城県 那珂市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ那珂店
茨城県 日立市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ日立中央店
茨城県 日立市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ日立田尻店
茨城県 北茨城市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ北茨城店
群馬県 伊勢崎市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ伊勢崎店
群馬県 高崎市 ｱﾐﾝｸﾞ 高崎上中居店



群馬県 高崎市 ｱﾐﾝｸﾞ 高崎飯塚店
群馬県 高崎市 ﾕﾆｰ 高崎
群馬県 渋川市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ渋川店
群馬県 前橋市 ｱﾐﾝｸﾞ 前橋駅南店
群馬県 前橋市 ﾕﾆｰ 前橋
群馬県 富岡市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ富岡店
埼玉県 さいたま市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 大宮アルシェ店
埼玉県 さいたま市 ｲｵﾝ 浦和美園店
埼玉県 さいたま市 ｲｵﾝ 大宮西店
埼玉県 さいたま市 ｲｵﾝ 北浦和店
埼玉県 さいたま市 ｳｴﾙｼｱ ﾀﾞｲｴｰ大宮店
埼玉県 さいたま市 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 浦和高砂店
埼玉県 羽生市 ｲｵﾝ 羽生店
埼玉県 越谷市 ｲｵﾝ せんげん台店
埼玉県 越谷市 ｲｵﾝ ﾚｲｸﾀｳﾝ店
埼玉県 越谷市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ越谷店
埼玉県 越谷市 R.O.U K.K ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝ店
埼玉県 熊谷市 八木橋
埼玉県 戸田市 ｲｵﾝ 北戸田店
埼玉県 志木市 ｱ-ﾊﾞﾝｺﾝﾌｫ-ﾄ 志木
埼玉県 春日部市 ｲｵﾝ 春日部店
埼玉県 所沢市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ グランエミオ所沢店
埼玉県 所沢市 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ 新所沢店
埼玉県 新座市 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 新座店
埼玉県 川越市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ ﾌﾟﾗﾑ川越店
埼玉県 川越市 ｼｮｯﾌﾟｲﾝ 川越ｱﾄﾚﾏﾙﾋﾛ店
埼玉県 川口市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ かわぐちキャスティ店
埼玉県 川口市 ｲｵﾝ 川口前川店
埼玉県 草加市 島忠 草加舎人店
埼玉県 東松山市 ﾕﾆｰ ｱﾋﾟﾀ東松山店
埼玉県 入間市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ入間店
埼玉県 富士見市 @COSME STORE ららぽーと富士見店
埼玉県 本庄市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ本庄店
埼玉県 ふじみ野市 ｲｵﾝ ふじみ野店
東京都 葛飾区 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ ﾌﾟﾗﾑ亀有駅前店
東京都 江戸川区 ｲｵﾝ 葛西店
東京都 江戸川区 ﾁｪﾘｰ ﾂｳ 小岩店
東京都 江東区 ｲｵﾝ 東雲店
東京都 江東区 ｲｵﾝ 南砂店
東京都 江東区 ｳｴﾙｼｱ ｱﾄﾚ亀戸店
東京都 江東区 東急ﾊﾝｽﾞ ららぽーと豊洲店
東京都 港区 ﾍﾞﾘｰ 新青山店
東京都 港区 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 白金高輪店
東京都 港区 京急百貨店 ﾎﾞｰﾃｶﾞｰﾙｳｲﾝｸﾞ高輪WEST
東京都 荒川区 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 南千住店
東京都 国立市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 国立南口2F店
東京都 渋谷区 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 原宿ｸｴｽﾄ店
東京都 渋谷区 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 渋谷公園通り店
東京都 渋谷区 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ ｹｱﾗ渋谷店
東京都 渋谷区 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 恵比寿駅東口店



東京都 渋谷区 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 原宿駅表参道口店
東京都 渋谷区 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 原宿竹下通り店
東京都 渋谷区 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 渋谷店
東京都 渋谷区 京王ｱｰﾄﾏﾝ 笹塚店
東京都 渋谷区 東急ﾊﾝｽﾞ 渋谷店
東京都 新宿区 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 新宿東口店
東京都 新宿区 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ 東京新宿三丁目店
東京都 新宿区 ﾂﾙﾊ 高田馬場店
東京都 新宿区 プラザスタイル PLAZA ルミネエスト新宿
東京都 新宿区 ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ ﾋﾞｯｸﾛ新宿東口店
東京都 新宿区 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 新宿3丁目店
