ラグジー取り扱い店舗一覧

都道府県

店舗住所

[東京都]
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 タイムズスクエアビル3F
03-5361-3231
東京都中央区銀座2-2-14 マロニエゲート5F
東急ハンズ 東急ハンズ銀座店
03-3538-0109
東京都渋谷区宇田川町12-18
東急ハンズ 東急ハンズ渋谷店
03-5489-5111
東京都千代田区丸の内1-6-4 オアゾショップ＆レストランB1F
東急ハンズ ハンズビー 丸の内オアゾ店
03-5221-8031
東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 西武新宿４階
東急ハンズ ハンズビー 西武新宿ペペ店
03-3202-0109
東京都目黒区自由が丘1-6-9 フレル・ウィズ自由が丘2F
東急ハンズ ハンズビー フルレ・ウィズ自由が丘店
03-3718-1091
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺 地下1階
東急ハンズ ハンズビー アトレ吉祥寺店
0422-22-2343
東京都立川市柴崎町3-2-1 グランデュオ立川6Ｆ
東急ハンズ ハンズビー グランデュオ立川店
042-540-2276
東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿４階
プラザ
プラザ アトレ恵比寿店
03-5475-8344
東京都世田谷区玉川3丁目17-1
プラザ
プラザ 玉川高島屋Ｓ.Ｃ店
03-3709-0661
東京都新宿区新宿3-38-2 新宿ルミネ2 ２階
プラザ
プラザ ルミネ新宿店
03-3348-0145
東京都港区東新橋1-5-25地先 地下店舗
プラザ
プラザ 汐留シオサイト店
03-5537-0911
東京都港区高輪3-26-26 ウイング高輪イースト１F
ショップイン ショップイン ウイング高輪店
03-3473-6685
東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住店５階
ショップイン ショップイン ルミネ北千住店
03-3879-1163
東京都国立市東1-4-10 ホワイトパレスビル1F(南口駅前)
ショップイン ショップイン 国立駅店
042-574-7585
東京都豊島区西池袋３－２８－１３ マルイシティ池袋 １Ｆ
ショップイン ショップイン マルイシティ池袋店
03-5957-5960
東京都町田市原町田6-2-6 町田modi1F
ショップイン ショップイン 町田モディ店
042-726-1180
東京都北区赤羽西 １－５－１ アピレ２Ｆ
ショップイン ショップイン 赤羽アピレ店
03-3905-2050
東京都国分寺市南町3-20-3
ショップイン ショップイン 国分寺エル店
042-327-1066
東京都中央区銀座西2-2先 銀座インズ2
ショップイン ショップイン 銀座インズ店
03-3562-9710
東京都杉並区阿佐谷南３－５８－１
ショップイン ショップイン 阿佐ヶ谷ダイヤ街店
03-5327-3778
東京都港区港南2-18-1アトレ品川1320
シャンドエルブ シャンドエルブ 品川店
03-6717-0916
東京都港区新橋2-17-14 JR新橋駅B1F
シャンドエルブシャンドエルブ 新橋店
03-5568-0211
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野5100
シャンドエルブ シャンドエルブ 上野店
03-5826-5890
東京都千代田区飯田橋4-10-1 飯田橋ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾟﾗｻﾞ1F
シャンドエルブ シャンドエルブ 飯田橋店
03-5225-2008
東京都北区東田端1丁目17番2号 アトレヴィ田端2F
シャンドエルブ シャンドエルブ 田端店
03-5832-7733
東京都千代田区外神田1-17-6 ｱﾄﾚ秋葉原3130
シャンドエルブ シャンドエルブ 秋葉原店
03-5289-3853
東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-36-1 ディラ阿佐ヶ谷内
シャンドエルブ シャンドエルブ 阿佐ヶ谷店
03-5356-6530
東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ 本館5F
ローズマリー ローズマリー 池袋パルコ店
03-5391-8405
東京都調布市小島町1-38-1 調布パルコ 3F
ローズマリー ローズマリー 調布パルコ店
042-489-5149
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ 4F
ローズマリー ローズマリー 吉祥寺パルコ店
042-221-8853
東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル B1F
ローズマリー ローズマリー 日比谷シャンテ店
03-3508-1550
東京都西東京市ひばりが丘1-1-1 ひばりが丘パルコ 3F
ローズマリー ローズマリー ひばりが丘パルコ店
042-425-5175
東京都多摩市落合1-46-1 多摩センター三越 1F
ローズマリー ローズマリー 多摩センター三越店
042-338-1222
東京都新宿区新宿３丁目38番１号 フロアB２階
＠コスメ
＠コスメストア
ルミネエスト新宿店
ストア
03-5369-3355
東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋店７階
＠コスメ
＠コスメストア
ルミネ池袋店
ストア
03-5928-5127
東京都台東区上野6丁目15番地1号上野マルイ B1F
＠コスメ
＠コスメストア
上野マルイ店
ストア
03-5817-7028
東急ハンズ

