
都道府県 市区町村 店名 電話番号 住所

福岡県 北九州市門司区 ウォンツ西門司店 093-382-6610 福岡県北九州市門司区東新町 ２ー４ー２７
福岡県 北九州市若松区 マツモトキヨシ 上熊本駅通店 096-312-3825 熊本県熊本市西区上熊本 ２丁目１６ー１７
福岡県 北九州市小倉北区 ウォンツ小倉船場店 093-513-7551 福岡県北九州市小倉北区船場町 ２ー６

福岡県 北九州市小倉北区
マツモトキヨシ九州販売 ドラッグストアマツモトキヨシ
貴船店

093-921-5020 福岡県北九州市小倉北区貴船町 １ー２

福岡県 北九州市小倉北区 ウォンツ小倉三萩野店 093-932-3055 福岡県北九州市小倉北区三萩野 ２丁目２ー１
福岡県 北九州市小倉南区 セガミメディクス ココカラファイン守恒店 093-965-0101 福岡県北九州市小倉南区守恒 １丁目サンリブ守恒内
福岡県 北九州市小倉南区 新生堂薬局 横代店 093-965-1701 福岡県北九州市小倉南区横代東町 １－２－８
福岡県 北九州市小倉南区 新生堂薬局 ドラッグ新生堂徳力南方店 093-965-6033 福岡県北九州市小倉南区南方 ３－３－２０
福岡県 北九州市小倉南区 新生堂薬局 ドラッグ新生堂　下曽根店 093-474-3305 福岡県北九州市小倉南区 田原新町３－６－３
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 ドラッグストアマツモトキヨシ サニーサイドモール小 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 北九州市八幡西区 新生堂薬局 永犬丸店 093-695-2160 福岡県北九州市八幡西区八枝 ５－４－３
福岡県 北九州市八幡西区 ココカラファイン 折尾店 093-695-6977 福岡県北九州市八幡西区光明 ２－１１－１６
福岡県 北九州市八幡西区 ドラッグストアモリ　陣原店 093-695-6185 福岡県北九州市八幡西区陣原 ４丁目２ー４
福岡県 北九州市八幡西区 ドラッグセイムス町上津役店 093-614-3936 福岡県北九州市八幡西区 町上津役西２ー２３ー４３
福岡県 北九州市八幡西区 ドラッグセイムス小倉中井店 093-562-3078 福岡県北九州市小倉北区中井 ４ー５ー３２
福岡県 北九州市八幡西区 ウォンツ黒崎店 093-644-7757 福岡県北九州市八幡西区西曲里町 ３ー１
福岡県 北九州市八幡西区 ドラッグストアマツモトキヨシ 北九州本城店 093-693-5226 福岡県北九州市八幡西区本城東 ４丁目１２ー７

福岡県 北九州市八幡西区 ココカラファイン サンリブ木屋瀬店 093-618-1955
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬 １ー２７ー１サンリブ木
屋瀬店内

福岡県 福岡市東区 セガミメディクス　 セガミ薬局舞松原店 092-672-7122 福岡県福岡市東区舞松原 １－１４－８１ 舞ショップタウ
福岡県 福岡市東区 ＨＥＥＳ　うさぎや 092-607-0207 福岡県福岡市東区奈多３－５－５
福岡県 福岡市東区 新生堂薬局 ドラッグ新生堂土井店 092-691-6192 福岡県福岡市東区土井 １－１７－１０
福岡県 福岡市東区 新生堂薬局 千早店 092-663-1331 福岡県福岡市東区千早 ２－２６－４５
福岡県 福岡市東区 ドラッグセイムス福岡奈多店 092-605-0123 福岡県福岡市東区奈多 ３ー１ー２２
福岡県 福岡市東区 ツルハドラッグアイランドシティ店 092-665-7500 福岡県福岡市東区香椎照葉 ３丁目４ー１０
福岡県 福岡市東区 ツルハドラッグ若宮店 092-674-3301 福岡県福岡市東区若宮 ５丁目１番２６号
福岡県 福岡市博多区 ココカラファイン 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 セガミメディクス パワードラッグワンズ　ゲイツ店 092-283-0455
福岡県福岡市博多区中洲 ３－７－２４ タイムトンネルゲ
イツＢ１

