【おねがい】下記内容を事前にご確認くださいますよう、お願いいたします。
●2017年8月18日時点で集計した、メーカー発売日2017年8月21日ネイルホリック新色・新製品 取扱店舗一覧です。
●店頭在庫を確約するものではございません。
●メーカー発売日と、実際店頭に陳列される日にちは、諸事情により、多少前後する場合があります。
●新色・新製品の取扱店舗を掲載していますが、色号数の取扱ラインナップは、各店舗によって異なる可能性があります。

ご理解を賜りますよう、何卒宜しくお願いいたします。
都道府県

店名

市区町村

電話番号

住所

富山県

富山市

ドン・キホーテ 富山店

076-424-0711

富山県富山市掛尾町３６５ー１

富山県

富山市

アルプラザ平和堂 富山店

076-466-1845

富山県富山市婦中町下轡田 １６５番地の１

富山県

富山市

Ｋコスメ・ボーテ 総曲輪通り店

076-422-1110

富山県富山市総曲輪 ３ー８ー６ 総曲輪フェリオ１Ｆ

富山県

富山市

Ｋコスメ・ボーテ アピア店

076-445-3131

富山県富山市稲荷元町 ２ー１１ー１ＳＣアピア内

富山県

富山市

Ｋコスメ・ボーテ マリエ店

076-445-4601

富山県富山市桜町１ー１ー６１ マリエとやま１Ｆ

富山県

富山市

ヘルス＆ビューティはなの木

076-495-3210

富山県富山市上袋１００ ショッピングセンターアピタ内

富山県

富山市

富山県富山市上大久保 １２１０ー１グリーンバレー１Ｆ

富山県

富山市

富山県

高岡市

ＦＲＥＮＣＨ ＫＩＳＳ ２
076-468-3611
メイキャップスタジオ Ａｍａｎｏ ＣＩＣ
076-444-0405
店
Ｋコスメ・ボーテ イオンモール高岡店 0766-27-2460

