
エリア 都道府県 店舗名 エリア 都道府県 店舗名 エリア 都道府県 店舗名 エリア 都道府県 店舗名

イオン釧路店 イオン新座店 ⼭梨県 ＩＹＯ．甲府昭和店 イオン猪名川店
イオン新さっぽろ店 ＩＹＯ．和光店 ＩＹＯ．三島店 イオン伊丹店
ＩＹＯ．琴似店 イオン⼤井店 アピタ島⽥店 イオン伊丹昆陽店
ＩＹＯ．屯⽥店 ＩＹＯ．深⾕店 イオン清⽔店 イオン奈良店
イオン札幌平岡店 ＩＹＯ．上尾駅前店 イオン富⼠宮店 イオン桜井店
イオン札幌元町店 ＩＹＯ．草加店 イオン浜松志都呂店 イオン橿原店
イオン札幌桑園店 ＩＹＯ．春⽇部店 イオン浜松市野店 イオン登美ヶ丘店
イオン岩⾒沢店 ＩＹＯ．久喜店 イオン上越店 イオン⼤和郡⼭店
イオン江別店 イオン川⼝前川店 イオン⻑岡店 イズミヤ若江岩⽥店
イオン千歳店 ＩＹＯ．錦町店 イオン新潟南店 ＩＹＯ．東⼤阪店
イオン北⾒店 ＩＹＯ．⼤宮宮原店 イオン新潟⻘⼭店 イズミヤ ⼋尾店
ＩＹＯ．函館店 イオン北⼾⽥店 イオン佐久平店 ＩＹＯ．⼋尾店
イオン上磯店 イオン与野店 イオン上⽥店 イオン⾦剛東店
Ｎメガドンキ苫⼩牧店 ＩＹＯ．三郷店 ＩＹＯ．アリオ上⽥店 イオン⽇根野店
イオン登別店 ＩＹＯ．アリオ川⼝店 アピタ 伊那店 イズミヤ和泉中央店
イオン苫⼩牧店 イオン浦和美園店 イオン飯⽥店 ダイエー光明池店
イオン札幌発寒店 イオン⽻⽣店 アピタ飯⽥店 イオン堺北花⽥店
イオン旭川⻄店 イオンレイクタウン店 アピタ岡⾕店 イオンりんくう泉南店
アインズ札幌パセオ店 アピタ 東松⼭店 イオンスタイル松本 ＩＹＯ．鳳店
アインズ地下街店 ＩＹＯ．鷲宮店 富⼭県 イオン⾼岡南店 イオン和⽥⼭店
ＩＹＯ．弘前店 イオン春⽇部店 イオン杜の⾥店 ＩＹＯ．明⽯店
ＩＹＯ．⻘森店 ＩＹＯ．アリオ上尾店 アピタ松任店 イズミヤ⻄神⼾店
イオン下⽥店 ＩＹＯ．⼋千代店 イオン垂⽔店
ＩＹＯ．⼋⼾沼館店 ＩＹＯ．船橋店 イオン御経塚店 イオン洲本店
イオン⼀関店 ＩＹＯ．松⼾店 イオンかほく店 ＩＹＯ．加古川店
イオン盛岡南店 イオンノア店 福井県 アピタ福井⼤和⽥店 イオン姫路Ｒシティ店
イオン仙台店 ＩＹＯ．津⽥沼店 イオン岐⾩店 イオン姫路⼤津店
イオン気仙沼店 ＩＹＯ．我孫⼦店 イオン⼤垣店 ゆめタウン呉店
イオン利府店 イオン新浦安店 イオン各務原店 ゆめタウン広島店
イオン富⾕店 イオン千葉Ｎタウン店 イオン⼋事店 ⼭⼝県 ゆめＴ南岩国店
イオン名取店 イオン津⽥沼店 アピタ 稲沢店 イオン津⼭店
イオン⽯巻店 イオンマリンピア店 アピタ知⽴店 イオン倉敷店
イオンＳＣ佐沼店 イオン稲⽑店 イオン名古屋みなと店 イオン岡⼭店
ＩＹＯ.アリオ仙台泉店 イオン鎌取店 アピタ ⻑久⼿店 イオン⽇吉津店
ＩＹＯ．あけぼの店 ＩＹＯ．幕張店 イオン東浦店 イオン⿃取北店
イオン仙台中⼭店 アピタ市原店 イオン熱⽥店 島根県 イオン松江店
⻄友ザ・モ−ル⻑町店 イオン成⽥店 イオン⽊曽川店 ⾹川県 ゆめＴ⾼松店
イオン古川店 イオン⼋千代緑ヶ丘店 アピタ鳴海店 徳島県 ゆめタウン徳島店
イオン酒⽥南店 ＩＹＯ．新四街道店 イオン岡崎南店 イオン新居浜店
イオン⼭形北店 イオン銚⼦店 イオン豊橋南店 レデイＭ松⼭コスメ店
イオン⼭形南店 イオン船橋店 アピタ向⼭店 ⾼知県 イオン⾼知店
イオン三川店 ＩＹＯ．アリオ市原店 イオンナゴヤドーム前 ゆめタウン筑紫野店
イオン天童店 イオン幕張新都⼼店 イオン⼤⾼店 ゆめタウン博多店