東急ハンズ新宿店
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都道府県
東京
東京
東京

＠コスメ
ストア
＠コスメ
ストア
アインズ＆
トルぺ

東京都渋谷区神南1-21-3 マルイシティ渋谷 2F

＠コスメストア マルイシティ渋谷店 03-5728-5833
東京都中央区銀座3-2-1プランタン銀座 B1F
＠コスメストア プランタン銀座店
03-5159-4882
アインズ＆トルペ 自由が丘店

東京 京王アートマン 京王アートマン聖蹟桜ヶ丘店
東京

丘の上薬局

丘の上薬局 聖蹟桜ヶ丘OPA店

東京

ヒジカタ薬局

ヒジカタ薬局 大久保店

東京

タサキ薬局

タサキ薬局 大塚本店
[北海道]

北海道 ローズマリー ローズマリー
北海道

サッポロ
ドラッグ

札幌パルコ店

サッポロドラッグストアー 中の島店
[青森県]
[秋田県]

秋田

アリー

アリー イオン秋田店
[岩手県]
[宮城県]

宮城

店舗住所

ローズマリー ローズマリー

仙台パルコ店

宮城

プラザ

プラザ 仙台エスパル店

宮城

ツルハ

グロージェ 泉大沢店

宮城

ツルハ

グロージェ 仙台駅前店

東京都目黒区自由が丘2丁目10-8 自由が丘エヌケービル1Ｆ
03-5726-3330
東京都多摩市関戸1-11-1 京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣＡ館３Ｆ
042-337-2555
東京都多摩市関戸4-72 聖蹟桜ヶ丘OPA１Ｆ
042-355-3488
東京都新宿区北新宿1-8-17
03-3371-4747
東京都豊島区南大塚３－５２－８
03-3987-1931
北海道札幌市中央区南一条西3-3 札幌パルコ 本館B1F
011-214-2070
北海道豊平区中の島２条２丁目３－３
011-841-8040
秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1 イオンモール秋田１Ｆ
018-889-6654
宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台パルコ B1F
022-774-8121
宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル 3Ｆ
022-716-9770
宮城県仙台市泉区大沢1丁目5番地1 イオンタウン仙台泉大沢店内 1Ｆ
022-771-7708
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1 ヒューモスファイブビル 2Ｆ
022-716-2256

[山形県]
[福島県]
[茨城県]
茨城

アリー

アリー 水戸内原店
[栃木県]

栃木

ローズマリー ローズマリー

宇都宮パルコ店

栃木

ローズマリー ローズマリー 宇都宮ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ店

栃木

アミング

アミング 陽東店

栃木

アミング

アミング 小山城南店

群馬

アミング

アミング 高崎上中居店

群馬

アミング

アミング 高崎飯塚店

群馬

アミング

[群馬県]

アミング 前橋駅南店
[埼玉県]

埼玉

東急ハンズ

東急ハンズ 大宮店

埼玉

ショップイン

ショップイン ルミネ大宮店

埼玉

ショップイン ショップイン 川越アトレマルヒロ店

埼玉 シャンドエルブシャンドエルブ

武蔵浦和店

埼玉

ローズマリー ローズマリー

新所沢パルコ店

埼玉

ローズマリー ローズマリー

コクーン新都心店

千葉

東急ハンズ

東急ハンズ ららぽーと船橋店

千葉

プラザ

プラザ 千葉オーロラモール店

千葉

ショップイン

ショップイン シャポー市川店

千葉

ショップイン

ショップイン アトレ松戸店

[千葉県]