福岡県 福岡市博多区 ヨドバシカメラ マルチメディア博多店 092-471-1010 福岡市博多区博多駅中央街 ６－１２
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 福岡市博多区 ＰｉｕＭａｇｉ 博多マルイ店 092-577-1720 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 ９ー１ 博多マルイ４
福岡県 福岡市博多区 ツルハドラッグ中洲川端店 092-273-2020 福岡県福岡市博多区上川端町 ９ー１６８
福岡県 福岡市中央区 新生堂薬局 ドラッグ新生堂天神南店 092-737-2185 福岡県福岡市中央区渡辺通 ５丁目６ー１６

【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。 
●2018年2月13日時点で集計した、メーカー発売日2018年2月16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 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 新生堂薬局 薬院店 092-526-4876 福岡県福岡市中央区白金 １－１－３
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 ＰｉｕＭａｇｉ 天神ビブレ店 092-724-1077 福岡県福岡市中央区天神 １ー１１ー１ 天神ビブレ２Ｆ
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 福岡市中央区 ツルハドラッグ渡辺通店 092-738-3860 福岡県福岡市中央区渡辺通 ５ー２０ー６
福岡県 福岡市中央区 ドン・キホーテ 福岡天神本店 092-737-6011 福岡県福岡市中央区今泉 一丁目２０ー１７
福岡県 福岡市中央区 ドラッグストアマツモトキヨシ 天神地下街東２番街店 092-732-5353 福岡県福岡市中央区天神 ２丁目地下３号ー３０７
福岡県 福岡市中央区 ツルハドラッグ西鉄天神駅北口店 092-739-2525 福岡県福岡市中央区天神 ２丁目１０ー１３
福岡県 福岡市南区 セガミメディクス ドラッグセガミ　平尾店 092-533-8553 福岡県福岡市南区市崎 １－１－２０

福岡県 福岡市南区 セガミメディクス ドラッグセガミ大橋ステーション 092-554-7138
福岡県福岡市南区大橋１－５－１ 大橋西鉄名店街１階く
らしの街

福岡県 福岡市南区 新生堂薬局 中尾店 092-554-5880 福岡県福岡市南区中尾 ３－２６－１
福岡県 福岡市南区 新生堂薬局 南大橋店 092-554-5660 福岡県福岡市南区大橋 ４－２４－１７
福岡県 福岡市南区 新生堂薬局 ドラッグ新生堂弥永店 092-589-0551 福岡県福岡市南区柳瀬 １－３１－１５
福岡県 福岡市南区 新生堂薬局 ドラッグ新生堂高宮駅前店 092-533-5005 福岡県福岡市南区高宮 ３ー３ー１
福岡県 福岡市南区 マツモトキヨシ ＤＳマツモトキヨシ塩原店 092-557-2590 福岡県福岡市南区塩原 １ー２０ー２４
福岡県 福岡市南区 ツルハドラッグ高宮店 092-534-8050 福岡県福岡市南区高宮１丁目 ２ー２７
福岡県 福岡市南区 ドラッグストアモリ福岡花畑店 092-555-3385 福岡県福岡市南区花畑 四丁目１２番１５号
福岡県 福岡市西区 セガミメディクス セガミ薬局　姪浜店 092-885-0885 福岡県福岡市西区内浜 １－７－１５ ウェストコート姪浜
福岡県 福岡市西区 ドラッグストアモリ今宿店 092-805-6030 福岡県福岡市西区今宿町９８番地
福岡県 福岡市西区 ツルハドラッグ今宿店 092-805-6011 福岡県福岡市西区今宿三丁目 ４０ー３６
福岡県 福岡市城南区 セガミメディクス ドラッグセガミ七隈店 092-874-2771 福岡県福岡市城南区金山団地 ５０－１
福岡県 福岡市城南区 ツルハドラッグ神松寺店 092-874-6030 福岡県福岡市城南区神松寺１丁目 ２３
福岡県 福岡市早良区 ドラッグストアモリ　重留店 092-804-5500 福岡県福岡市早良区重留 １－８－２６
福岡県 福岡市早良区 セガミメディクス パワードラッグワンズ西新中央店 092-832-1337 福岡県福岡市早良区西新４丁目 ７－１
福岡県 福岡市早良区 新生堂薬局 ドラッグ新生堂室見店 092-833-1050 福岡県福岡市早良区南庄 ５－１１－１５
福岡県 福岡市早良区 マツモトキヨシ ＤＳマツモトキヨシ次郎丸店 092-873-8663 福岡県福岡市早良区次郎丸 ２ー１４ー３６
福岡県 福岡市早良区 新生堂薬局 ドラッグ新生堂　早良飯倉店 092-874-2256 福岡県福岡市早良区飯倉５丁目 １６ー１４
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 福岡市早良区 新生堂薬局 ドラッグ新生堂ももち浜店 092-833-2131 福岡県福岡市早良区百道浜 ２ー３ー２
福岡県 福岡市早良区 新生堂薬局 ドラッグ新生堂室見駅店 092-832-1300 福岡県福岡市早良区室見 ５丁目１ー２２
福岡県 大牟田市 ドラッグストアモリ大牟田東新町店 0944-55-7200 福岡県大牟田市東新町２－５－１
福岡県 大牟田市 ココカラファイン 大牟田不知火店 0944-41-8288 福岡県大牟田市不知火町３丁目 ３番１号
福岡県 直方市 新生堂薬局 ハッピー薬局　直方店 0949-29-1008 福岡県直方市下境字渡 ２５８８－１
福岡県 直方市 新生堂 ハッピー薬局知古店 0949-23-8111 福岡県直方市知古７８８番地１
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 くすりのハッピー庄内店 0948-82-2480 福岡県飯塚市有安６９１
福岡県 飯塚市 新生堂薬局 くすりのハッピー潤野店 0948-26-4557 福岡県飯塚市潤野８８５－２７
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 柳川市 新生堂薬局 柳川駅前店 0944-74-8771 福岡県柳川市三橋町藤吉 ５１３－１