東京都 新宿区 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 新宿東口店
東京都 新宿区 ﾔﾏﾀﾞ電機 新宿西口店
東京都 新宿区 東急ﾊﾝｽﾞ 新宿店
東京都 新宿区 龍生堂 新宿店
東京都 新宿区 ｱ-ﾊﾞﾝｺﾝﾌｫ-ﾄ 新宿ﾏﾙｲ
東京都 新宿区 ﾐﾈﾔｸﾋﾝ 新宿東口店
東京都 世田谷区 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 三軒茶屋店
東京都 世田谷区 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 祖師谷店
東京都 世田谷区 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 経堂店
東京都 世田谷区 ﾐﾈﾔｸﾋﾝ 三軒茶屋店
東京都 西多摩郡日の出町 ｲｵﾝ 日の出店
東京都 西東京市 KIKUYA 田無ASTA店
東京都 千代田区 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 東京駅前店
東京都 千代田区 ｼｬﾝﾄﾞｴﾙﾌﾞ 飯田橋店
東京都 千代田区 ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ 有楽町店
東京都 千代田区 ｱ-ﾊﾞﾝｺﾝﾌｫ-ﾄ 有楽町
東京都 足立区 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 北千住ﾏﾙｲ店
東京都 足立区 ｼｮｯﾌﾟｲﾝ 北千住店
東京都 足立区 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾗｲﾌ竹ノ塚店
東京都 立川市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ グランデュオ立川店
東京都 多摩市 京王ｱｰﾄﾏﾝ 聖蹟桜ヶ丘店
東京都 多摩市 京王ｱｰﾄﾏﾝ 多摩ｾﾝﾀｰ店
東京都 台東区 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 東武浅草駅前店
東京都 台東区 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 上野ｱﾒ横しのばず口店
東京都 台東区 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 浅草二天門前店
東京都 台東区 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 浅草店
東京都 大田区 ｼｬﾝﾄﾞｴﾙﾌﾞ 大森店
東京都 中央区 ｳｴﾙｼｱ B.B.ON日本橋店
東京都 中央区 ﾄﾓｽﾞ ｺﾚﾄﾞ日本橋店
東京都 中央区 ﾔﾏﾀﾞ電機 LABI東京八重洲店
東京都 中央区 東急ﾊﾝｽﾞ 銀座店
東京都 中野区 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 中野ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ店
東京都 中野区 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東中野店
東京都 町田市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ ﾌﾟﾗﾑ町田駅前店
東京都 町田市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ ﾌﾟﾗﾑ町田店
東京都 町田市 島忠 町田三輪店
東京都 調布市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 調布南店
東京都 調布市 ﾋﾟｭﾏｰｼﾞ 調布ﾊﾟﾙｺ店
東京都 調布市 京王ｱｰﾄﾏﾝ ｺｽﾒ調布店



東京都 調布市 京王ｱｰﾄﾏﾝ 仙川店
東京都 調布市 ﾐﾈﾔｸﾋﾝ 調布店
東京都 東久留米市 ｲｵﾝ 東久留米
東京都 日野市 京王ｱｰﾄﾏﾝ 高幡店
東京都 八王子市 ﾋﾟｭﾏｰｼﾞ 八王子東急ｽｸｴｱ店
東京都 八王子市 京王ｱｰﾄﾏﾝ 京王八王子店
東京都 板橋区 ｲｵﾝ 板橋前野町店
東京都 板橋区 ｲｵﾝ 板橋店
東京都 品川区 ｲｵﾝ 品川ｼｰｻｲﾄ店
東京都 府中市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 府中ﾌｫｰﾘｽ店
東京都 府中市 京王ｱｰﾄﾏﾝ 府中店
東京都 府中市 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 府中中河原店
東京都 武蔵村山市 ｲｵﾝ 武蔵村山店
東京都 武蔵野市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 丸井吉祥寺店
東京都 武蔵野市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ ﾌﾟﾗﾑ吉祥寺ｻﾝﾛｰﾄﾞ
東京都 武蔵野市 京王ｱｰﾄﾏﾝ 吉祥寺店
東京都 豊島区 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 池袋西武店
東京都 豊島区 ｳｴﾙｼｱ 池袋店
東京都 豊島区 そごう・西武 西武池袋本店
東京都 豊島区 ﾔﾏﾀﾞ電機 LABI 日本総本店池袋店
東京都 豊島区 東急ﾊﾝｽﾞ 池袋店
東京都 豊島区 MS-Style 池袋
東京都 北区 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ ﾌﾟﾗﾑ十条銀座店
東京都 墨田区 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 丸井錦糸町店
東京都 墨田区 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ ｵﾘﾅｽ錦糸町店
東京都 墨田区 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 押上店
東京都 目黒区 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 自由が丘店
東京都 目黒区 ｲｵﾝ 碑文谷店
東京都 目黒区 ｶﾒｶﾞﾔ ﾒﾙｻ自由が丘店
東京都 練馬区 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 光が丘IMA