茨城県水戸市中原町字西135番地 イオンモール水戸内原 ２Ｆ
029-259-1232
栃木県宇都宮市馬場通3-1-1 宇都宮パルコ 3F
028-611-2077
栃木県宇都宮市インターパーク6-1-1 1F
028-656-7868
栃木県宇都宮市陽東6丁目6番6号
028-613-4001
栃木県小山市東城南4丁目1番8号
0285-31-4006
群馬県高崎市上中居町1600番地1
027-350-9292
群馬県高崎市飯塚町143-1
027-370-3320
群馬県前橋市南町1丁目11番1号
027-260-8600
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3 DOMショッピングセンター4F
048-640-7111
埼玉県さいたま市大宮区錦町６３０番地 ルミネ１ 6Ｆ
048-631-0226
埼玉県川越市脇田町105番地アトレマルヒロ6F
049-227-5065
埼玉県さいたま市南区別所7-12-1 ビーンズ武蔵浦和１階
048-872-8922
埼玉県所沢市緑町1-2-1 新所沢パルコ パルコ館2F
042-998-8192
埼玉県さいたま市吉敷町4-267-2 コクーン新都心店西館 2F
048-601-0314
千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY北館1F
047-436-6611
千葉県千葉市中央区新町1001番地 オーロラモール ジュンヌ 4F
043-238-5791
千葉県市川市市川1-1-1 シャポー市川１階
047-320-9280
千葉県松戸市松戸1181 アトレ松戸5F
047-364-7185
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都道府県
千葉

ショップイン

ショップイン 丸井柏ＶＡＴ店

千葉

ショップイン

ショップイン シャポー本八幡店

千葉 シャンドエルブシャンドエルブ

西船橋店

千葉 シャンドエルブシャンドエルブ

新浦安店

千葉

ローズマリー ローズマリー

千葉パルコ店

千葉

ローズマリー ローズマリー

津田沼パルコ店

千葉

アリー

アリー イオン成田店

千葉

アリー

アリー イオン千葉ニュータウン店

千葉

イトーヨーカドー

イトーヨーカドー船橋店 美のガーデン

店舗住所

千葉県柏市柏 １－１－１１ 丸井柏ＶＡＴ ２Ｆ
04-7163-8871
千葉県市川市八幡２－１７－１
047-302-7581
千葉県船橋市西船4-27-7 Dila西船橋3階
047-420-7868
千葉県浦安市入船1-1-1アトレ新浦安4531
047-390-6807
千葉県千葉市中央区中央2-2-2 千葉パルコ 3F
043-225-4257
千葉県船橋市前原西2-18-1 津田沼パルコ A館3F
047-477-9280
千葉県成田市ウイング土屋24 イオンモール成田３階
0476-23-8420
千葉県印西市中央北3-2 イオン千葉ニュータウンＳＣ モール棟２階
0476-48-4660
千葉県船橋市本町7-6-1

[神奈川県]

神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 ダイス５階
044-230-0109
神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1 ﾏﾙｲﾌｧﾐﾘｰ溝口8F
044-811-8971

神奈川 東急ハンズ

東急ハンズ 川崎店

神奈川 東急ハンズ

ハンズビー ﾏﾙｲﾌｧﾐﾘｰ溝口店

神奈川 東急ハンズ

ハンズビー たまプラーザ店

神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-7 東急百貨店 たまプラーザ店 １階 イーストコー
ト

神奈川

プラザ

プラザ ルミネ横浜店

神奈川

プラザ

プラザ 横浜ジョイナス店

神奈川

プラザ

プラザ アトレ川崎店

神奈川

プラザ

プラザ ウイング上大岡店

神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜 B2F
045-453-3612
神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス４階
045-316-2965
神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎 １Ｆ
044-245-1866
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 ウイング上大岡３F
045-848-7811
神奈川県平塚市宝町1-1 平塚ラスカ4階
0463-20-5778.
神奈川県鎌倉市大船1-1-1 大船駅構内
0467-42-8908
神奈川県藤沢市藤沢438-1 ルミネ藤沢店4F
0466-55-1525
神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎 ４F
044-210-0181
神奈川県川崎市高津区溝口1-3-1 ノクティプラザ４Ｆ
044-814-7424
神奈川県茅ヶ崎市元町1-1 茅ヶ崎ラスカ４階
0467-88-2888
神奈川県相模原市橋本3-28-1ミゥイ橋本3F
042-700-7562
神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 川崎丸井店1F
044-200-0073
相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエア B館4F
042-767-1220
神奈川県相模原市橋本3-28-1 ミウイ橋本1F
042-700-7560

神奈川 シャンドエルブシャンドエルブ

平塚店

神奈川 シャンドエルブシャンドエルブ

大船店

神奈川 ショップイン

ショップイン ルミネ藤沢店

神奈川 ショップイン

ショップイン アトレ川崎店

神奈川 ショップイン ショップイン 溝の口ノクティプラザ店
神奈川 ショップイン

ショップイン 茅ヶ崎ラスカ店

神奈川 ローズマリー ローズマリー

ミゥイ橋本店

神奈川 ローズマリー ローズマリー

川崎丸井店

ローズマリー
神奈川 ローズマリー
相模大野ステーションスクエア店
神奈川

長野
長野

アクア
ファーマ
シー

アクアファーマシー
[山梨県]
[長野県]