福岡県 柳川市 ドラッグストアモリ ドラッグモリ　柳川店 0944-73-8811 福岡県柳川市大和町徳益 ２２番地１
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 中間市 新生堂薬局 ドラッグ新生堂　東中間店 093-243-3811 福岡県中間市東中間２－２－１３
福岡県 中間市 新生堂薬局 ドラッグ新生堂　中間中尾店 093-243-1139 福岡県中間市中尾 ２－３１２０－１
福岡県 中間市 新生堂薬局 ドラッグ新生堂中間駅前店 093-243-1210 福岡県中間市岩瀬１丁目７ー２
福岡県 小郡市 ドラッグストアモリ　小郡七夕店 0942-72-7366 福岡県小郡市稲吉１３２３番地１
福岡県 筑紫野市 ドラッグストアモリ筑紫野店 092-927-2505 福岡県筑紫野市筑紫８３５－１
福岡県 春日市 西友　ＬＩＶＩＮザ・モール春日店 092-595-8246 福岡県春日市春日５－１１－５９
福岡県 春日市 新生堂薬局 昇町店 092-588-1121 福岡県春日市昇町２－６７
福岡県 春日市 マツモトキヨシ ＤＳマツモトキヨシ宝町店 092-592-9870 福岡県春日市伯玄町 ２ー１２
福岡県 宗像市 新生堂薬局 ドラッグ新生堂　宗像店 0940-34-2555 福岡県宗像市野坂２６５２－１
福岡県 宗像市 新生堂薬局 ドラッグ新生堂くりえいと宗像店 0940-38-0270 福岡県宗像市くりえいと １－６－２
福岡県 太宰府市 新生堂薬局 五条店 092-918-8822 福岡県太宰府市五条３－４－４３
福岡県 古賀市 ツルハドラッグ古賀美郷店 092-940-2261 福岡県古賀市美郷 ２０３番
福岡県 宮若市 新生堂薬局 くすりのハッピー　宮田店 0949-32-5481 福岡県宮若市本城１１２３－１
福岡県 嘉麻市 新生堂薬局 くすりのハッピー稲築店 0948-43-0368 福岡県嘉麻市岩崎８２１
福岡県 糸島市 セガミメディクス ドラッグセガミ波多江店 092-331-8686 福岡県糸島市池田７２９－１
福岡県 糸島市 新生堂薬局 加布里店 092-329-7115 福岡県糸島市加布里３０－１
福岡県 糸島市 ドラッグストアモリ　浦志店 092-332-7863 福岡県糸島市浦志１０９番地１
福岡県 筑紫郡那珂川町 新生堂薬局 那珂川店 092-951-3113 福岡県筑紫郡那珂川町中原 ２－１９
福岡県 筑紫郡那珂川町 ドラッグストアモリ那珂川店 092-408-5007 福岡県筑紫郡那珂川町松原 ３番４号
福岡県 糟屋郡篠栗町 新生堂薬局 ドラッグ新生堂　篠栗店 092-931-5377 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲６６－１
福岡県 遠賀郡岡垣町 ドラッグストアモリ　岡垣吉木店 093-701-5128 福岡県遠賀郡岡垣町吉木東 １丁目６ー６
福岡県 嘉穂郡桂川町 新生堂薬局 ハッピー薬局　桂川店 0948-65-4795 福岡県嘉穂郡桂川町寿命４１－１