東京都 練馬区 ｲｵﾝ 練馬店
東京都 練馬区 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 平和台店
神奈川県 横浜市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ ｸﾞﾗﾝｼｯﾌﾟ大船店
神奈川県 横浜市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ ｺﾚｯﾄﾏｰﾚ桜木町
神奈川県 横浜市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ ﾏﾙｲｼﾃｨ横浜店
神奈川県 横浜市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 横浜ﾎﾟﾙﾀ店
神奈川県 横浜市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 横浜ｼﾞｮｲﾅｽ店
神奈川県 横浜市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 横浜ﾊﾝﾏｰﾍｯﾄﾞ店
神奈川県 横浜市 ｲｵﾝ 金沢八景店
神奈川県 横浜市 ｲｵﾝ 天王町店
神奈川県 横浜市 ｲｵﾝ 東戸塚店
神奈川県 横浜市 ｳｴﾙｼｱ 横浜西口店
神奈川県 横浜市 ｳｴﾙｼｱ 港北東急SC店
神奈川県 横浜市 ｳｴﾙｼｱ 美しが丘店
神奈川県 横浜市 ｶﾒｶﾞﾔ 市ヶ尾店
神奈川県 横浜市 ｶﾒｶﾞﾔ 青葉台店
神奈川県 横浜市 ｶﾒｶﾞﾔ 東戸塚店
神奈川県 横浜市 ｶﾒｶﾞﾔ ﾐｭｾﾞﾄﾞﾎﾟｳ日吉店
神奈川県 横浜市 ｶﾒｶﾞﾔ 新横浜駅ﾋﾞﾙ店
神奈川県 横浜市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 上大岡店



神奈川県 横浜市 ﾕﾆｰ 長津田
神奈川県 横浜市 ﾕﾆｰ ｱﾋﾟﾀ金沢文庫
神奈川県 横浜市 京急百貨店 上大岡店
神奈川県 横浜市 湘南薬品 ﾗﾋﾟｽ
神奈川県 横浜市 相鉄ﾛｰｾﾞﾝ 三ﾂ境店
神奈川県 横浜市 東急ｽﾄｱ ﾗｳﾞｨﾚｯﾄあざみ野店
神奈川県 横浜市 東急ｽﾄｱ 菊名店
神奈川県 横浜市 東急ｽﾄｱ 中山東急ｺｽﾒﾗﾋﾞﾌﾟﾗｽ
神奈川県 横浜市 ｱ-ﾊﾞﾝｺﾝﾌｫ-ﾄ 横浜
神奈川県 横浜市 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 鶴見店
神奈川県 海老名市 ｲｵﾝ 海老名店
神奈川県 海老名市 ｱ-ﾊﾞﾝｺﾝﾌｫ-ﾄ 海老名
神奈川県 茅ヶ崎市 ｲｵﾝ 茅ヶ崎中央店
神奈川県 厚木市 ｲｵﾝ 厚木店
神奈川県 座間市 ｲｵﾝ ｽﾀｲﾙ座間店
神奈川県 小田原市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 小田原
神奈川県 秦野市 ｲｵﾝ 秦野店
神奈川県 川崎市 @COSME STORE ﾏﾙｲﾌｧﾐﾘｰ溝口店
神奈川県 川崎市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 川崎ｾﾞﾛｹﾞｰﾄ店
神奈川県 川崎市 ｲｵﾝ 新百合ヶ丘店
神奈川県 川崎市 ｶﾒｶﾞﾔ 川崎ﾀﾞｲｽ
神奈川県 川崎市 ｺｸﾐﾝ ｱｾﾞﾘｱ店
神奈川県 川崎市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 川崎銀柳街店
神奈川県 川崎市 京王ｱｰﾄﾏﾝ 新百合ヶ丘店
神奈川県 川崎市 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 宮内２丁目店
神奈川県 川崎市 灰吹屋 Beauty 5 Senses HAIHUKIYA溝の口店
神奈川県 相模原市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ ﾎﾞｰﾉ相模大野店
神奈川県 大和市 ｲｵﾝ 大和店
神奈川県 藤沢市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 藤沢南口店
神奈川県 藤沢市 ﾋﾟｭﾏｰｼﾞ ODAKYU湘南GATE
神奈川県 藤沢市 湘南薬品 本店(藤沢)
神奈川県 藤沢市 湘南薬品 ﾗﾎﾞｰﾃ湘南
千葉県 旭市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾟﾁｺﾚ旭店
千葉県 印西市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ店
千葉県 印西市 ｲﾝｷｭｰﾌﾞ西鉄 ｲｵﾝﾓｰﾙ千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ店
千葉県 浦安市 ｲｵﾝ 新浦安店
千葉県 君津市 ﾕﾆｰ ｱﾋﾟﾀ君津
千葉県 佐倉市 ｲｵﾝ 臼井店
千葉県 佐倉市 ｲｵﾝ ﾕｰｶﾘが丘店
千葉県 山武市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 成東店
千葉県 市原市 ｲﾝｷｭｰﾌﾞ西鉄 ﾕﾆﾓちはら台
千葉県 市川市 ｲｵﾝ 市川妙典店
千葉県 市川市 ﾀﾞｲｴｰ 市川ｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ
千葉県 市川市 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 本八幡駅前店
千葉県 習志野市 ｲｵﾝ 津田沼店
千葉県 松戸市 ﾀﾞｲｴｰ 新松戸店
千葉県 成田市 ｱﾘｰ ｲｵﾝﾓｰﾙ成田店
千葉県 成田市 ｲｵﾝ 成田店
千葉県 成田市 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 成田東口駅前店
千葉県 千葉市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ ﾍﾟﾘｴ千葉店



千葉県 千葉市 ｲｵﾝ 稲毛店
千葉県 千葉市 ｲｵﾝ 幕張新都心店
千葉県 千葉市 ｲｵﾝ ﾏﾘﾝﾋﾟｱ店
千葉県 千葉市 東急ﾊﾝｽﾞ 千葉店
千葉県 千葉市 R.O.U K.K 幕張新都心店
千葉県 船橋市 ｲｵﾝ 高根木戸店
千葉県 船橋市 ｲｵﾝ 船橋店
千葉県 船橋市 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ ﾗﾗﾎﾟｰﾄTOKYO-BAY店
千葉県 船橋市 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ 津田沼店