ローズマリー ローズマリー
アミング

松本パルコ店

アミング 稲里中央店

長野県松本市中央1-10-30 松本パルコ 2F
026-338-2115
長野県長野市稲里町中央2丁目18-6
026-286-6800

[新潟県]
新潟

アミング

アミング 新潟店

新潟

アミング

アミング 牡丹山店

新潟

アミング

アミング 長岡店

新潟

アミング

アミング 燕三条店

新潟

アミング

アミング 上越店

新潟

ムサシ

スーパーセンタームサシ新潟店
アークオアシス

新潟県新潟市中央区上所上2丁目2番23号
025-280-1150
新潟県新潟市東区牡丹山１丁目24番5号
電話番号 025-272-0011
新潟県長岡市古正寺3丁目70番地
0258-25-8670
新潟県燕市井土巻2丁目48番地
0256-61-0050
新潟県上越市下門前１６４２
025-520-8121
新潟県新潟市中央区姥ヶ山45-1スーパセンタームサシ新潟店2Ｆ
025-287-2311

ラグジー取り扱い店舗一覧
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店舗住所

[富山県]
富山

アミング

アミング 婦中店

富山

アミング

アミング 藤の木店

富山

アミング

アミング 高岡店

富山県富山市婦中町西ケ丘474番地1
076-466-0700
富山県富山市町村2丁目73番地
076-493-7350
富山県高岡市京田４４５番地
0766-54-0700

[石川県]
石川

アミング

アミング 金沢ベイ店

石川

アミング

アミング 元町店

石川

アミング

アミング 高尾店

石川

アミング

アミング 小松店

石川

アミング

アミング 松任店

石川県金沢市無量寺第二土地区画整理事業区内17街区
076-266-3022
石川県金沢市元町2丁目10番23号
076-251-7100
石川県金沢市三馬１丁目373番地
076-280-7266
石川県小松市沖町７街区１０
0761-58-0204
石川県白山市幸明町145番地
076-274-6321

[福井県]
福井

アミング

福井

アミング

アミング 高柳店
アミング 若杉店

福井県福井市高柳町20-15-1
0776-57-7750
福井県福井市若杉4丁目810
0776-36-2122

[静岡県]

東急ハンズ 静岡店

静岡

東急ハンズ

静岡

ローズマリー ローズマリー

静岡

ラ・シュ・シュ

静岡

ピオン

静岡

ピオン

静岡

ピオン

東静岡店

静岡県静岡市葵区鷹匠1-1-1 新静岡セノバ３階
054-266-9311

:静岡県静岡市葵区柚木191 ＭＡＲＫ ＩＳ静岡 内

ラ・シュ・シュ 鷹匠店

静岡県静岡市葵区鷹匠2-16-14 杏林堂薬局２Ｆ
０１２０-７７-２５０２

ライフデザイン ピオン 清水店

静岡県静岡市葵区鷹匠1-1-1 新静岡セノバ３階
054-266-9311

静岡県富士市米之宮町117
0120-976-444
静岡県静岡市葵区東千代田1-1-5
ライフデザイン ピオン 静岡流通通り店 0120-01-7474

ライフデザイン ピオン 富士店

[愛知県]
愛知

東急ハンズ

東急ハンズ名古屋店

愛知

東急ハンズ

東急ハンズ ＡＮＮＥＸ店

愛知

ショップイン

ｼｮｯﾌﾟｲﾝ 名古屋スカイル店

愛知

ローズマリー ローズマリー

愛知 シャンドエルブシャンドエルブ

名古屋パルコ店
豊田店

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JR名古屋タカシマヤ内 ５Ｆ
052-566-0174
愛知県名古屋市中区錦3-5-4
052-953-2811
愛知県名古屋市中区栄3-4-5 ｽｶｲﾙB2F
052-264-6535
愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ 西館B1F
052-264-8013
愛知県豊田市若宮町1-57-1 T-FACE １階
0565－63－5241