イオンＳＣ横⼿南店 イオン⽊更津店 イオンワンダーシティ ゆめタウン⼤牟⽥店
イオン⼤曲店 ＩＹＯ．アリオ柏店 イオン新瑞橋店 ゆめタウン久留⽶店
ＩＹＯ．平店 イオンユーカリが丘店 イオン⾼橋店 イオン⾹椎浜店
ＩＹＯ. 福島店 ＩＹＯ．⾚⽻店 イオンスタイル常滑店 イオン福岡店
ＩＹＯ．郡⼭店 ＩＹＯ．綾瀬店 イオンスタイル豊⽥ イオン直⽅店
イオン相⾺店 イオン葛⻄店 イオン鈴⿅店 イオン⼤野城店
イオンいわき店 ＩＹＯ．葛⻄店 イオン伊勢店 イオン筑紫野店
イオン郡⼭フェスタ店 イオン南砂店 イオン四⽇市尾平店 イオン⼩郡店
イオン福島店 ＩＹＯ．⽊場店 イオン四⽇市北店 ゆめタウン⾏橋店
イオン⽩河⻄郷店 ダイエー⻄台店＊ イオン明和店 イオン⼋幡東店
ＬＩＶＩＮ 郡⼭店 イオン練⾺店 イオン東員店 イオン⾼城店
アピタ会津若松店 イオン板橋店 アルプラザ 草津店 ゆめタウン別府店
イオンスタイル⼩名浜 ＩＹＯ．⼤井町店 ビバシティ 平和堂 イオン⿅児島鴨池店
イオン東海店 イオン品川シーサイド アルプラザ ⻑浜店 イオン⿅児島店
イオン⿅嶋店 ＩＹＯ．南⼤沢店 イオン⻄⼤津店 イオンチトセピア店
イオン下妻店 ＩＹＯ．新武蔵境店 イオン⻑浜店 イオン⼤塔店
ＩＹＯ．⻯ヶ崎店 ＩＹＯ．昭島店 イオン洛南店 ゆめタウン夢彩都店
イオン⽔⼾内原店 ＩＹＯ．⼤森店 イオン久御⼭店 佐賀県 ゆめタウン佐賀店
イオン⼟浦店 ＩＹＯ．⻲有店 イオン京都五条店 ゆめタウンはません店
イオンつくば店 イオンむさし村⼭店 イオン草津店 ゆめタウン光の森店
ＩＹＯ．古河店 イオン⽇の出店 イオン京都桂川店 ゆめタウン⼋代店
⻑崎屋 勝⽥店 ＩＹＯ．⻄新井店 イオン⾼の原店 イオン熊本店
イオン太⽥店 ＩＹＯ．武蔵⼩⾦井店 イズミヤ和歌⼭店 イオン延岡店
イオン⾼崎店 ＩＹＯ．北砂店 イオン和歌⼭店 イオン宮崎店
アピタ前橋店 ＩＹＯ．新曳⾈店 ＩＹＯ．あべの店 イオン那覇店
ＩＹＯ．伊勢崎店 イオン東久留⽶店 イオン⼤阪ドーム店 イオン北⾕店
アピタ⾼崎店 イオン多摩平の森店 イオン京橋店 サンエー那覇メインＰ
アピタ宇都宮店 イオンスタイル碑⽂⾕ イオン野⽥阪神店 イオン南⾵原店
イオン佐野新都市店 イオン橋本店 マージュ船場店 イオンライカム店
ＩＹＯ．宇都宮店 イオン相模原店 イオン吹⽥店 サンエー具志川シティ
ＩＹＯ．⼩⼭店 ダイエー港南台店 イズミヤ千⾥丘店 イオン名護店
イオン栃⽊店 ＩＹＯ．武蔵⼩杉店 イオン茨⽊店
イオン⼩⼭店 ＩＹＯ．新百合ケ丘店 マージュ箕⾯店
イオン今市店 ＩＹＯ．能⾒台 イオン⼤⽇店

新百合丘ビブレ イオン四條畷店
イオン天王町店
イオン⾦沢⼋景店
ＩＹＯ．⼤和鶴間店
ＩＹＯ．湘南台店
ＩＹＯ．⽴場店
イオン海⽼名店
ＩＹＯ．⼩⽥原店
イオン秦野店
ＩＹＯ．茅ヶ崎店
イオン厚⽊店
ＩＹＯ．ららぽーと横浜
ＩＹＯ．アリオ橋本店

⿅児島県

⼤分県

福岡県

広島県

岡⼭県

⿃取県

愛媛県

沖縄 沖縄県

宮崎県

熊本県

⻑崎県

中国

四国

⽯川県

岐⾩県

愛知県

九州

※ コーセー美容スタッフのいる量販店・ドラッグストアでお試しいただけます。

兵庫県

奈良県

⼤阪府

近畿

兵庫県

群⾺県

栃⽊県

関東

埼⽟県

千葉県

東京都

神奈川県

関東

福島県

⻘森県

秋⽥県

岩⼿県

宮城県

⼭形県

東北

茨城県

北海道 北海道 中部
静岡県

新潟県

⻑野県

近畿 三重県

京都府

和歌⼭県

⼤阪府


