
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

鳥取県 鳥取市 コスメティックあき 0857-23-4006 鳥取県鳥取市弥生町２２６
鳥取県 鳥取市 ドラッグストアエース興南町店 0857-50-0281 鳥取県鳥取市興南町 ３９ー２
鳥取県 倉吉市 リアン 0858-27-2266 鳥取県倉吉市山根５５７ー１ パープルタウン内１Ｆ
島根県 出雲市 イズミ 斐川店 0853-72-7900 島根県出雲市斐川町上直江 １３０１
島根県 出雲市 イズミ ゆめタウン出雲店 0853-24-0080 島根県出雲市大塚町６５０ー１
島根県 益田市 イズミ ゆめタウン益田店 0856-23-7800 島根県益田市高津７ー２１ー１２
島根県 益田市 リコスマイル 0856-22-4926 島根県益田市駅前町１３ー９
岡山県 岡山市北区 マツモトキヨシ 薬マツモトキヨシ岡山駅Ｂ１店 086-233-3055 岡山県岡山市北区駅元町１ー１ ＪＲ西日本駅構内
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 津高店 086-214-6221 岡山県岡山市北区津高９１６
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 小山店 086-905-0015 岡山県岡山市北区小山５２ー１
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 金川店 0867-24-9303 岡山県岡山市北区御津宇垣 １４８３ー１
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 三門店 086-214-5788 岡山県岡山市北区西崎 １－９－３８
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 大元店 086-805-1300 岡山県岡山市北区大元 １ー１３ー１８
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 白石店 086-214-3900 岡山県岡山市北区白石２８０ー１
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 西之町店 086-805-3500 岡山県岡山市北区西之町 ９ー１０９
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 西古松店 086-805-8801 岡山県岡山市北区西古松 ３２６ー１０１
岡山県 岡山市北区 ザグザグ 下伊福店 086-214-5558 岡山県岡山市北区下伊福 ２丁目６番３５号
岡山県 岡山市中区 山陽マルナカ 高屋店 086-271-9500 岡山県岡山市中区高屋３６ー１
岡山県 岡山市中区 ザグザグ 江崎店 086-200-2281 岡山県岡山市中区江崎６９０ー１
岡山県 岡山市東区 イズミ 平島店 086-297-5678 岡山県岡山市東区東平島１６３
岡山県 岡山市東区 ザグザグ 瀬戸店 086-952-9477 岡山県岡山市東区瀬戸町沖１１９
岡山県 岡山市東区 ザグザグ 西大寺店 086-944-5539 岡山県岡山市東区西大寺中野 ９３０ー１
岡山県 岡山市南区 ザグザグ 福富店 086-902-1339 岡山県岡山市南区豊成 ３ー２２ー１８
岡山県 岡山市南区 ザグザグ 妹尾店 086-282-7066 岡山県岡山市南区妹尾 １８８３ー１
岡山県 岡山市南区 ザグザグ 豊成店 086-235-8139 岡山県岡山市南区豊成 １丁目３番７号
岡山県 倉敷市 イズミ ゆめタウン倉敷店 086-425-1000 岡山県倉敷市笹沖１２７４ー１
岡山県 倉敷市 山陽マルナカ 中島店 086-460-0700 岡山県倉敷市中島２７８０ー１
岡山県 倉敷市 山陽マルナカ 新倉敷店 086-523-1700 岡山県倉敷市玉島爪崎９８１ー１
岡山県 倉敷市 ザグザグ 真備店 0866-98-8877 岡山県倉敷市真備町川辺２０５７
岡山県 倉敷市 ザグザグ 加須山店 086-420-2340 岡山県倉敷市加須山２７７ー５
岡山県 倉敷市 ザグザグ 玉島店 086-523-4305 岡山県倉敷市玉島中央町 ２ー１ー５０
岡山県 倉敷市 ザグザグ 玉島乙島店 086-523-4311 岡山県倉敷市玉島乙島６８８０
岡山県 倉敷市 ザグザグ 笹沖店 086-423-5255 岡山県倉敷市笹沖４７１
岡山県 倉敷市 ココカラファイン アリオ倉敷店 086-435-7226 岡山県倉敷市寿町１２番２号 アリオ倉敷１３３区画
岡山県 倉敷市 ザグザグ 花の街店 086-435-3911 岡山県倉敷市宮前３３７
岡山県 倉敷市 ザグザグ 上庄店 086-464-5544 岡山県倉敷市上東５０６ー１