佐賀県 佐賀市 ミドリ薬品 ミドリ薬品本庄店 0952-41-5885 佐賀県佐賀市本庄町本庄 １１６０
佐賀県 佐賀市 久保薬局 くぼ薬局医大通り店 0952-32-1133 佐賀県佐賀市鍋島３－２－１
佐賀県 唐津市 ドラッグストアモリ ドラッグモリ山本店 0955-78-3370 佐賀県唐津市山本１５０５番地１
佐賀県 鳥栖市 ドラッグストアモリ鳥栖蔵上新店 0942-82-8285 佐賀県鳥栖市蔵上町３－１６２
佐賀県 小城市 ドラッグストアモリ三日月店 0952-97-5011 佐賀県小城市三日月町長神田 字大寺２２３７ー１
佐賀県 三養基郡上峰町 ドラッグストアモリ上峰店 0952-52-7823 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所 ２４９５番地７
佐賀県 三養基郡みやき町 ドラッグストアモリ ドラッグモリ中原店 0942-94-5100 佐賀県三養基郡みやき町簑原 ８６０番地
長崎県 長崎市 ミドリ薬品 ミドリ薬品中園店 095-841-9510 長崎県長崎市中園町１０ー３
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 マツモトキヨシ みらい長崎ココウォーク店 095-848-8151 長崎県長崎市茂里町１番５５号
長崎県 長崎市 マツモトキヨシ九州販売 ＤＳマツモトキヨシ愛宕店 095-811-3103 長崎県長崎市愛宕四丁目 １８ー２０
長崎県 長崎市 マツモトキヨシ九州販売 ＤＳマツモトキヨシ葉山店 095-855-9103 長崎県長崎市葉山 １丁目２８ー１５
長崎県 佐世保市 セガミメディクス ドラッグセガミ日野店 0956-29-2418 長崎県佐世保市日野町８８８ ララ佐世保プレイス内
長崎県 佐世保市 マツモトキヨシ クロスガーデン広田店 0956-38-2285 長崎県佐世保市広田４丁目 ４番３号
長崎県 佐世保市 ドラッグストアモリ白岳店 0956-33-0006 長崎県佐世保市白岳町 １４３番地１
長崎県 佐世保市 マツモトキヨシ 大野モール店 0956-40-0520 長崎県佐世保市瀬戸越 ４ー６ー１
長崎県 佐世保市 マツモトキヨシ 四ヶ町店 0956-24-4844 長崎県佐世保市本島町４ー２６
長崎県 佐世保市 マツモトキヨシ九州販売 ＤＳマツモトキヨシ山祇店 0956-46-5031 長崎県佐世保市山祇町３２９ー６
長崎県 島原市 ドラッグストアモリ島原店 0957-64-2080 長崎県島原市城内３丁目 ９２９－１
長崎県 大村市 おしゃれの店大粧 0957-52-3782 長崎県大村市東本町３５７
長崎県 松浦市 マツモトキヨシ九州販売 ＤＳマツモトキヨシ松浦店 0956-73-0150 長崎県松浦市志佐町里免 ３３９ー１
長崎県 対馬市 マツモトキヨシ九州販売 ＤＳマツモトキヨシ厳原店 0920-53-5225 長崎県対馬市厳原町今屋敷 ６７４