千葉県 船橋市 東急ﾊﾝｽﾞ ららぽーと船橋店
千葉県 柏市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 柏ﾓﾃﾞｨ店
千葉県 柏市 ｲｵﾝ 柏店
千葉県 柏市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 柏南口駅前店
千葉県 柏市 ﾒｲｸｱｯﾌﾟｿﾘｭ-ｼｮﾝ 柏
千葉県 八街市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 八街店
千葉県 八千代市 ｲﾝｷｭｰﾌﾞ西鉄 イオンモール八千代緑が丘店
千葉県 富里市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 富里店
千葉県 茂原市 ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 茂原店
千葉県 木更津市 ｲｵﾝ 木更津店
千葉県 木更津市 ﾕﾆｰ ｱﾋﾟﾀ木更津
新潟県 阿賀野市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ水原店
新潟県 燕市 ｱﾐﾝｸﾞ 燕三条店
新潟県 燕市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ燕北店
新潟県 燕市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ吉田店
新潟県 加茂市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ加茂店
新潟県 魚沼市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ魚沼店(旧：小出店)
新潟県 見附市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ見附新町店
新潟県 五泉市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ五泉店
新潟県 五泉市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ村松店
新潟県 三条市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ大崎店
新潟県 三条市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ本成寺店
新潟県 糸魚川市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ奴奈川店
新潟県 十日町市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ十日町ｼﾙｸﾓｰﾙ店
新潟県 十日町市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ十日町店
新潟県 小千谷市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ ﾄﾞﾗｯｸﾞﾄｯﾌﾟｽ西小千谷店
新潟県 上越市 ｱﾐﾝｸﾞ 上越店
新潟県 上越市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ五智店
新潟県 上越市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ三田店
新潟県 上越市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ上越加賀町店
新潟県 上越市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ南高田店
新潟県 上越市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ北城店
新潟県 新潟市 ｱﾐﾝｸﾞ 牡丹山店
新潟県 新潟市 ｱﾐﾝｸﾞ 亀貝店
新潟県 新潟市 ｱﾐﾝｸﾞ 新潟
新潟県 新潟市 ｲｵﾝ 新潟南店
新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽかめだ三條岡店
新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽとやの店
新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ横越店
新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ河渡店
新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ葛塚店



新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ巻店
新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ巻南店
新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ亀貝店
新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ黒埼店
新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ小針店
新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ新津店
新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ新通店
新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ中野山店
新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ馬越店
新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ白根店
新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ豊栄店
新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ粟山店
新潟県 新潟市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ曽野木店
新潟県 新潟市 ﾕﾆｰ 新潟亀田