【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。 



岡山県 倉敷市 ザグザグ 平田店 086-430-2322 岡山県倉敷市平田６７６ー１
岡山県 倉敷市 ザグザグ 琴浦店 086-472-1177 岡山県倉敷市児島下の町 １０丁目１番３９号
岡山県 倉敷市 ザグザグ 天城店 086-420-1241 岡山県倉敷市藤戸町天城 ６６６ー１
岡山県 倉敷市 ザグザグ 水江店 086-466-7739 岡山県倉敷市西阿知町 １１７ー１
岡山県 倉敷市 ザグザグ 北畝店 086-450-2282 岡山県倉敷市北畝 ６丁目２番３９号
岡山県 倉敷市 ザグザグ ザグザグ児島柳田店 086-474-2539 岡山県倉敷市児島柳田町 １７２ー１
岡山県 津山市 ザグザグ 院庄店 0868-28-9561 岡山県津山市院庄１２４５ー１
岡山県 津山市 ザグザグ 東一宮店 0868-27-7556 岡山県津山市東一宮６７ー７
岡山県 津山市 ＭＡＳＡＹＡ カラースタジオイオンモール津山 0868-48-0436 岡山県津山市河辺１０００ー１ イオン津山店内
岡山県 津山市 ザグザグ 高野店 0868-21-7151 岡山県津山市高野本郷 １４１６番地１
岡山県 津山市 ザグザグ小原店 0868-22-1220 岡山県津山市総社７７ー１
岡山県 津山市 ザグザグ 志戸部店 0868-32-0570 岡山県津山市沼８４８ー１６
岡山県 玉野市 ザグザグ 高崎店 0863-73-5121 岡山県玉野市東高崎 ２５ー１４９
岡山県 玉野市 ザグザグ 長尾店 0863-73-5539 岡山県玉野市長尾６１３ー１
岡山県 笠岡市 ザグザグ 笠岡富岡店 08656-7-3346 岡山県笠岡市富岡 １０ー２６２ー１
岡山県 笠岡市 山陽マルナカ 笠岡店 0865-69-2552 岡山県笠岡市笠岡２３８８
岡山県 笠岡市 ザグザグ 笠岡番町店 0865-62-0700 岡山県笠岡市富岡 ４７７－３７
岡山県 井原市 ザグザグ 井原笹賀店 0866-65-0086 岡山県井原市笹賀町２９ー１
岡山県 総社市 ザグザグ 総社店 0866-94-0354 岡山県総社市小寺５
岡山県 総社市 ドラッグセイムス　総社真壁店 0866-90-2155 岡山県総社市真壁１２８９ー１
岡山県 総社市 ザグザグ 総社真壁店 0866-90-0039 岡山県総社市真壁 ６４５ー１
岡山県 高梁市 ザグザグ 落合店 0866-22-6919 岡山県高梁市落合町阿部 １６９７ー１
岡山県 備前市 ザグザグ 穂浪店 0869-67-3039 岡山県備前市穂浪２５４１－１
岡山県 瀬戸内市 ザグザグ 長船店 0869-66-0201 岡山県瀬戸内市長船町服部 ３８７ー１
岡山県 赤磐市 ザグザグ 町苅田店 086-957-3863 岡山県赤磐市町苅田９４０ー１
岡山県 真庭市 イズミ ゆめタウン久世店 0867-42-6201 岡山県真庭市惣１７０
岡山県 真庭市 ザグザグ 久世店 0867-53-0835 岡山県真庭市惣１８０ー１
岡山県 真庭市 ザグザグ真庭垂水店 0867-52-7300 岡山県真庭市落合垂水字妙見 ４２５ー１
岡山県 和気郡和気町 ザグザグ 和気店 0869-92-5611 岡山県和気郡和気町福富 ４４２ー１
岡山県 浅口郡里庄町 ザグザグ 里庄店 0865-64-1233 岡山県浅口郡里庄町里見 ９７９５ー１
岡山県 勝田郡勝央町 ザグザグ 勝央店 0868-38-0305 岡山県勝田郡勝央町勝間田 ７６７ー１

