
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

福岡県 北九州市若松区 合名会社　古賀薬局 093-751-2269 福岡県北九州市若松区本町 １－７－３９ 
福岡県 北九州市小倉北区 ドラッグイレブン魚町店 093-513-6088 福岡県北九州市小倉北区魚町 ３－１－１０ 
福岡県 北九州市小倉南区 ドラッグイレブン下曽根駅前店 093-472-8210 福岡県北九州市小倉南区田原新町 ２－２４９－２ 
福岡県 北九州市小倉南区 ドラッグイレブン企救丘店 093-965-1162 福岡県北九州市小倉南区企救丘 ２－８５１－１２ 
福岡県 北九州市小倉南区 ドラッグセイムス小倉貫店 093-474-3336 福岡県北九州市小倉南区貫 １－４－５ 
福岡県 北九州市小倉南区 ドラッグイレブンドラッグイレブン曽根店 093-471-8611 福岡県北九州市小倉南区沼本町 ４ー２ー１ 

福岡県 北九州市小倉南区
ドラッグストアマツモトキヨシ
サニーサイドモール小倉店

093-474-2561 福岡県北九州市小倉南区 下曽根新町１０番１号 

福岡県 北九州市八幡東区 ドラッグイレブンＪＲ八幡駅店 093-663-2966 福岡県北九州市八幡東区西本町 ３丁目６－１ 
福岡県 福岡市東区 イズミ ゆめタウン博多店 092-632-3620 福岡県福岡市東区東浜 １－１－１ 
福岡県 福岡市東区 ドラッグイレブンＪＲ福工大前駅店 092-605-7704 福岡県福岡市東区和白丘１丁目 ２２番２７号 
福岡県 福岡市東区 ドラッグイレブンドラッグイレブン名島店 092-668-1131 福岡県福岡市東区名島３丁目 ３ー７ 
福岡県 福岡市博多区 セガミメディクスドラッグセガミ呉服町店 092-282-6222 福岡県福岡市博多区上呉服町 １０－１０ 
福岡県 福岡市博多区 ドン・キホーテ ドン・キホーテ中洲店 092-283-9711 福岡県福岡市博多区中洲 ３ー７ー２４ 

福岡県 福岡市中央区 大賀薬局 ライフストリーム 092-733-7231
福岡県福岡市中央区天神２丁目 １１ー３
ソラリアステージビルＭ２Ｆ

福岡県 福岡市中央区 マツモトキヨシ 薬マツモトキヨシみーな天神店 092-741-0230 福岡県福岡市中央区天神 ４ー３ー８ 地下１階
福岡県 福岡市中央区 マツモトキヨシ 薬マツモトキヨシ天神地下街店 092-741-9511 福岡県福岡市中央区天神２ 地下１号　０２５ 

福岡県 福岡市中央区
ココカラファインヘルスケア
ココカラファイン福岡天神本店

092-737-1551 福岡県福岡市中央区天神 ２ー８ー４９ 

福岡県 福岡市中央区 ドラッグセイムス福岡梅光園薬局 092-726-2210 福岡県福岡市中央区梅光園 ３ー３ー８ 
福岡県 福岡市中央区 ココカラファイン 天神西通り店 092-712-3322 福岡県福岡市中央区大名 ２丁目１番５６号 
福岡県 福岡市城南区 ドラッグイレブン片江店 092-874-1181 福岡県福岡市城南区片江 ３丁目１ー１ 
福岡県 福岡市早良区 ドラッグイレブン小田部店 092-833-7353 福岡県福岡市早良区小田部 ７－１３－５ 
福岡県 福岡市早良区 ドラッグセイムス早良南庄薬局 092-852-8150 福岡県福岡市早良区南庄１丁目 １番２４号 
福岡県 大牟田市 イズミ ゆめタウン大牟田店 0944-53-5291 福岡県大牟田市旭町 ２－２８－１ 
福岡県 久留米市 イズミ ゆめタウン久留米店 0942-45-7884 福岡県久留米市新合川 １－２－１ 
福岡県 直方市 ドラッグイレブン直方店 0949-29-1182 福岡県直方市大字知古７５６ー２ サンリブのおがた内 
福岡県 飯塚市 新生堂薬局 ハッピー薬局　川津店 0948-28-5562 福岡県飯塚市川津２６６－２  
福岡県 飯塚市 新生堂薬局 くすりのハッピー柏の森店 0948-26-0102 福岡県飯塚市柏の森７２番地  
福岡県 八女市 イズミ ゆめタウン八女店 0943-23-5788 福岡県八女市蒲原 ９８８－２８ 
福岡県 大川市 イズミ ゆめタウン大川店 0944-86-5446 福岡県大川市上巻字野口 ４３０－１ 
福岡県 行橋市 イズミ ゆめタウン　行橋店 0930-25-8060 福岡県行橋市西宮市３－８－１  
福岡県 行橋市 ドラッグイレブン行橋店 0930-26-1760 福岡県行橋市西宮市４－２－２０  
福岡県 行橋市 ドラッグセイムス行橋西宮市店 0930-26-6388 福岡県行橋市西宮市 １－１２－１３ 
福岡県 筑紫野市 イズミ ゆめタウン筑紫野店 092-929-2035 福岡県筑紫野市針摺東 ３－３－１ 