新潟県 新潟市 ﾕﾆｰ 新潟西
新潟県 新潟市 ｱｰｸﾗﾝﾄﾞｻｶﾓﾄ ｱｰｸｵｱｼｽﾃﾞｻﾞｲﾝ新潟
新潟県 新発田市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ舟入店
新潟県 新発田市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ富塚店
新潟県 村上市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ荒川店
新潟県 村上市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ村上国道店
新潟県 村上市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ村上肴町店
新潟県 長岡市 ｱﾐﾝｸﾞ 長岡店
新潟県 長岡市 ｱﾐﾝｸﾞ 長岡宮内店
新潟県 長岡市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ古正寺店
新潟県 長岡市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ新保店
新潟県 長岡市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ千歳店
新潟県 長岡市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ川崎店
新潟県 長岡市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ日赤町店
新潟県 長岡市 ﾕﾆｰ 長岡
新潟県 長岡市 ｺｽﾒﾃｨｯｸBisho-do ｲｵﾝ長岡店
新潟県 南魚沼市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ六日町店
新潟県 柏崎市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ岩上店
新潟県 柏崎市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ東柳田店
新潟県 妙高市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ Dﾄｯﾌﾟｽ新井店
長野県 伊那市 ﾕﾆｰ ｱﾋﾟﾀ伊那
長野県 岡谷市 ﾕﾆｰ 岡谷
長野県 松本市 ｲｵﾝ ｽﾀｲﾙ松本店
長野県 長野市 ｱﾐﾝｸﾞ 稲里中央店
長野県 長野市 ｱﾐﾝｸﾞ 南高田店
長野県 飯田市 ﾕﾆｰ 飯田
山梨県 甲斐市 ﾕﾆｰ ｱﾋﾟﾀ双葉
山梨県 大月市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 河口湖赤坂店
山梨県 中央市 ｲｵﾝ 甲府昭和店
石川県 金沢市 ｱﾐﾝｸﾞ ﾓﾝﾌｧﾎﾞﾘ店
石川県 金沢市 ｱﾐﾝｸﾞ 高尾店
石川県 金沢市 ｱﾐﾝｸﾞ 金沢ﾍﾞｲ店
石川県 金沢市 ﾕﾆｰ ｱﾋﾟﾀ金沢
石川県 金沢市 東急ﾊﾝｽﾞ 金沢店
石川県 金沢市 平和堂 COCORO金沢店
石川県 小松市 ｱﾐﾝｸﾞ 小松店



石川県 小松市 ｲｵﾝ 新小松店
石川県 白山市 ｱﾐﾝｸﾞ 金沢保古店
石川県 白山市 ｲｵﾝ 松任店
石川県 白山市 ﾕﾆｰ ｱﾋﾟﾀ松任
富山県 高岡市 ｱﾐﾝｸﾞ 高岡店
富山県 富山市 ｱﾐﾝｸﾞ 藤の木店
富山県 富山市 ｱﾐﾝｸﾞ 婦中店
富山県 富山市 ﾕﾆｰ ｱﾋﾟﾀ富山店
富山県 富山市 ﾕﾆｰ ｱﾋﾟﾀ富山東店
富山県 富山市 平和堂 ｱﾙ・ﾌﾟﾗｻﾞ富山(MUｶﾞｰﾃﾞﾝ)
福井県 坂井市 平和堂 COCOROｱﾐ店
福井県 鯖江市 平和堂 COCORO鯖江店
福井県 敦賀市 ﾕﾆｰ 敦賀
福井県 敦賀市 平和堂 COCOROﾂﾙｶﾞﾃﾝ
福井県 福井市 ｱﾐﾝｸﾞ 高柳店
福井県 福井市 ｱﾐﾝｸﾞ 若杉店
福井県 福井市 ﾕﾆｰ 福井大和田
福井県 福井市 平和堂 COCOROﾍﾞﾙ店
愛知県 一宮市 ﾕﾆｰ 一宮
愛知県 一宮市 ﾕﾆｰ 木曽川
愛知県 一宮市 名鉄百貨店 一宮店
愛知県 稲沢市 ﾕﾆｰ 稲沢
愛知県 岡崎市 ｲｵﾝ 岡崎南店
愛知県 岡崎市 ﾕﾆｰ 岡崎北
愛知県 岩倉市 ﾕﾆｰ 岩倉
愛知県 江南市 ﾕﾆｰ 江南西
愛知県 春日井市 ﾕﾆｰ 高蔵寺
愛知県 常滑市 ｲｵﾝ 常滑店
愛知県 西春日井郡豊山町 ﾕﾆｰ ｱﾋﾟﾀ名古屋空港
愛知県 西尾市 ﾕﾆｰ 西尾
愛知県 大府市 ﾕﾆｰ 大府
愛知県 知多郡阿久比町 ﾕﾆｰ 阿久比
愛知県 知多郡東浦町 ｲｵﾝ 東浦店
愛知県 知立市 ﾕﾆｰ 知立
愛知県 長久手市 ｱﾐﾝｸﾞ 藤が丘店
愛知県 長久手市 ﾕﾆｰ 長久手
愛知県 東海市 ﾕﾆｰ 東海荒尾
愛知県 豊橋市 ﾕﾆｰ 向山
愛知県 豊田市 ｲｵﾝ ｽﾀｲﾙ豊田店
愛知県 豊田市 ｼｬﾝﾄﾞｴﾙﾌﾞ 豊田店
愛知県 名古屋市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 広小路ﾌﾟﾚｲｽ店
愛知県 名古屋市 ｱﾐﾝｸﾞ 大高店
愛知県 名古屋市 ｲｵﾝ ﾜﾝﾀﾞｰｼﾃｨ店
愛知県 名古屋市 ｲｵﾝ 金山店
愛知県 名古屋市 ｲｵﾝ 大高店
愛知県 名古屋市 ｲｵﾝ ナゴヤドーム前店
愛知県 名古屋市 ﾕﾀｶﾌｧｰﾏｼｰ 植田駅前店
愛知県 名古屋市 ﾕﾆｰ 港
愛知県 名古屋市 ﾕﾆｰ 千代田橋
愛知県 名古屋市 ﾕﾆｰ 名古屋南



愛知県 名古屋市 ﾕﾆｰ 鳴海
愛知県 名古屋市 ﾕﾆｰ 緑
愛知県 名古屋市 東急ﾊﾝｽﾞ ｱﾈｯｸｽ(5F・6F)
愛知県 名古屋市 東急ﾊﾝｽﾞ 名古屋店
愛知県 名古屋市 ﾒｲｸｱｯﾌﾟｿﾘｭ-ｼｮﾝ 星が丘
岐阜県 可児郡御嵩町 ﾕﾆｰ ｱﾋﾟﾀ御嵩
岐阜県 各務原市 ﾕﾆｰ ｱﾋﾟﾀ各務原
岐阜県 瑞浪市 ﾕﾆｰ ﾋﾟｱｺﾞ瑞浪
岐阜県 大垣市 ﾕﾆｰ ｱﾋﾟﾀ大垣
岐阜県 本巣郡北方町 ﾕﾆｰ 北方
静岡県 駿東郡清水町 ｳｴﾙｼｱ ｻﾝﾄﾑｰﾝ店
静岡県 静岡市 ｳｴﾙｼｱ ｾﾉﾊﾞ店
静岡県 静岡市 ｳｴﾙｼｱ 静岡駅ｱｽﾃｨ店
静岡県 静岡市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ ﾌﾟﾗﾑ呉服町店
静岡県 静岡市 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 静岡呉服町店
静岡県 静岡市 ﾕﾆｰ 静岡
静岡県 島田市 ﾕﾆｰ 島田
静岡県 浜松市 ｲｵﾝ 浜松市野店
静岡県 浜松市 ｲｵﾝ 浜松志都呂店
静岡県 浜松市 ﾕﾆｰ 浜北
静岡県 袋井市 ｲｵﾝ 袋井店
静岡県 富士宮市 ｲｵﾝ 富士宮店