長崎県 対馬市 マツモトキヨシ九州販売 ＤＳマツモトキヨシ対馬店 0920-54-5455 長崎県対馬市美津島町鶏知乙 ５２０ー１７
長崎県 壱岐市 ドラッグストアモリ郷ノ浦店 0920-48-1030 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触 ９５５ー１
長崎県 五島市 マツモトキヨシ九州販売 ＤＳマツモトキヨシ五島店 0959-75-0030 長崎県五島市籠淵町２０９０ー６
長崎県 五島市 マツモトキヨシ九州販売 ＤＳマツモトキヨシ大波止店 0959-75-0723 長崎県五島市東浜町３ー１ー１
長崎県 西海市 マツモトキヨシ 西海店 0959-37-7020 長崎県西海市西彼町小迎郷 １０３６ー１
長崎県 雲仙市 ドラッグストアモリ愛野店 0957-36-1661 長崎県雲仙市愛野町乙字小無田 下４５８外１１筆
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 ドラッグストアモリ本荘店 096-364-0255 熊本県熊本市中央区本荘町字苗床 ７３７－７
熊本県 熊本市中央区 べスト電器熊本下通店 096-324-6162 熊本県熊本市中央区下通 ２ー２ー３１
熊本県 熊本市中央区 ドン・キホーテ 熊本中央店 096-326-6311 熊本県熊本市中央区下通 １ー１１ー４
熊本県 熊本市中央区 マツモトキヨシ ドラッグストアマツモトキヨシ黒髪店 096-215-0133 熊本県熊本市中央区薬園町 １０ー４
熊本県 熊本市中央区 新生堂薬局 ドラッグ新生堂　水前寺駅店 096-386-1533 熊本県熊本市中央区水前寺 １丁目４ー１
熊本県 熊本市中央区 ＠ｃｏｓｍｅ　ｓｔｏｒｅ ＴＳＵＴＡＹＡ熊本三年坂店 096-212-9151 熊本県熊本市中央区安政町１ー２ カリーノ下通
熊本県 熊本市東区 新生堂薬局 ドラッグ新生堂　尾ノ上店 096-340-0310 熊本県熊本市東区尾ノ上 ２丁目３－２８
熊本県 熊本市西区 新生堂薬局 ドラッグ新生堂田崎店 096-211-8033 熊本県熊本市西区春日 ７丁目２８番１０号
熊本県 熊本市南区 ドラッグストアモリ城南店 0964-28-0355 熊本県熊本市南区城南町阿高 ３０６ー１
熊本県 熊本市北区 マツモトキヨシ ドラッグストアマツモトキヨシ楠店 096-348-7180 熊本県熊本市北区楠 ３丁目１０ー２２
熊本県 人吉市 コスモ２１　人吉店 0966-26-3421 熊本県人吉市鬼木町芦原 ７５０－１
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 荒尾市 ドラッグストアモリ　荒尾店 0968-66-4688 熊本県荒尾市荒尾４１６０番地２
熊本県 玉名市 コスモ２１　築地店 0968-76-7008 熊本県玉名市築地字大坪２０５
熊本県 玉名市 ドラッグストアモリ玉名店 0968-82-8433 熊本県玉名市岱明町下前原字山浦 ３１７番
熊本県 山鹿市 ドラッグストアモリ山鹿店 0968-44-1280 熊本県山鹿市古閑１０７４番地１
熊本県 菊池市 コスモ２１　Ｄセイムス泗水店 0968-23-8680 熊本県菊池市泗水町豊水３３３６
熊本県 天草市 ドラッグストアモリ天草大浜店 0969-23-5548 熊本県天草市大浜町３７６番地１
熊本県 菊池郡大津町 新生堂薬局 大津店 096-294-6222 熊本県菊池郡大津町大字大津 １２１１－１
熊本県 上益城郡御船町 ドラッグストアモリ御船店 096-282-4664 熊本県上益城郡御船町辺田見 ２２１番地１
熊本県 八代郡氷川町 ドラッグセイムス氷川宮原店 0965-46-9500 熊本県八代郡氷川町宮原 ５６１番地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羽屋店 097-545-0800 大分県大分市大字羽屋字国政 ２９ー４
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 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 スーパードラッグノザキ葛木店 097-523-3318 大分県大分市葛木３２９ー１
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 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
マツモトキヨシ九州販売 マツモトキヨシアクロスプラ
ザ大分駅南店