広島県 広島市中区
フランス屋 チャームコンサルタントフランス屋
アクア店

082-225-3015 広島県広島市中区基町６ー２７ アクア広島センター街１Ｆ

広島県 広島市中区 フランス屋 森の朝 082-502-3358 広島県広島市中区基町６ー７８ 基町クレドパセーラ５Ｆ

広島県 広島市中区
株）ツルハグループＤ＆ＰＨ西日本 ウォンツ本
通店

082-545-7877 広島県広島市中区本通 ８ー２６

広島県 広島市中区
株）ツルハグループＤ＆ＰＨ西日本 ウォンツえ
びす通り店

082-545-5088 広島県広島市中区堀川町 ６ー１９

広島県 広島市中区 フランス屋 森の朝ＷＩＮＥＲＹ 082-546-3188
広島県広島市中区紙屋町２丁目 地下街２１４号 紙屋町
シャレオ南通り

広島県 広島市中区 ココカラファイン 広島本通店 082-545-0560 広島県広島市中区本通５ー８
広島県 広島市南区 ゆめタウン　広島店 082-252-8423 広島県広島市南区皆実町 ２ー８ー１７
広島県 広島市南区 イズミ ゆめタウン　みゆき店 082-255-6000 広島県広島市南区宇品西 ６ー７ー１４

広島県 広島市南区 フランス屋 森の朝きらら 082-567-8640
広島県広島市南区松原町９ー１ エールエールＡ館専門店
街Ｂ２Ｆ



広島県 広島市西区 フランス屋 森の朝水車小屋 082-501-1225
広島県広島市西区草津新町 ２丁目２６ー１ アルパーク東
棟４Ｆブルーサイド

広島県 広島市安佐南区レデイ薬局 Ｍ２１緑井コスメ店 082-870-2511 広島県広島市安佐南区緑井 １ー５ー２
広島県 広島市安佐南区イズミ ゆめタウン安古市店 082-872-1333 広島県広島市安佐南区高取北 １ー６ー１
広島県 広島市安佐南区イズミ ゆめタウン祇園店 082-874-8111 広島県広島市安佐南区西原 ５ー１９ー４４