三重県 伊賀市 ﾕﾆｰ 伊賀上野
三重県 員弁郡東員町 ｲｵﾝ 東員店
三重県 桑名市 ﾕﾆｰ 桑名
三重県 四日市市 ｲｵﾝ 四日市尾平店
三重県 四日市市 ﾕﾆｰ 四日市
三重県 松阪市 ﾕﾆｰ 松阪三雲
三重県 鈴鹿市 ｲｵﾝ ﾍﾞﾙｼﾃｨ鈴鹿
滋賀県 甲賀市 平和堂 COCOROﾐﾅｸﾁﾃﾝ
滋賀県 守山市 平和堂 COCOROPLUS守山店
滋賀県 草津市 平和堂 COCORO草津店
滋賀県 大津市 ｱﾐﾝｸﾞ 大津瀬田
滋賀県 長浜市 ｲｵﾝ 長浜店
滋賀県 長浜市 平和堂 COCORO長浜店
滋賀県 東近江市 平和堂 COCOROﾖｳｶｲﾁﾃﾝ
滋賀県 彦根市 平和堂 ﾋﾞﾊﾞｼﾃｨCOCORO店
京都府 宇治市 平和堂 CoCoRo宇治東店
京都府 亀岡市 平和堂 COCORO亀岡店
京都府 京田辺市 平和堂 COCORO京田辺店
京都府 京都市 JR京都 伊勢丹 ｽｷﾝｹｱ&ﾍｱｹｱ
京都府 京都市 ｲｵﾝ ｱﾝｼﾞｭﾄﾞ北大路ﾋﾞﾌﾞﾚ
京都府 京都市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 京都錦店
京都府 京都市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 新京極店
京都府 京都市 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 京阪丹波橋駅店
京都府 京都市 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 京都新京極店
京都府 京都市 平和堂 COCOROﾓﾓﾃﾗｽﾃﾝ
京都府 京都市 平和堂 COCOROﾀﾞｲｺﾞﾃﾝ
京都府 京都市 ｲﾉﾌﾞﾝ 四条本店
京都府 京都市 ｲﾉﾌﾞﾝ 北山店



京都府 京都市 ｲﾉﾌﾞﾝ 山科店
京都府 京都市 ﾒｲｸｱｯﾌﾟｿﾘｭ-ｼｮﾝ 京都
京都府 京都市 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｷﾀｼﾗｶﾜﾃﾝ
京都府 京都市 キリン堂 京都河原町店
京都府 城陽市 平和堂 COCOROPLUS城陽店
京都府 八幡市 ｱｰｸﾗﾝﾄﾞｻｶﾓﾄ 京都八幡店
京都府 東舞鶴市 平和堂 ｴｰﾙ東舞鶴店
京都府 京都市左京区 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ ﾌﾟﾗｽｲｽﾞﾐﾔ洛北阪急ｽｸｴｱ店
大阪府 茨木市 平和堂 茨木店
大阪府 高槻市 ｲｵﾝ 高槻店
大阪府 高槻市 平和堂 COCORO高槻店
大阪府 堺市 ﾒｲｸｱｯﾌﾟｿﾘｭ-ｼｮﾝ 堺
大阪府 四條畷市 ｲｵﾝ ｽﾀｲﾙ四條畷店
大阪府 四條畷市 R.O.U K.K 四條畷店
大阪府 守口市 ｲｵﾝ 大日店
大阪府 守口市 ﾒｲｸｱｯﾌﾟｿﾘｭ-ｼｮﾝ 守口
大阪府 寝屋川市 平和堂 COCOROｺｳﾘｴﾝﾃﾝ
大阪府 吹田市 ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ ﾃﾞｭｰ阪急山田店
大阪府 泉佐野市 ｲｵﾝ 日根野店
大阪府 泉佐野市 ﾁｬｰﾘｰ 和泉佐野店
大阪府 泉南市 ｱﾘｰ ｲｵﾝりんくう泉南店
大阪府 泉南市 ｳｴﾙｼｱ ｲｵﾝりんくう泉南店
大阪府 大阪市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 梅田ﾍｯﾌﾟﾌｧｲﾌﾞ
大阪府 大阪市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ LINKS UMEDA
大阪府 大阪市 ｲｵﾝ 野田阪神店
大阪府 大阪市 ｲｽﾞﾐﾔ 福町店
大阪府 大阪市 ｲﾉﾌﾞﾝ 京橋店
大阪府 大阪市 ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 東梅田店
大阪府 大阪市 ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 梅田店
大阪府 大阪市 ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ ｸﾚﾃﾞｭﾌﾟﾚ梅田店
大阪府 大阪市 ｺｸﾐﾝ 戎橋中央店
大阪府 大阪市 ｺｸﾐﾝ 新大阪駅店
大阪府 大阪市 ｺｸﾐﾝ なんばｼﾃｨ地下店
大阪府 大阪市 ｺｸﾐﾝ なんばcity店
大阪府 大阪市 ｺｸﾐﾝ 近鉄あべのﾊﾙｶｽ店
大阪府 大阪市 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ 戎橋店
大阪府 大阪市 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ 心斎橋本店
大阪府 大阪市 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ なんば店
大阪府 大阪市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 心斎橋店
大阪府 大阪市 ｼｮｯﾌﾟｲﾝ 京橋京阪ﾓｰﾙ店
大阪府 大阪市 ﾂﾙﾊ 心斎橋店
大阪府 大阪市 ﾂﾙﾊ 道頓堀店
大阪府 大阪市 ﾂﾙﾊ 道頓堀東店
大阪府 大阪市 ﾂﾙﾊ 戎橋店
大阪府 大阪市 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 心斎橋店
大阪府 大阪市 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 心斎橋南店
大阪府 大阪市 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ H&BPLACEﾙｸｱ大阪店
大阪府 大阪市 井野屋 駒川店
大阪府 大阪市 井野屋 千林店
大阪府 大阪市 ﾒｲｸｱｯﾌﾟｿﾘｭ-ｼｮﾝ 難波



大阪府 大阪市 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｾﾝﾄﾗﾙｽｸｴｱ西宮原店
大阪府 大阪市 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｾﾝﾄﾗｽｸｴｱ-森ノ宮店
大阪府 大阪市 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 関目店
大阪府 大阪市 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 阿波座駅前店
大阪府 大阪市 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 喜連瓜破店