【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。 



福岡県 宗像市 イズミ ゆめタウン宗像店 0940-33-4050 福岡県宗像市田久字鍵分 ６４２－１ 
福岡県 宗像市 ココカラファイン 宗像店 0940-39-7211 福岡県宗像市くりえいと１丁目 ５番１号 
福岡県 古賀市 ドラッグイレブンプラムガーデン花見東店 092-941-1335 福岡県古賀市花見東 ４－１３－３０ 
福岡県 糟屋郡新宮町 ドラッグイレブン新宮本店 092-941-2700 福岡県糟屋郡新宮町美咲 ２－１－４１ 
福岡県 糟屋郡久山町 ドラッグイレブントリアス久山店 092-652-3551 福岡県糟屋郡久山町山田 １１３４－１ 
福岡県 遠賀郡遠賀町 イズミ ゆめタウン遠賀店 093-293-8600 福岡県遠賀郡遠賀町松の本１丁目 １ー１ 
佐賀県 佐賀市 イズミ ゆめタウン佐賀店 0952-33-3100 佐賀県佐賀市兵庫北５丁目 １４ー１ 
佐賀県 佐賀市 ミズ 溝上薬局空港通り店 0952-28-1513 佐賀県佐賀市本庄町大字袋 ２８８－１ 
佐賀県 武雄市 イズミ ゆめタウン武雄店 0954-22-5120 佐賀県武雄市武雄町大字武雄 ４９９２ 
長崎県 長崎市 イズミ ゆめタウン夢彩都店 095-823-3131 長崎県長崎市元船町１０－１  
長崎県 長崎市 ココカラファイン 浜の町店 095-832-8911 長崎県長崎市浜町１－１４  
長崎県 長崎市 ドン・キホーテ 浜町店 095-829-7811 長崎県長崎市浜町３ー５  
長崎県 西彼杵郡時津町 ドン・キホーテ時津店 095-813-2811 長崎県西彼杵郡時津町元村郷 １１９１ー１ 
熊本県 熊本市中央区 セガミメディクスドラッグセガミグランパレッタ熊本店 096-363-1022 熊本県熊本市中央区大江 ４ー２ー６５ 
熊本県 熊本市中央区 イズミ ゆめタウン大江店 096-211-5500 熊本県熊本市中央区大江 ３丁目２番４０号 
熊本県 熊本市東区 イズミ ゆめタウンサンピアン 096-380-1125 熊本県熊本市東区上南部 ２－２－２ 
熊本県 熊本市南区 イズミ ゆめタウンはません 096-370-5740 熊本県熊本市南区田井島 １－２－１ 
熊本県 熊本市北区 コスモ２１　Ｄセイムス麻生田店 096-348-7810 熊本県熊本市北区麻生田 ２丁目１４－１７ 
熊本県 八代市 イズミ ゆめタウン八代店 0965-35-9797 熊本県八代市建馬町３－１  
熊本県 荒尾市 イズミ ゆめタウンあらお店 0968-66-1525 熊本県荒尾市緑ヶ丘１－１－１  
熊本県 荒尾市 マツモトキヨシ ロックタウン荒尾店 0968-62-3461 熊本県荒尾市原万田字八反田 ６３０ー１ 
熊本県 玉名市 イズミ ゆめタウン玉名店 0968-71-0001 熊本県玉名市亀甲１３４  
熊本県 菊池郡菊陽町 ＭＥＧＡドン・キホーテ 菊陽店 096-233-4811 熊本県菊池郡菊陽町津久礼 ２６５５ー１ 
熊本県 菊池郡菊陽町 イズミ ゆめタウン　光の森店 096-233-2211 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目 ３３ー１ 
大分県 大分市 ドン・キホーテ 大分光吉店 097-557-0311 大分県大分市宮崎２５８番地  
大分県 大分市 スーパードラッグノザキ皆春店 097-528-8773 大分県大分市皆春５１４ー４  
大分県 大分市 スーパードラッグノザキ岩田店 097-504-7228 大分県大分市大字津留 １９１１ー１ 
大分県 大分市 ミズアンドダテ コスメガーデンさくら 097-528-7423 大分県大分市公園通り西２－１ パークプレイス大分１Ｆ 
大分県 大分市 ファンメディカル ファン古国府店 097-573-5800 大分県大分市古国府１組  
大分県 大分市 スーパードラッグノザキ坂ノ市店 097-593-0828 大分県大分市坂ノ市中央 ２ー５ー８ 
大分県 大分市 マツモトキヨシ 薬マツモトキヨシパークプレイス大分店097-520-7827 大分県大分市公園通り西２ー１  
大分県 大分市 スーパードラッグノザキ寒田店 097-503-9010 大分県大分市大字寒田 １１５０ー５ 
大分県 大分市 スーパードラッグノザキわさだ店 097-586-1510 大分県大分市大字市５３１番地  
大分県 大分市 ドラッグセイムス大分金池南店 097-573-5045 大分県大分市金池南二丁目 １０番１号 
大分県 別府市 イズミ ゆめタウン別府店 0977-26-3333 大分県別府市楠町３２８－７  
大分県 別府市 スーパードラッグノザキやまなみ店 0977-27-7666 大分県別府市鶴見１３７ー１  
大分県 別府市 スーパードラッグノザキ流川通店 0977-27-3966 大分県別府市中島町２４１５ー１  
大分県 別府市 スーパードラッグノザキ観光港店 0977-73-9700 大分県別府市船小路町１ー３０  
大分県 中津市 イズミ ゆめタウン中津店 0979-23-6000 大分県中津市島田１３４－１  
大分県 中津市 伊達化粧品店 コンシェルジェ　伊達 0979-25-1860 大分県中津市豊田町９－１０ サンリブナカツ１Ｆ 
大分県 佐伯市 スーパードラッグノザキ中の島店 0972-20-5777 大分県佐伯市中の島 １ー５７６４ー１ 
大分県 津久見市 スーパードラッグノザキ津久見店 0972-85-0711 大分県津久見市港町 ４１４２ー１５１ 
宮崎県 宮崎市 ＭＡＳＡＹＡ カラースタジオイオンモール宮崎店 0985-60-8008 宮崎県宮崎市新別府町江口 ８６２－１ 