097-573-6899 大分県大分市東大道１丁目 ３番１号

大分県 大分市 ドラッグセイムス大分奥田店 097-513-8901 大分県大分市大字奥田５４４ー１
大分県 大分市 ドラッグセイムス大分横田店 097-524-3615 大分県大分市横田二丁目 １番３号
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 スーパードラッグノザキ沖代店 0979-26-0007 大分県中津市上池永１２４５ー１
大分県 中津市 ドラッグセイムス中津新博多店 0979-85-1201 大分県中津市１７１０ー５
大分県 日田市 矢野化粧品店 0973-22-3959 大分県日田市三芳小渕町６９



大分県 日田市 セガミメディクス ドラッグ　セガミ　日田店 0973-22-8341 大分県日田市南元町１番２号
大分県 日田市 ドラッグストアモリ日ノ隈店 0973-28-5376 大分県日田市大字庄手１７８番１
宮崎県 宮崎市 イズミヤ 宮崎店 0985-50-3220 宮崎県宮崎市京塚町 １丁目５番１号

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

宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 和知川原店 0985-28-6208 宮崎県宮崎市大橋２ー２１４
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 住吉店 0985-39-0476 宮崎県宮崎市島之内字野入 ６９８７
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 大坪店 0985-63-0373 宮崎県宮崎市大坪町西六月 ２２０２ー１
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 柳丸店 0985-60-6810 宮崎県宮崎市柳丸町１３５ー１
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 花ヶ島店 0985-61-7634 宮崎県宮崎市花ヶ島町小物町 ２６６４
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 小松台店 0985-48-3115 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内 １０９１ー１
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 生目台通り店 0985-50-5260 宮崎県宮崎市大塚町大迫南平 ４４７７ー１
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 江平店 0985-35-7538 宮崎県宮崎市江平町 １ー３ー３
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 南宮崎店 0985-59-3363 宮崎県宮崎市大淀 ３丁目４ー３０
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 清武駅前店 0985-67-4067 宮崎県宮崎市清武町船引 ３３１ー４
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 大塚店 0985-63-0601 宮崎県宮崎市大塚町馬場崎 ３５８６ー１
宮崎県 宮崎市 ドラッグストアモリ恒久店 0985-82-8891 宮崎県宮崎市大字恒久 ４３７８ー２
宮崎県 延岡市 ドラッグストアマツモトキヨシ 延岡店 0982-21-6026 宮崎県延岡市出北 ３丁目１５ー１８
宮崎県 日南市 ドラッグストアモリ日南平野店 0987-55-1655 宮崎県日南市上平野町 ２丁目１２ー１８
宮崎県 日向市 ドラッグストアマツモトキヨシ 日知屋店 0982-54-4731 宮崎県日向市日知屋 ３３７９ー４８
宮崎県 西都市 ドラッグストアモリ西都店 0983-42-2533 宮崎県西都市右松２１３４番地１
宮崎県 えびの市 ドラッグストアマツモトキヨシ えびの店 0984-37-3287 宮崎県えびの市向江２０８ー１
宮崎県 北諸県郡三股町 ドラッグストアマツモトキヨシ 広原店 0986-46-1311 宮崎県北諸県郡三股町宮村 ２９５０ー３
宮崎県 東臼杵郡門川町 ドラッグストアマツモトキヨシ 門川店 0982-50-4331 宮崎県東臼杵郡門川町東栄町 ４ー１ー１８
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 マツモトキヨシ 薬マツモトキヨシオプシアミスミ店 099-259-0322 鹿児島県鹿児島市宇宿２ー３ー５
鹿児島県 鹿児島市 コスモ２１　Ｄセイムス唐湊店 099-214-3855 鹿児島県鹿児島市唐湊 ４丁目１７－５
鹿児島県 鹿児島市 マツモトキヨシ ＤＳマツモトキヨシピュアタウン武岡店 099-282-8166 鹿児島県鹿児島市武岡 １丁目１１５番５号
鹿児島県 鹿児島市 ミドリ薬品 薬マツモトキヨシ和田店 099-263-1221 鹿児島県鹿児島市和田１丁目 ２番１号
鹿児島県 鹿児島市 マツモトキヨシ ＤＳマツモトキヨシ紫原店 099-213-0301 鹿児島県鹿児島市紫原 ４ー１ー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 東谷山店 099-260-6708 鹿児島県鹿児島市東谷山３丁目 ３０ー２６
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 下荒田店 099-252-4232 鹿児島県鹿児島市下荒田 ４丁目１ー２２
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 西陵店 099-283-3360 鹿児島県鹿児島市西陵５丁目 １２ー１
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグストアマツモトキヨシ 花棚店 099-295-8820 鹿児島県鹿児島市川上町 ５７０ー１
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 ドラッグストアマツモトキヨシ 坂之上店 099-261-2533 鹿児島鹿児島市光山 ２ー２ー２６
鹿児島県 鹿児島市 ドラッグセイムス鹿児島皇徳寺店 099-284-7271 鹿児島県鹿児島市皇徳寺台 二丁目１番３号
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 鹿屋市 ドラッグストアモリ鹿屋寿店 0994-42-2730 鹿児島県鹿屋市寿 ４丁目７２２番地１