富山県

高岡市

ドラッグセイムス 高岡店

0766-29-2280

富山県高岡市あわら町２２６番

富山県

魚津市

Ｋコスメ・ボーテ アップルヒル店

0765-22-5001

富山県魚津市上村木４１３番地 アップルヒル内

富山県

砺波市

じゅん

0763-32-5126

富山県砺波市豊町１丁目 １６番１４号

富山県

射水市

アルプラザ平和堂 小杉店

0766-57-8119

富山県射水市三ケ２６０２

富山県

下新川郡朝日町 ハートのイタクラ アスカ店

0765-82-1188

富山県下新川郡朝日町平柳６８８

石川県

金沢市

アルプラザ平和堂 金沢店

076-260-1348

石川県金沢市諸江町３０番１号

石川県

金沢市

アルプラザ平和堂 津幡店

076-289-0803

石川県河北郡津幡町北中条地区 土地区画整理事業地内１街区１

石川県

金沢市

コスメティック イケダ

076-253-0003

石川県金沢市疋田３ー４１

石川県

金沢市

076-223-6877

石川県金沢市堀川新町３番１号

石川県

金沢市

みずべコスメティッククラブＣ２
アットコスメストア アピタタウン金沢
ベイ店

076-225-2531

石川県金沢市無量寺アピタタウン 金沢ベイ２３街区

石川県

金沢市

薬マツモトキヨシ アピタタウン金沢ベ
076-225-2577
イ店

石川県金沢市第二土地区画 整理事業地区内２１街区

石川県

金沢市

ドラッグセイムス 東金沢駅前店

076-208-3718

石川県金沢市三池町 １８３

石川県

小松市

アルプラザ平和堂 小松店

0761-23-1211

石川県小松市園町ハー２３ー１

石川県

小松市

みずべ アルプラザ小松店

0761-24-4441

石川県小松市園町ハー２３ー１

石川県

小松市

ＴＵＢＲＩＶＥＲｂｙｋｉｉｔｏｓ イオンモール
0761-58-0456
新小松店

富山県富山市新富町１ー２ー３ ＣＩＣ １Ｆ
富山県高岡市下伏間江３８３番地 イオン高岡ＳＣ１Ｆ

石川県小松市沖周辺 土地区画整理事業区域内２０街区

石川県

加賀市

アルプラザ平和堂 加賀店

0761-75-1833

石川県加賀市作見町ル２５番１

石川県

羽咋市

シメノドラッグ 羽咋店

0767-22-3975

石川県羽咋市石野町イ３１

石川県

羽咋市

ドラッグセイムス 羽咋鶴多店

0767-23-4281

石川県羽咋市鶴多町五石高 ３４ー１

石川県

かほく市

みずべイオンかほくＳＣ店

076-289-1333

石川県かほく市内日角タ２５番

石川県

野々市市

Ｂ＆ＢＨＯＵＳＥ野々市南店

076-294-6400

石川県野々市市上林 ４丁目５５街区ー１

石川県

野々市市

みずべ野々市御経塚サティ

076-269-1009

石川県野々市市御経塚 ２ー９１御経塚サティ１Ｆ

石川県

鹿島郡中能登町 アルプラザ平和堂 鹿島店

0767-76-2227

石川県鹿島郡中能登町井田 と１ー１

福井県

福井市

ドン・キホーテ 福井大和田店

0776-52-5311

福井県福井市大和田町１２ー７

福井県

福井市

アルプラザ平和堂 ベル店

0776-35-3111

福井県福井市花堂南２ー１６ー１

福井県

福井市

セキセイパリオ店

0776-25-8839

福井県福井市松城町９ー７ パリオ内

福井県

敦賀市

アルプラザ平和堂 敦賀店

0770-22-1586

福井県敦賀市白銀町１１ー５

福井県

大野市

コスメティックス フタバ ヴィオ店

0779-65-7728

福井県大野市鍬掛１７ー１７ー１

福井県

越前市

セキセイ武生楽市店

0778-21-0814

福井県越前市横市町 ２８ー１４ー１

福井県

坂井市

アルプラザ平和堂 アミ店

0776-51-3999

福井県坂井市春江町随応寺 １６の１１

福井県

坂井市

コスメイク しんみせ

0776-51-5976

福井県坂井市春江町随応寺 １６ー１１アミ内

福井県

坂井市

薬マツモトキヨシ イーザ三国店

0776-82-3800

福井県坂井市三国町三国東 ５丁目１ー２０

福井県

大飯郡高浜町

佐々木薬局 高浜店

0770-72-4488

福井県大飯郡高浜町宮崎７７