広島県 広島市安佐南区フランス屋 トリコフランス屋 082-832-3838
広島県広島市安佐南区祇園 ３丁目２ー１ イオンモール広
島祇園１Ｆ

広島県 広島市安佐南区ザグザグ 古市店 082-831-2552 広島県広島市安佐南区古市 ３ー２１ー４
広島県 広島市安佐北区みやけサンリブ店 082-814-0707 広島県広島市安佐北区可部 ５ー１１ー１７ サンリブ可部
広島県 広島市佐伯区 イズミ ゆめタウン五日市店 082-923-5123 広島県広島市佐伯区五日市 ５ー５ー１７
広島県 呉市 イズミ ゆめタウン呉店 0823-21-6622 広島県呉市宝町５ー１０
広島県 呉市 ピコ 0823-24-1929 広島県呉市中通３ー２ー１８ クレアル内
広島県 福山市 イズミ ゆめタウン蔵王店 0849-43-4311 広島県福山市南蔵王町 ５ー２８０
広島県 福山市 きらら 0849-34-8701 広島県福山市松永町 ２ー１ー１６
広島県 福山市 ルック ポートプラザ店 0849-71-1245 広島県福山市入船町 ３ー１ー２５
広島県 福山市 ルック さんすて店 084-927-2138 広島県福山市三之丸町３０ー１ さんすて福山店内
広島県 福山市 ザグザグ 沼南店 084-980-0132 広島県福山市沼隈町草深 １９７３ー１
広島県 福山市 ザグザグ 水呑店 084-920-5060 広島県福山市水呑町 ５０街区５
広島県 福山市 ザグザグ 曙店 084-981-1635 広島県福山市曙町 ３ー２７８ー２
広島県 福山市 ルック 神辺フジグラン店 084-960-0239 広島県福山市神辺町道上７５
広島県 福山市 ザグザグ 南蔵王店 084-973-1139 広島県福山市南蔵王町 ２ー１８ー２９
広島県 福山市 ザグザグ 神辺店 084-960-3393 広島県福山市神辺町川北１４３５
広島県 福山市 ザグザグ 新市店 0847-54-0577 広島県福山市新市町戸手 ９８４ー１
広島県 福山市 ザグザグ 山手店 084-949-0139 広島県福山市山手町６ー４ー７
広島県 福山市 ザグザグ 松永店 084-930-4139 広島県福山市今津町３ー８ー６０
広島県 福山市 マツモトキヨシ 薬マツモトキヨシ福山駅店 084-926-6557 広島県福山市三之丸町３０ー１
広島県 福山市 ドラッグセイムス　サファ福山店 084-983-2017 広島県福山市瀬戸町大字山北 ２２５番地
広島県 府中市 オオハラｂｙｎａｏ 0847-45-8685 広島県府中市府川町１８６ー１ 府中天満屋ソシア１Ｆ
広島県 府中市 ザグザグ 中須店 0847-40-3141 広島県府中市中須町 ４５ー１
広島県 三次市 チャ―ムショップこんどう 08246-3-8020 広島県三次市十日市中 １ー１ー１０　ＣＣプラザ１Ｆ
広島県 大竹市 イズミ ゆめタウン大竹店 0827-57-8000 広島県大竹市晴海 １ー６ー１
広島県 東広島市 イズミ ゆめタウン学園店 0824-23-1361 広島県東広島市西条下見 ６ー２ー３２
広島県 東広島市 イズミ ゆめタウン東広島店 0824-23-1111 広島県東広島市西条町土与丸 ９６０
広島県 東広島市 新粧屋フジグラン東広島店 0824-21-0035 広島県東広島市西条町御薗宇 ４３０２
広島県 廿日市市 イズミ ゆめタウン　廿日市店 0829-34-1311 広島県廿日市市下平良 ２丁目２番１号
広島県 安芸高田市 イズミ ゆめタウン吉田店 08264-2-1400 広島県安芸高田市吉田町吉田 ５９４ー１
広島県 江田島市 イズミ ゆめタウン江田島店 0823-57-7000 広島県江田島市大柿町飛渡瀬

広島県 安芸郡府中町 フランス屋 フランス屋ＬＩＢＲＡＲＹ 082-284-7676
広島県安芸郡府中町大須 ２ー１ー１
イオンモール広島府中２Ｆ

広島県 安芸郡府中町 ココカラファイン イオンモール広島府中店 082-561-0241 広島県安芸郡府中町大須 ２丁目１ー１ー３０２４
広島県 山県郡北広島町ザグザグ 千代田店 0826-72-7239 広島県山県郡北広島町有田 １７５６
広島県 世羅郡世羅町 ザグザグ 世羅店 0847-25-5039 広島県世羅郡世羅町西上原 ８７８
山口県 下関市 イズミ ゆめタウン長府店 0832-48-5811 山口県下関市ゆめタウン１－１
山口県 下関市 イズミ ゆめシティ新下関店 0832-52-6333 山口県下関市伊倉新町 ３丁目１番１号
山口県 下関市 マツモトキヨシ 薬マツモトキヨシシーモールエ 083-235-1711 山口県下関市竹崎町４丁目４ー７ シーモールエスト１Ｆ
山口県 山口市 イズミ ゆめタウン山口店 0839-28-9500 山口県山口市大内千坊 六丁目９番１号