鹿児島県 鹿屋市
マツモトキヨシドラッグ ストアマツモトキヨシ鹿屋大手
町店

0994-40-7371 鹿児島県鹿屋市大手町 ７ー２０

鹿児島県 鹿屋市 ドラッグストアマツモトキヨシ 鹿屋店 0994-44-5818 鹿児島県鹿屋市白崎町 ６５０１ー２
鹿児島県 枕崎市 コスモ２１　枕崎店 0993-73-5688 鹿児島県枕崎市平田町１８０
鹿児島県 枕崎市 ドラッグストアマツモトキヨシ 枕崎店 0993-72-7818 鹿児島県枕崎市桜木町４１８



鹿児島県 出水市 ドラッグストアマツモトキヨシ 出水コープ店 0996-63-4660 鹿児島出水市上知識町８７１
鹿児島県 指宿市 ドラッグストアマツモトキヨシ 指宿店 0993-27-9955 鹿児島県指宿市西方１４９１ー１
鹿児島県 薩摩川内市 ドラッグストアマツモトキヨシ 川内店 0996-22-7678 鹿児島薩摩川内市原田町 １７ー１２
鹿児島県 日置市 薬マツモトキヨシ ソレイユタウン伊集院店 099-273-8778 鹿児島県日置市伊集院町徳重 三丁目９番地１
鹿児島県 曽於市 ドラッグセイムス曽於財部店 0986-72-0716 鹿児島県曽於市財部町南俣２９
鹿児島県 霧島市 ＭＥＧＡ　ドン・キホーテ 霧島隼人店 0995-44-8111 鹿児島県霧島市隼人町字見次 ４６８ー４
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
鹿児島県 いちき串木野市 ドラッグストアマツモトキヨシ 串木野駅前店 0996-33-6624 鹿児島県いちき串木野市曙町 １２７
鹿児島県 伊佐市 ドラッグストアモリ ドラッグモリ大口店 0995-22-8108 鹿児島県伊佐市大口里７０８番地
鹿児島県 姶良市 ドラッグストアモリ加治木店 0995-63-0581 鹿児島県姶良市加治木町反土 １４６０番地１
鹿児島県 姶良市 ドラッグストアマツモトキヨシ 姶良店 0995-65-0123 鹿児島県姶良市西餅田３３２８
鹿児島県 薩摩郡さつま町 コスモ２１　船木店 0996-21-3630 鹿児島県薩摩郡さつま町船木 ２７６１－１
鹿児島県 姶良郡湧水町 セイムス湧水栗野店 0995-54-1388 鹿児島県姶良郡湧水町北方 ９１７－１
鹿児島県 肝属郡東串良町 コスモ２１　Ｄセイムス東串良店 0994-62-8121 鹿児島県肝属郡東串良町 岩弘字街道道添２６２１－１
鹿児島県 肝属郡錦江町 コスモ２１　大根占店 0994-28-3922 鹿児島県肝属郡錦江町城元 １１０１－１
鹿児島県 大島郡龍郷町 ドラッグストアモリ龍郷店 0997-57-1616 鹿児島県大島郡龍郷町中勝 ９７８ー１
沖縄県 那覇市 ココカラファイン宇栄原店 098-859-7055 沖縄県那覇市宇栄原３丁目 １４番５号
沖縄県 那覇市 イオン那覇店 098-852-1515 沖縄県那覇市金城５－１０－２
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 マツモトキヨシ 薬マツモトキヨシあさと国際通り店 098-865-3500 沖縄県那覇市安里１－３－１３
沖縄県 那覇市 ココカラファイン Ｎａｈａ平和通り店 098-860-9992 沖縄県那覇市牧志 ３丁目２番５６号