大阪府 大阪市 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ セントラルスクエアなんば店
大阪府 豊中市 ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 千里中央店
大阪府 枚方市 平和堂 COCORO枚方店
大阪府 枚方市 ﾒｲｸｱｯﾌﾟｿﾘｭ-ｼｮﾝ 枚方
大阪府 門真市 ｲｵﾝ 古川橋駅前店
大阪府 和泉市 ｲｽﾞﾐﾔ 和泉中央店
大阪府 和泉市 ｳｴﾙｼｱ COMBOX光明池店
大阪府 和泉市 ﾀﾞｲｴｰ 光明池店
大阪府 堺市堺区 ｲｵﾝ 堺鉄砲町店
大阪府 堺市堺区 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 堺駅前店
大阪府 柏原市 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 国分店
兵庫県 芦屋市 ｺｰﾌﾟ ﾃﾞｨｽﾞ 芦屋店
兵庫県 伊丹市 R.O.U K.K 伊丹昆陽店
兵庫県 加古川市 ｳｴﾙｼｱ 加古川粟津店
兵庫県 加古川市 ﾙｯｸ 加古川ﾆｯｹﾊﾟｰｸﾀｳﾝ店
兵庫県 三田市 ﾁｬｰﾘｰ ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ店
兵庫県 三木市 ｳｴﾙｼｱ 三木青山店
兵庫県 洲本市 ｲｵﾝ 洲本店
兵庫県 神戸市 @COSME STORE 神戸ﾏﾙｲ店
兵庫県 神戸市 ｱﾘｰ ｲｵﾝ神戸北店
兵庫県 神戸市 ｱﾚｯｸｽｺﾝﾌｫｰﾄ ﾌﾞﾗﾝﾁ神戸学園都市店
兵庫県 神戸市 ｲｵﾝ 垂水店
兵庫県 神戸市 ｲﾅｲ ミモザ西神戸店
兵庫県 神戸市 ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 西神中央店
兵庫県 神戸市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 三宮ｾﾝﾀ-街店
兵庫県 神戸市 ﾁｬｰﾘｰ ｻｻﾞﾝﾓｰﾙ六甲店
兵庫県 神戸市 ﾒｲｸｱｯﾌﾟｿﾘｭ-ｼｮﾝ 神戸
兵庫県 神崎郡福崎町 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 福崎店
兵庫県 西宮市 ｲｽﾞﾐﾔ 西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ
兵庫県 西宮市 ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 西宮北口店
兵庫県 西宮市 ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ
兵庫県 西宮市 ｺｰﾌﾟ ﾃﾞｨｽﾞ 西宮店
兵庫県 西宮市 ﾀﾞｲｴｰ ｸﾞﾙﾒｼﾃｨ夙川店
兵庫県 川辺郡猪名川町 ｲｵﾝ 猪名川店
兵庫県 尼崎市 平和堂 COCOROﾂｶｼﾝﾃﾝ
兵庫県 姫路市 ｳｴﾙｼｱ 姫路宮西店
兵庫県 姫路市 ﾙｯｸ ｲｵﾝ姫路大津SC店
兵庫県 宝塚市 ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 宝塚店
兵庫県 明石市 ｲｵﾝ ｱﾝｼﾞｭﾄﾞ明石ﾋﾞﾌﾞﾚ店
奈良県 大和郡山市 ﾕﾆｰ 大和郡山店
奈良県 奈良市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 奈良東向店
奈良県 奈良市 東急ﾊﾝｽﾞ 奈良店
奈良県 奈良市 ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 学園前店
奈良県 橿原市 ｲｵﾝ ｽﾀｲﾙ橿原店
和歌山県 御坊市 ｵｰｸﾜ ﾛﾏﾝｼﾃｨ御坊店



和歌山県 新宮市 ｲｵﾝ 新宮店
和歌山県 新宮市 ｵｰｸﾜ ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰｵｰｸﾜ南紀店
和歌山県 和歌山市 ｵｰｸﾜ ｾﾝﾄﾗﾙｼﾃｨ和歌山店
和歌山県 和歌山市 ｵｰｸﾜ ﾊﾟｰﾑｼﾃｨ和歌山店
和歌山県 和歌山市 近鉄百貨店 和歌山店
岡山県 岡山市 ｱﾘｰ 岡山店
岡山県 岡山市 ｲｵﾝ 岡山店
岡山県 岡山市 ｲﾅｲ 岡山大安寺店
岡山県 岡山市 ｲﾅｲ ミモザ東岡山店
岡山県 岡山市 ｻﾞｸﾞｻﾞｸﾞ 金川店
岡山県 岡山市 ｻﾞｸﾞｻﾞｸﾞ 西古松店
岡山県 笠岡市 ｻﾞｸﾞｻﾞｸﾞ 笠岡番町店
岡山県 倉敷市 ｱﾘｰ ｲｵﾝ倉敷店
岡山県 倉敷市 ｲｵﾝ 倉敷店
岡山県 倉敷市 ｲｽﾞﾐ 倉敷店
岡山県 倉敷市 ｻﾞｸﾞｻﾞｸﾞ 水江店
岡山県 津山市 ｲｵﾝ 津山店
岡山県 津山市 ｻﾞｸﾞｻﾞｸﾞ 小原店
岡山県 都窪郡早島町 ｻﾞｸﾞｻﾞｸﾞ 早島店
岡山県 総社市 ｻﾞｸﾞｻﾞｸﾞ 総社真壁店
広島県 安芸郡府中町 ｲｵﾝ 宇品店
広島県 呉市 ｲｽﾞﾐ 呉店
広島県 広島市 ｲｵﾝ みゆき店
広島県 広島市 ｲｵﾝ 広島祇園店
広島県 広島市 ｲｽﾞﾐ 五日市店
広島県 広島市 ｲｽﾞﾐ 広島店
広島県 広島市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ ﾌﾟﾗﾑ広島本通店
広島県 広島市 ﾂﾙﾊ 胡通店
広島県 大竹市 ｲｽﾞﾐ 大竹店
広島県 東広島市 ｲｽﾞﾐ 学園店
広島県 東広島市 ｲｽﾞﾐ 黒瀬店
広島県 東広島市 ｲｽﾞﾐ 東広島店
広島県 廿日市市 ｲｽﾞﾐ 廿日市店
広島県 尾道市 ﾙｯｸ 尾道福屋店
広島県 福山市 ﾌﾟﾌﾟﾚひまわり 緑町店
山口県 宇部市 ｲｽﾞﾐ 宇部店
山口県 下関市 ｱｲﾝｽﾞ&ﾄﾙﾍﾟ 大丸下関店
山口県 下関市 ｲﾅｲ ミモザ新下関店
山口県 下関市 ｲｽﾞﾐ ゆめｼﾃｨ店
山口県 下関市 ｲｽﾞﾐ 長府店
山口県 岩国市 ｲｽﾞﾐ 南岩国店
山口県 山口市 ｲｽﾞﾐ 山口店
山口県 山陽小野田市 ｲﾝｷｭｰﾌﾞ西鉄 おのだｻﾝﾊﾟｰｸ店
山口県 周南市 ｲｽﾞﾐ 新南陽店
山口県 防府市 ｲｵﾝ 防府店
鳥取県 西伯郡日吉津村 ｲｵﾝ 日吉津店
鳥取県 鳥取市 ｲｵﾝ 鳥取北店
鳥取県 鳥取市 ｲﾅｲ 鳥取店
島根県 出雲市 ｲｵﾝ 出雲店
島根県 出雲市 ｲｽﾞﾐ 出雲店



島根県 松江市 ｲｵﾝ 松江店
島根県 浜田市 ｲｽﾞﾐ 浜田店
香川県 丸亀市 ｲｽﾞﾐ 丸亀店
香川県 丸亀市 ﾁｬｰﾘｰ 丸亀店
香川県 高松市 ｲｽﾞﾐ 高松店
香川県 高松市 ﾁｬｰﾘｰ ﾚｲﾝﾎﾞｰﾛｰﾄﾞ店
香川県 坂出市 ｲｵﾝ 坂出店
香川県 三豊市 ｲｽﾞﾐ 三豊店
徳島県 徳島市 ｲｵﾝ 徳島店