宮崎県 宮崎市 Ｄｅｓａｋｉ宮崎店 0985-33-9339
宮崎県宮崎市吉村町東部
第２土地区画整理事業地内 ３９街区６



鹿児島県 鹿児島市 ポニー化粧品店 099-226-3048 鹿児島県鹿児島市中町 ５番１５号 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグイレブンいづろ店 099-219-7615 鹿児島県鹿児島市中町５－２５  
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグセイムス鹿児島和田店 099-263-3764 鹿児島県鹿児島市和田 １－４４－１ 
鹿児島県 鹿児島市 ラ・ヴィー 鹿児島店 099-260-0725 鹿児島県鹿児島市東開町７ イオン鹿児島 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグイレブンＢｅｌｌｅｚｚａＩＤＵＲＯ 099-219-1403 鹿児島県鹿児島市金生町１丁目１  
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 宇宿店 099-275-8263 鹿児島県鹿児島市宇宿 ９ー１ー７ 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 原良店 099-255-6689 鹿児島県鹿児島市原良１丁目 ７ー１０ 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグイレブン鹿児島中央駅西口店 099-214-2311 鹿児島県鹿児島市中央町１番１号 えきマチ鹿児島１Ｆ 
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 天文館なや通り店 099-216-6011 鹿児島県鹿児島市中町６ー１  
鹿児島県 霧島市 ドラッグセイムス霧島溝辺店 0995-58-3739 鹿児島県霧島市溝辺町麓字麓原 １４１６番１ 
沖縄県 那覇市 サンエー サンエー那覇メインプレイス店 098-951-3300 沖縄県那覇市おもろまち ４ー４ー９ 
沖縄県 那覇市 ふく薬品　まつやま店 098-869-3652 沖縄県那覇市松山１－３４－３  
沖縄県 那覇市 ふく薬品　おろく店 098-859-2299 沖縄県那覇市高良 ３－２－２８ 
沖縄県 浦添市 サンエー サンエー経塚シティ店 098-871-3333 沖縄県浦添市経塚６５２番地  
沖縄県 うるま市 サンエー サンエー具志川メインシティ店 098-974-8778 沖縄県うるま市江洲４５０ー１  
沖縄県 島尻郡与那原町 ヴァインドラッグあがり浜店 098-987-5534 沖縄県島尻郡与那原町東浜 ６８番１－２ 
沖縄県 島尻郡南風原町 ふく薬品　はえばる店 098-882-7400 沖縄県島尻郡南風原町喜屋武 １８３ー１ 
（以上）