[岐阜県]
[三重県]
[滋賀県]
滋賀

ローズマリー ローズマリー

大津パルコ店

滋賀県大津市打出浜14-30 大津パルコ 2F
077-527-7068

[京都府]
京都

ロフト

京都ロフト

京都

プラザ

プラザ 京都店

京都

ショップイン

ショップイン 河原町ＯＰＡ店

京都

ショップイン

ショップイン 京都 Ｔｈｅ ＣＵＢＥ店

京都

東急ハンズ

ハンズビー 京都マルイ店

京都府京都市中京区河原町通り三条下ル大黒町58番 ミーナ京都 ２Ｆ
075-255-6210
京都府京都市下京区四条寺町 藤井大丸 B1F
075-255-4433
京都府京都市中京区河原町通四条上る河原町OPA5F
075-255-8141
京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町657 京都駅ビルThe CUBE B2F
075-365-8628
京都府京都市下京区四条通河原町東入真町68番地 京都マルイＢ１Ｆ
075-252-0126

[奈良県]
[和歌山県]
[大阪府]
大阪

東急ハンズ

東急ハンズ 梅田店

大阪

東急ハンズ

東急ハンズ 心斎橋店

大阪

東急ハンズ 東急ハンズ あべのキューズモール店

大阪

プラザ

プラザ 梅田HEP ＦＩＶＥ店

大阪

プラザ

プラザ ルクア大阪店

大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸梅田店12F
06-6347-7188
大阪府大阪市中央区南船場3-4-12 2F
06-6262-6831
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール B１F
06-6645-0109
大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 4F
(06)6130-7631
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪6F
06-6347-0351

ラグジー取り扱い店舗一覧

都道府県
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪

店舗住所

大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街南館１階
06-6372-5701
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 北館B1F
プラザ
プラザ 心斎橋大丸店
06-6241-0511
大阪府枚方市岡東町19-19 京阪百貨店ひらかた店2F
ショップイン ショップイン 京阪百貨店ひらかた店
072-861-3250
大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38 京阪モール３階
ショップイン ショップイン 京橋京阪モール店
06-6356-3408
ショップイン コスメティカ天満橋
大阪府大阪市中央区天満橋京町１－１ 京阪シティモールB1F
ショップイン
京阪シティモール店
06－4790－6201
プラザ

プラザ 梅田店

大阪

ショップイン

ショップイン 梅田エスト店

大阪府大阪市北区角田町3番25号 梅田ＥＳＴ内
06-6292-5715

大阪

ショップイン

ショップイン ディアモール大阪店

大阪

ショップイン

ショップイン 淀屋橋odona店

大阪

ショップイン

ショップイン 心斎橋ＯＰＡ店

大阪

ショップイン

ショップイン なんばマルイ店

大阪

ショップイン

ショップイン 天王寺MIO店

大阪

ローズマリー ローズマリー

くずはモール店

大阪

ローズマリー ローズマリー

すみのどう京阪店

大阪府大阪市北区梅田1丁目 ディアモール大阪内
06-6348-4634
大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋odona B１階
06-6221-2977
大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 OPA B2F
06-6258-3907
大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ B１階
06-9633-7932
大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO7F
06-6770-1172
大阪府枚方市楠葉花園町15-1 KUZUHA MALL 本館2F
072-855-8368
大阪府大東市赤井1-4-1 ぽっぷたうん住道オペラパーク
072-874-7276
大阪市北区芝田1-1-3 阪急梅田駅2Ｆ改札外
06-6371-6707
大阪市北区曽根崎2-11-11 地下鉄谷町線東梅田駅改札外
06-6131-3060
大阪府大阪市北区梅田２丁目２−２５ 西梅田駅改札外
06-6344-2429
大阪府大阪市中央区難波1-9-7 地下鉄難波駅構内
06-6212-3302
大阪府大阪市中央区難波4-1-17 近鉄大阪難波駅構内
06-6213-0265
大阪府泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南店１階
072-480-6143
大阪府大阪市北区茶屋町15-22 アーバンテラス茶屋町 A棟
06-4256-8301
大阪府河内長野市西之山町7-2
0721-50-0016

大阪

ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ

カラーフィールド梅田店

大阪

ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ

カラーフィールド 東梅田店

大阪

KITTO

KITTO 地下鉄西梅田店

大阪

KITTO

KITTO 地下鉄なんば駅前店

大阪

CHeLiK

CHeLiK 大阪難波店

大阪

アリー

アリー イオンモールりんくう泉南店

大阪

チャーリー チャーリー アーバンテラス茶屋町店

大阪

キタバ薬局

キタバ薬局 河内長野店
[兵庫県]

兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫

兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 そごう神戸新館1F～4F
078-272-6210
兵庫県神戸市中央区下山手通2-10-1
東急ハンズ 東急ハンズ 三宮店
078-321-6162
兵庫県川西市栄町１１番１号 モザイクボックス１階
ショップイン ショップイン 川西モザイクボックス店
072-740-2544
兵庫県西宮市甲子園八番町1-100 ららぽーと甲子園1F
ショップイン ショップイン ららぽーと甲子園店
0798-81-6802
兵庫県神戸市中央区加納町4-2-1 神戸阪急ビル東館１Ｆ
ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ カラーフィールド 三宮店
078-326-6676
兵庫県西宮市高松町14-2-235-1 阪急西宮ガーデンズ2F
ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ カラーフィールド 西宮ガーデンズ店
078-610024
兵庫県西宮市高松町6-20 阪急西宮北口駅構内 宝塚行ホーム
ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ カラーフィールド 西宮北口店
0798-69-1555
兵庫県宝塚市栄町20-１-W203 阪急宝塚駅2階改札前
ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ カラーフィールド 阪急宝塚店
0797-83-6900
兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1-3008 イオンモール伊丹３階
ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ カラーフィールド イオンモール伊丹店
072-778-5566
兵庫県川西市栄町20-1-W203 ベルフローラかわにし２階
ｶﾗｰﾌｨｰﾙﾄﾞ カラーフィールド 川西店
072-740-3580
兵庫県姫路市駅前町188-1 ピオレ姫路Ｂ１Ｆ
ローズマリー ローズマリー ピオレ姫路
079-223-0122
兵庫県芦屋市船戸町1-29 モンテメール西館3F
セサミ
セサミ 芦屋店
0797-38-2520
兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-7 パティオ健康館2F
セサミ
セサミ 須磨パティオ店
078-795-8831
兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 イオンモール神戸北２階
アリー
アリー イオンモール神戸北店
078-983-3304
兵庫県三田市けやき台1-10-1
チャーリー チャーリー ウッディタウン店
079-561-2220
兵庫県神戸市灘区新在家南町1-2-1
チャーリー チャーリー サザンモール六甲店
078-841-2600
ロフト

神戸ロフト

ラグジー取り扱い店舗一覧

都道府県

店舗住所

[岡山県]
岡山

アリー

アリー イオンモール倉敷店

岡山県倉敷市水江1番地 イオンモール倉敷１階
086-430-5119

[広島県]
広島
広島

ローズマリー ローズマリー
ザグザグ

広島パルコ店

&Z(アンジー) 福山駅前店

広島市中区本通10-1 広島パルコ 本館B1F
082-542-2308
広島県福山市東桜町1-1 (アイネスフクヤマ B1F)
084-973-5025

[山口県]
[鳥取県]
[島根県]
[香川県]
香川

チャーリー

チャーリー レインボーロード店

香川

チャーリー

チャーリー 丸亀店

香川

チャーリー

チャーリー 丸亀町グリーン店

香川県高松市伏石町2103-10
087-867-8831
香川県丸亀市柞原町408番地1
0877-21-5000
香川県高松市丸亀町７－１６ 丸亀グリーン西館２階
087-811-2207

[徳島県]
徳島

チャーリー

チャーリー 沖浜店

徳島

チャーリー

チャーリー 藍住店

徳島

チャーリー

チャーリー 鴨島店

徳島県徳島市沖浜3丁目5
088-655-3211
徳島県板野郡藍住町東中字朏傍示42-1
088-863-0301
徳島県吉野川市鴨島町麻植塚字堂床南226
0883-22-0121

[高知県]
[愛媛県]
[福岡県]
福岡

インキューブ

雑貨館インキューブ 天神店

福岡

アリー

アリー イオンモール直方店

福岡

プラザ

プラザ 福岡ソラリアプラザ店

福岡

プラザ

プラザ 小倉アミュプラザ店

福岡県福岡市中央区天神2-11-3 ソラリアステージビル５F
092-737-1264
福岡県直方市湯野原2-1-1 イオンモール直方内211
0949-29-8650
福岡市中央区天神2－2－43 ソラリアプラザ Ｂ１Ｆ
092-718-1211
福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1 小倉駅ビルアミュプラザ 4F
093-512-3811

[佐賀県]
[長崎県]
[熊本県]
熊本

ローズマリー ローズマリー
[大分県]
[宮崎県]
[鹿児島県]
[沖縄]

熊本パルコ店

熊本県熊本市手取本町5-1 熊本パルコ 6F
096-327-4026