徳島県 徳島市 ﾁｬｰﾘｰ 沖の浜店
徳島県 板野郡北島町 ﾚﾃﾞｲ薬局 北島店
徳島県 板野郡藍住町 ｲｽﾞﾐ 徳島店
愛媛県 伊予市 ﾚﾃﾞｲ薬局 ﾌｼﾞ伊予店
愛媛県 今治市 ｲｵﾝ 今治新都市店
愛媛県 松山市 ｲｵﾝ 松山店
愛媛県 松山市 東急ﾊﾝｽﾞ 松山店
愛媛県 新居浜市 ｲｵﾝ 新居浜店
高知県 高知市 ｲｵﾝ 高知店
高知県 高知市 よどやﾄﾞﾗｯｸﾞ 一宮店
高知県 高知市 よどやﾄﾞﾗｯｸﾞ 朝倉店
高知県 高知市 よどやﾄﾞﾗｯｸﾞ 福井店
高知県 土佐市 よどやﾄﾞﾗｯｸﾞ 高岡店
福岡県 遠賀郡遠賀町 ｲｽﾞﾐ ゆめﾀｳﾝ遠賀店
福岡県 久留米市 ｲｽﾞﾐ ゆめﾀｳﾝ久留米店
福岡県 久留米市 にしてつｽﾄｱ 久留米ﾀﾐｰ店
福岡県 久留米市 ﾊﾋﾞﾀ             久留米店
福岡県 行橋市 ｲｽﾞﾐ ゆめﾀｳﾝ行橋店
福岡県 糟屋郡志免町 ｲｵﾝ 福岡東店
福岡県 糟屋郡粕屋町 ｲｵﾝ 福岡店
福岡県 大川市 ｲｽﾞﾐ ゆめﾀｳﾝ大川店
福岡県 大牟田市 ｲｵﾝ 大牟田店
福岡県 大牟田市 ｲｽﾞﾐ ゆめﾀｳﾝ大牟田店
福岡県 大野城市 ｲｵﾝ 大野城店
福岡県 春日市 ｲﾝｷｭｰﾌﾞ アクロスモール春日店
福岡県 筑紫野市 ｲｵﾝ 筑紫野店
福岡県 筑紫野市 ｲｽﾞﾐ ゆめﾀｳﾝ筑紫野店
福岡県 直方市 ｱﾘｰ ｲｵﾝ直方店
福岡県 八女市 ｲｽﾞﾐ ゆめﾀｳﾝ八女店
福岡県 福岡市 ｲｵﾝ ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞ福岡店
福岡県 福岡市 ｲｵﾝ 伊都店
福岡県 福岡市 ｲｵﾝ 香椎浜店
福岡県 福岡市 ｲｵﾝ 笹丘店
福岡県 福岡市 ｲｽﾞﾐ ゆめﾀｳﾝ博多ﾘﾌﾞﾄﾞ
福岡県 福岡市 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ 大橋ｽﾃｰｼｮﾝ店
福岡県 福岡市 ﾄﾞﾗｯｸﾞ ｲﾚﾌﾞﾝ 博多駅前店
福岡県 福岡市 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多店
福岡県 福岡市 大賀薬局 LifeStream店
福岡県 福岡市 大賀薬局 ﾗｼｯｸ 福岡天神店
福岡県 福岡市 大賀薬局 木馬館
福岡県 福岡市 大賀薬局 薬院六つ角店



熊本県 熊本市 同仁堂 下通店
熊本県 上益城郡 同仁堂 嘉島ｸﾚｱ店
福岡県 福岡市 ｱ-ﾊﾞﾝｺﾝﾌｫ-ﾄ 福岡ﾊﾟﾙｺ
福岡県 福岡市 ｲﾝｷｭｰﾌﾞ西鉄 ｲｵﾝ香椎浜
福岡県 福岡市 ｲﾝｷｭｰﾌﾞ西鉄 天神
福岡県 福岡市 ｲﾝｷｭｰﾌﾞ西鉄 ﾌﾟﾗｯﾄｲﾝｷｭｰﾌﾞ西新店
福岡県 福岡市 ｲﾝｷｭｰﾌﾞ西鉄 木の葉ﾓｰﾙ橋本店
福岡県 北九州市 ｲｵﾝ 戸畑店
福岡県 北九州市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 魚町銀天街店
福岡県 北九州市 ｲﾝｷｭｰﾌﾞ西鉄 ｻﾝﾘﾌﾞｼﾃｨ小倉
福岡県 北九州市 ｲﾝｷｭｰﾌﾞ西鉄 ﾁｬﾁｬﾀｳﾝ小倉
福岡県 田川市 ｸﾘｽﾀﾙ ｷｬﾄﾙﾘｰｳﾞｽ
佐賀県 佐賀市 ｲｵﾝ 佐賀大和店
佐賀県 佐賀市 ｲｽﾞﾐ ゆめﾀｳﾝ佐賀店
佐賀県 佐賀市 ﾊﾋﾞﾀ             佐賀店
佐賀県 武雄市 ｲｽﾞﾐ ゆめﾀｳﾝ武雄店
長崎県 佐世保市 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 四ヶ町店
長崎県 佐世保市 ﾐｽﾞ MIZえきﾏﾁ1丁目佐世保店
長崎県 佐世保市 力武薬局 力武薬局
長崎県 佐世保市 ｲﾝｷｭｰﾌﾞ西鉄 させぼ五番街
長崎県 長崎市 ｲｵﾝ 千歳店
長崎県 長崎市 ｲｽﾞﾐ 夢彩都
長崎県 長崎市 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ 浜町店
長崎県 長崎市 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 長崎浜町店
長崎県 長崎市 東急ﾊﾝｽﾞ 長崎店
大分県 大分市 ﾄｷﾊ ﾄｷﾊ本店
大分県 大分市 ﾌｧﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ コスメドラッグファン サンリブ明野店
大分県 大分市 ﾌｧﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ 古国府店
大分県 中津市 ｲｽﾞﾐ ゆめﾀｳﾝ中津店
大分県 中津市 くじめ屋
大分県 別府市 ｲｽﾞﾐ ゆめﾀｳﾝ別府店
大分県 別府市 ﾌｧﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ ｺｽﾒﾄﾞﾗｯｸﾞﾌｧﾝ別府駅店
大分県 延岡市 ﾌｧﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ ｺｽﾒﾄﾞﾗｯｸﾞﾌｧﾝ延岡店
大分県 佐伯市 ﾌｧﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ 中央店
熊本県 菊池郡菊陽町 ｲｽﾞﾐ ゆめﾀｳﾝ光の森店
熊本県 熊本市 ｲｽﾞﾐ ゆめﾀｳﾝはません店
熊本県 熊本市 ｲｽﾞﾐ ゆめﾀｳﾝ大江店
熊本県 熊本市 同仁堂 ｱｯﾄﾊｰｽﾞ小川店
熊本県 熊本市 同仁堂 上通店
熊本県 熊本市 ﾊﾋﾞﾀ             ｻﾝﾋﾟｱﾝ店
熊本県 熊本市 ﾊﾋﾞﾀ             はません店
熊本県 熊本市 ﾊﾋﾞﾀ             大江店
熊本県 八代市 ｲｽﾞﾐ ゆめﾀｳﾝ八代店
熊本県 菊池郡 ﾊﾋﾞﾀ             光の森店
宮崎県 宮崎市 ｲｵﾝ 南宮崎店
宮崎県 宮崎市 ﾃﾞｻｷ ﾃﾞﾎﾟ宮崎店
宮崎県 宮崎市 勉強堂 勉強堂ﾌﾟｰﾗﾋﾞｰﾀ霧島
宮崎県 宮崎市 ＪＲ九州ﾘﾃｰﾙ m&mazeイオン宮崎店
宮崎県 都城市 ｲｵﾝ 都城駅前店
宮崎県 都城市 ｲﾝﾃﾘｱ日向 ｱﾌﾗﾝｼｰﾙ都城店



宮崎県 都城市 ﾆｼﾑﾀ 五十市店
宮崎県 日向市 ｲﾝﾃﾘｱ日向 ｱﾌﾗﾝｼｰﾙ日向店
鹿児島県 姶良市 ｲｵﾝ 姶良店
鹿児島県 鹿児島市 ｲｵﾝ 鹿児島鴨池店
鹿児島県 鹿児島市 ｲｵﾝ 鹿児島中央店
鹿児島県 鹿児島市 ｲｵﾝ 鹿児島店
鹿児島県 鹿児島市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｲﾚﾌﾞﾝ 中央駅西口
鹿児島県 鹿児島市 ﾆｼﾑﾀ ｽｶｲﾏｰｹｯﾄ鴨池店
沖縄県 名護市 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ 為又ｼﾃｨ店