岐阜県

岐阜市

高島屋前岐薬 ドラッグユースマイル
058-262-0260
本店

岐阜県岐阜市日ノ出町２ー２３

岐阜県

岐阜市

ヒロセヤ ラ．ボーテ＆アイ

058-295-2151

岐阜県岐阜市正木中１ー２ー１ マーサ２１ １Ｆ

岐阜県

岐阜市

住ノ江岐薬 ドラッグユースマイル
県庁前店

058-276-2487

岐阜県岐阜市市橋３ー１７ー１１

岐阜県

大垣市

アル・プラザ平和堂 鶴見店

0584-75-3711

岐阜県大垣市鶴見町字上渡瀬 ６４１番地の２

岐阜県

美濃加茂市

ココカラファイン 下米田店

0574-23-2087

岐阜県美濃加茂市下米田町小山 字上井領１０４４番地

岐阜県

各務原市

高島屋前岐薬 ａｓｋａ 蘇原店

0583-89-4418

岐阜県各務原市蘇原村雨町 ４ー２８ー１

静岡県

静岡市葵区

薬マツモトキヨシ 呉服町店

054-275-1180

静岡県静岡市葵区呉服町 ２丁目６番８号

静岡県

静岡市葵区

ＰｉｕＭａｇｉ 静岡店

054-275-1228

静岡県静岡市葵区御幸町６ー１０ 静岡マルイ１Ｆ

静岡県

浜松市西区

パルファン 志都呂店

053-415-2035

静岡県浜松市西区志都呂二丁目 ３７番１号 イオンモール浜松志都呂１Ｆ

静岡県

浜松市南区

ＭＥＧＡドン・キホーテ浜松可美店

053-441-3810

静岡県浜松市南区東若林町 １１ー１

静岡県

三島市

イトーヨーカ堂 三島店

0559-81-6111

静岡県三島市中田町９ー３０

静岡県

掛川市

のばらアピタ掛川店

0537-23-5567

静岡県掛川市大池２８２６ アピタ掛川店内

愛知県

名古屋市千種区 千里馬薬局 今池店

052-732-6781

愛知県名古屋市千種区今池 ５ー２３ー１６

愛知県

名古屋市北区

052-909-6511

愛知県名古屋市北区玄馬町 ２３４ー１

ドン・キホーテ名古屋本店

愛知県

名古屋市中村区 アマノ コスメティックアマノメイチカ店 052-561-4959

愛知県名古屋市中村区名駅 ３ー１４ー１５メイチカ地下街

愛知県

名古屋市中村区 アマノ ａｍａｎｏゲートウォーク店

052-583-0663

愛知県名古屋市中村区名駅 １丁目１番２号先 ゲートウォーク内

愛知県

名古屋市中村区 千里馬薬局

052-571-7724

愛知県名古屋市中村区名駅 ３ー３ー５

愛知県

名古屋市中村区 アマノ アマノドラッグＪＲ名駅中央店 052-589-1855

愛知県名古屋市中村区名駅 一丁目１番４号ＪＲ名古屋駅構内

愛知県

名古屋市中村区 千里馬薬局 駅西店

052-453-7570

愛知県名古屋市中村区椿町 １５番２３号

愛知県

名古屋市中村区 ＢＡＳＥ近鉄パッセ店

052-561-7513

愛知県名古屋市中村区名駅 １ー２ー２７Ｆ

愛知県

愛知県名古屋市中村区名駅３丁目 １４番１６号東洋ビル１Ｆ

愛知県

名古屋市中村区 スギ薬局 スギ薬局名古屋駅前店
052-569-2355
ドラッグストアマツモトキヨシ 上石川
名古屋市中村区
052-419-1117
店
名古屋市中区
ムラサキヤ サカエチカ店
052-953-6877

愛知県

名古屋市中区

ムラサキヤ セントラルパ―ク店

052-971-0261

愛知県名古屋市中区錦 ３ー１５ー１３

愛知県

名古屋市中区

アマノ アマノドラッグサカエチカ店

052-971-6586

愛知県名古屋市中区栄三丁目 ４番６号先サカエチカセンター

愛知県

名古屋市中区

フィットハウス千種店

052-269-3686

愛知県名古屋市中区新栄 ３丁目２０番２４号

愛知県

名古屋市中区

愛知県

名古屋市中区

愛知県

名古屋市中区

薬マツモトキヨシ 広小路伏見店
052-209-9277
薬マツモトキヨシ 広小路伏見Ｐａｒｔ２
052-209-6603
店
ココカラファイン 名古屋栄店
052-249-8790

愛知県

名古屋市昭和区 薬マツモトキヨシ 御器所店
ドラッグセイムス イオンタウン熱田千
名古屋市熱田区
年店
東海セイムス ドラッグストアレモン
名古屋市港区
木場店
ＭＥＧＡドン・キホーテ 名四丹後通り
名古屋市南区
店
東海セイムス ドラッグセイムス 守
名古屋市守山区
山新城店