山口県 山口市 ＳＡＮＢＩ 0839-22-1580 山口県山口市米屋町３ー２２
山口県 防府市 イズミ ゆめタウン防府店 0835-25-1311 山口県防府市八王子２ー８ー８
山口県 防府市 化粧品のよしすえ 0835-24-0810 山口県防府市中央町１ー３ イオン防府店１Ｆ
山口県 下松市 西友　周南店 0833-41-3901 山口県下松市中央町２１ー３

山口県 下松市
コスメティックハウス　ラ・ノーブル ザ・モール
周南星プラザ店

0833-45-1115 山口県下松市中央町２１ー３ ザ・モール周南星プラザ

山口県 岩国市 イズミ ゆめタウン南岩国店 0827-32-2111 山口県岩国市南岩国町 １ー２０ー３０
山口県 岩国市 ソレイユ 0827-22-1233 山口県岩国市麻里布町２ー９ー８
山口県 柳井市 イブセンまつひろゆめタウン柳井 0820-22-2140 山口県柳井市南町４丁目５ー３
山口県 周南市 イズミ ゆめタウン　徳山店 0834-27-1136 山口県周南市青山町 １番１８号

山口県 山陽小野田市 おしゃれ館　ベニヤ 0836-84-5010
山口県山陽小野田市西高泊ワカリ ６４０ー１
アルク小野田店内

山口県 山陽小野田市 ラ・セサミ　おのだサンパーク店 0836-83-1511 山口県山陽小野田市中川 ６ー４ー１
徳島県 鳴門市 ザグザグ 鳴門店 088-684-5123 徳島県鳴門市大津町吉永 ４３６ー２
徳島県 板野郡藍住町 イズミ ゆめタウン　徳島店 088-693-0123 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須 ８８ー１
香川県 高松市 イズミ ゆめタウン高松店 087-869-7500 香川県高松市三条町字中所 ６０８ー１
香川県 高松市 パワードラッグワンズ 瓦町店 087-832-5551 香川県高松市瓦町２ー６ー１４
香川県 高松市 ザグザグ 中央インター店 087-815-3977 香川県高松市木太町５９７
香川県 高松市 ザグザグ 香南店 087-815-8050 香川県高松市香南町由佐 ８５０ー１
香川県 高松市 ザグザグ 多肥下町店 087-815-1139 香川県高松市多肥下町 １５５０番２
香川県 丸亀市 イズミ ゆめタウン丸亀店 0877-21-0123 香川県丸亀市新田町１５０
香川県 坂出市 ザグザグ 林田店 087-757-3011 香川県坂出市林田町３１３１
香川県 観音寺市 ザグザグ 大野原店 0875-54-9288 香川県観音寺市大野原町大野原 ３９１８ー１
香川県 さぬき市 ザグザグ さぬき長尾店 0879-23-6639 香川県さぬき市長尾西７６６番１
香川県 三豊市 イズミ ゆめタウン三豊店 0875-62-6690 香川県三豊市豊中町本山甲２２番
香川県 小豆郡土庄町 ザグザグ 土庄店 0879-61-1666 香川県小豆郡土庄町王子前 ３６ー１
香川県 木田郡三木町 ザグザグ 三木店 087-898-7040 香川県木田郡三木町鹿伏 ３６７ー１