沖縄県 那覇市 セガミメディクス ドラッグセガミ新都心店 098-860-5117 沖縄県那覇市おもろまち ３丁目３番１号
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 那覇市 ココカラファイン国際通り店 098-880-6643 沖縄県那覇市牧志 １丁目２番１号 花ビル１階
沖縄県 那覇市 ミドリ薬品 ミドリ薬品三原店 098-835-4888 沖縄県那覇市三原１丁目１３ー１
沖縄県 那覇市 大賀薬局 グリーンドラッグ与儀店 098-836-0338 沖縄県那覇市与儀２７４
沖縄県 宜野湾市 サンエー サンエー宜野湾コンベンションシティ 098-897-3330 沖縄県宜野湾市字宇地泊 ５５８番地１０
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 名護市 イオン名護店 0980-54-8000 沖縄県名護市名護見取川原 ４４７２
沖縄県 名護市 ジュジュ 0980-53-5138 沖縄県名護市大東１－１９－７
沖縄県 糸満市 マツモトキヨシ 薬マツモトキヨシしおざきシティ 098-992-8885 沖縄県糸満市潮崎町２－２
沖縄県 沖縄市 ドラッグハネジ山内店 098-932-4488 沖縄県沖縄市南桃原４ー１ー１
沖縄県 沖縄市 中村化粧品店 098-937-2513 沖縄県沖縄市中央１－８－９
沖縄県 沖縄市 町田薬品 098-937-7847 沖縄県沖縄市越来２－２－２６
沖縄県 うるま市 ドラッグストアモリ与勝店 098-989-3656 沖縄県うるま市勝連南風原 ５０９９ー４
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 うるま市 イオン具志川店 098-983-6565 沖縄県うるま市前原幸崎原３０３
沖縄県 国頭郡本部町 上間化粧品店 0980-47-4293 沖縄県国頭郡本部町渡久地６９
沖縄県 国頭郡本部町 おしゃれの店ちえこ 0980-47-3174 沖縄県国頭郡本部町大浜 ８６０－１８
沖縄県 中頭郡読谷村 ふく薬品 ふく薬品　読谷店 098-921-5044 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味 ３１７０
沖縄県 中頭郡北谷町 イオン北谷店 098-982-7575 沖縄県中頭郡北谷町美浜８－３
沖縄県 中頭郡北谷町 サンエー ハンビータウン店 098-936-9100 沖縄県中頭郡北谷町北前 １丁目２ー３ー５

沖縄県 中頭郡北中城村 イオンライカム店 098-983-8888
沖縄県中頭郡北中城村 アワセ土地区画整理 事業区域
内４街区

沖縄県 中頭郡西原町 サンエー サンエー西原シティ店 098-946-6670 沖縄県中頭郡西原町嘉手苅 １１７ー２



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 イオン南風原店 098-888-2269 沖縄県島尻郡南風原町宮平２６４
沖縄県 島尻郡南風原町 ふく薬品　つかざん店 098-835-6500 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山 １６９７
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）