052-859-1666

愛知県名古屋市昭和区御器所通 ３ー１２ 御器所ステーションビル１Ｆ

052-364-8571

愛知県名古屋市熱田区千年 １丁目１６番３０号

052-694-5221

愛知県名古屋市港区木場町 ２ー３８

052-619-4011

愛知県名古屋市南区丹後通 ５丁目２５ー１

052-778-9581

愛知県名古屋市守山区新城 ２２ー１６

愛知県

名古屋市緑区

052-877-2111

愛知県名古屋市緑区鳥澄 １丁目４０１番地

愛知県

名古屋市名東区 薬マツモトキヨシ 藤が丘駅前店

052-726-8665

愛知県名古屋市名東区藤が丘 １４３

愛知県

名古屋市天白区 薬マツモトキヨシ ピアゴ植田店

052-800-0101

愛知県名古屋市天白区元植田 １ー３０２

愛知県

岡崎市

シャンテ ウィングタウン

0564-54-9193

愛知県岡崎市羽根町小豆坂 ３ウィングタウン内

愛知県

一宮市

愛知県一宮市萩原町７１ー２

愛知県

一宮市

愛知県

一宮市

アメヨシ
0586-68-0457
ココカラファイン イオンモール木曽川
0586-84-2854
店
ヘルスバンク 千秋小山店
0586-81-0321

愛知県

一宮市

ヘルスバンク 末広店

0586-44-7999

愛知県一宮市末広町３ー１８ー１

愛知県

半田市

ドン・キホーテ 半田店

0569-23-9411

愛知県半田市旭町３ー３６ー１

愛知県

半田市

ドラッグセイムス半田中町店

0569-24-4189

愛知県半田市中町２丁目８１番地

愛知県

春日井市

ＮＡＴＵＲＡＬ ＬＩＦＥ化粧屋

0568-52-5608

愛知県春日井市気噴町 ２ー１１ー１ ピアゴ気噴店１Ｆ

愛知県

愛知県
愛知県
愛知県
愛知県

ドン・キホーテ 緑店

愛知県名古屋市中村区上石川町 ３ー２０
愛知県名古屋市中区栄 ３丁目４ー６栄地下街

愛知県名古屋市中区錦 １丁目１９番３２号
愛知県名古屋市中区栄 １丁目５番５号
愛知県名古屋市中区栄 三丁目１７番１２号

愛知県一宮市木曽川町黒田字南 八ツヶ池２５ー１ー１０１
愛知県一宮市千秋町小山 字新屋敷６４３

愛知県

豊川市

みどりやアシュレ本野店

愛知県

津島市

愛知県津島市大字津島字北新開 ３５１番地

愛知県

刈谷市

愛知県

豊田市

ヨシヅヤストアー 津島本店
0567-23-7111
ドラッグストアマツモトキヨシ 刈谷高
0566-63-6577
倉店
ヘルスバンク市木店
0565-88-5255

愛知県

豊田市

ヘルスバンク 御幸本町店

0565-29-5670

愛知県豊田市御幸本町３丁目８６

愛知県

安城市

くすりと化粧品のミヤケ

0566-98-5141

愛知県安城市住吉町３ー５ー２８ アンディ１Ｆ

愛知県

江南市

平和堂 江南店

0587-56-8800

愛知県江南市上奈良町栄６１ー３

愛知県

江南市

薬マツモトキヨシ ピアゴ江南店

0587-52-3456

愛知県江南市村久野町瀬頭１６３

愛知県

東海市

エイトクヤ 大田川店

0562-33-5231

愛知県東海市大田町郷中１８７ ホワイトプラザ

愛知県

東海市

東海セイムス ドラッグセイムス東海
052-604-4189
名和店

愛知県東海市名和町南廻間 ４３番１

愛知県

東海市

東海セイムス ドラッグセイムス東海
052-626-6062
荒尾店

愛知県東海市荒尾町祢崎１０９

愛知県

東海市

東海セイムス ドラッグセイムス東海
0562-38-6820
加木屋店

愛知県東海市加木屋町西平子 ５２ー８

愛知県

大府市

東海セイムス ドラッグセイムス長草
0562-44-8600
店

愛知県大府市明成町１ー１４

愛知県

尾張旭市

イトーヨーカ堂 尾張旭店

0561-54-1211

愛知県尾張旭市南原山町石原 １１６ー４

愛知県

知多郡阿久比町 サンキュー阿久比店

0569-89-8631

愛知県知多郡阿久比町大字阿久比 字宮前１６ー４

（以上）

0533-84-8208

愛知県豊川市本野町東浦２５ー２ アシュレ内
愛知県刈谷市高倉町１丁目３０５
愛知県豊田市市木町 ４丁目１７ー１