香川県 綾歌郡宇多津町ザグザグ 宇多津店 0877-56-7039
香川県綾歌郡宇多津町 浜２番丁１６
イオンタウン宇多津１Ｆ

愛媛県 松山市 友岡薬局平井店 089-975-4688 愛媛県松山市平井町甲２３５１
愛媛県 松山市 友岡薬局 089-921-1006 愛媛県松山市立花１ー１ー５
愛媛県 松山市 ココカラファイン 銀天街店 089-986-6656 愛媛県松山市湊町４ー１０ー７
愛媛県 松山市 薬マツモトキヨシ 松山銀天街店 089-934-3007 愛媛県松山市湊町４ー４ー４
愛媛県 松山市 ドラッグセイムス　松山中央店 089-925-6010 愛媛県松山市中央１丁目 １０ー１８

愛媛県 松山市 ドラッグセイムス　松山インター店 089-969-1115 愛媛県松山市北土居２丁目 １４番２０号

愛媛県 松山市 薬マツモトキヨシ 松山大街道店 089-915-3151 愛媛県松山市大街道１丁目 ４ー１２
愛媛県 松山市 ココカラファイン 立花駅前店 089-933-7010 愛媛県松山市立花３丁目 １０番地４０号
愛媛県 今治市 ザグザグ イオン今治店 0898-34-8039 愛媛県今治市馬越町４丁目８ー１
愛媛県 宇和島市 レデイ薬局 Ｍ２１北宇和島コスメ店 0895-25-6191 愛媛県宇和島市伊吹町タカヒ甲 ９１２ー２
愛媛県 宇和島市 ドラッグセイムス宇和島和霊店 0895-20-1222 愛媛県宇和島市和霊町１２１１

愛媛県 宇和島市 ドラッグセイムス　宇和島弁天町店 0895-20-1517 愛媛県宇和島市弁天町３丁目 ７番２号

愛媛県 八幡浜市 ドラッグセイムス八幡浜江戸岡店 0894-24-3273 愛媛県八幡浜市江戸岡１ー４ー２

愛媛県 新居浜市 ココカラファイン イオンモール新居浜店 0897-31-3677 愛媛県新居浜市前田町８－８ 区画１６１



愛媛県 新居浜市 ザグザグ松神子店 0897-67-1139 愛媛県新居浜市松神子 ３ー２ー１８
愛媛県 西条市 ザグザグ西条大町店 0897-52-1121 愛媛県西条市大町３２３ー１
高知県 高知市 よどやドラッグ 福井店 088-823-0514 高知県高知市福井町７３８
高知県 高知市 ドラッグセイムス　高須店 0888-61-1319 高知県高知市高須２ー６ー６６
高知県 高知市 ドラッグセイムス　潮江店 088-833-2101 高知県高知市北新田町 １７ー１１
高知県 高知市 パワードラッグワンズ 帯屋町店 088-826-8686 高知県高知市帯屋町 ２ー１ー３３
高知県 高知市 よどやドラッグ 朝倉店 088-840-8877 高知県高知市朝倉横町 ２３ー８ー３
高知県 高知市 ドラッグセイムス　御座店 088-861-5201 高知県高知市北御座４ー３８
高知県 高知市 パワードラッグワンズ はりまやばし店 088-826-0018 高知県高知市帯屋町 １丁目２－３
高知県 高知市 よどやドラッグ 南金田店 088-883-6020 高知県高知市南金田３ー１２
高知県 高知市 ドラッグセイムス　高知福井店 088-826-6001 高知県高知市福井町８１５番１
高知県 安芸市 ドラッグセイムス　安芸矢ノ丸店 0887-35-8666 高知県安芸市矢ノ丸二丁目 ２番１９号
高知県 南国市 サニーアクシス 南国店 088-863-1861 高知県南国市大そね乙 １００９ー１
高知県 宿毛市 レデイ薬局 Ｌ宿毛店 0880-63-2002 高知県宿毛市宿毛５３８０ー１
高知県 香美市 ドラッグセイムス　土佐山田店 0887-57-2230 高知県香美市土佐山田町宝町 ５ー１ー３６
（以上）


