
■DAISY DOLL　取扱店舗一覧（2021年7月16日現在）

◇2021.7.1～先行発売

企業名 店名 都道府県 住所 備考

ロフト 札幌ロフト 北海道 札幌市中央区北5条西2丁目エスタ6階

ロフト ロフト弘前店 青森県 青森県弘前市大字駅前3丁目2-1　イトーヨーカドー弘前店1階

ロフト 仙台ロフト 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央1-10-10

ロフト 宇都宮ロフト 栃木県 栃木県宇都宮市今泉町237　福田屋ショッピングプラザ宇都宮店2階

ロフト 前橋ロフト 群馬県 群馬県前橋市文京町2丁目1-1　けやきウォーク前橋1階

ロフト 鷲宮ロフト 埼玉県 埼玉県久喜市久本寺字谷田7-1　アリオ鷲宮1階

ロフト 上尾ロフト 埼玉県 埼玉県上尾市大字壱丁目367番地　アリオ上尾１階

ロフト 川越ロフト 埼玉県 埼玉県川越市脇田本町39-19　ルミネ川越3階

ロフト 新三郷ロフト 埼玉県 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1　ららぽーと新三郷1階

ロフト ロフト大宮宮原店 埼玉県 埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1　イトーヨーカドー大宮宮原店3階

ロフト 大宮ロフト 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2　そごう大宮8階

ロフト 千葉ロフト 千葉県 千葉県千葉市中央区新町1000番地　　そごう千葉店8階

ロフト 流山ロフト 千葉県 千葉県流山市西初石6-185-2　流山おおたかの森SC２階

ロフト 柏沼南ロフト 千葉県 千葉県柏市大島田1丁目6-1

ロフト 池袋ロフト 東京都 東京都豊島区南池袋1-28-1 池袋西武内 10階

ロフト 池袋サンシャインロフト 東京都 東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ　アルパ1階

ロフト 渋谷ロフト 東京都 東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト　2階

ロフト 銀座ロフト 東京都 東京都中央区銀座2-4-6銀座ベルビア館　3階

ロフト 二子玉川ロフト 東京都 東京都世田谷区玉川2-23-1　玉川ライズドックウッドプラザ5階

ロフト 北砂ロフト 東京都 東京都江東区北砂2-17-1　アリオ北砂2階

ロフト ロフト大森店 東京都 東京都大田区大森北2-13-1　イトーヨーカドー大森店3階

ロフト 大井町ロフト 東京都 東京都品川区大井1-2-1　アトレ大井町店4階

ロフト 亀有ロフト 東京都 東京都葛飾区亀有3-49-3

ロフト 吉祥寺ロフト 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1　吉祥寺ロフト

ロフト 国分寺ロフト 東京都 東京都国分寺市南町3-20-3　セレオ国分寺7階

ロフト ルミネ立川ロフト 東京都 東京都立川市曙町2-7-17-　ルミネ立川６階

ロフト 町田ロフト 東京都 東京都町田市原町田6-2-6　町田モディ5-6階

ロフト 川崎ロフト 神奈川県 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地1　ラゾーナ川崎プラザ3F

ロフト 武蔵小杉ロフト 神奈川県 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1　グランツリー武蔵小杉3階

ロフト 横浜ロフト 神奈川県 神奈川県横浜市西区高島2-18-1　そごう横浜店　7階

ロフト 横浜港北ロフト 神奈川県 神奈川県横浜市港北区師岡町700　トレッサ横浜南棟2階

ロフト 新横浜ロフト 神奈川県 神奈川県横浜市新横浜2-100-45キュービックプラザ新横浜7階

ロフト 横須賀ロフト 神奈川県 神奈川県横須賀市若松町2-30　横須賀モアーズシティ３階

ロフト 海老名ロフト 神奈川県 神奈川県海老名市扇町13-1三井ショッピングパークららぽーと海老名1階

ロフト 辻堂ロフト 神奈川県 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1　テラスモール湘南3階

ロフト 小田原ロフト 神奈川県 神奈川県小田原市中里208　ダイナシティ小田原店3階

ロフト ロフト大和鶴間店 神奈川県 神奈川県大和市下鶴間1-3-1　イトーヨーカドー大和鶴間店1階

ロフト 新潟ロフト 新潟県 新潟県新潟市中央区万代1町目5番1号　ラブラ万代5階

ロフト 富山ロフト 富山県 富山県富山市婦中町下轡田165番地1　ファボーレ富山1階

ロフト 上田ロフト 長野県 長野県上田市天神3-5-8　アリオ上田1階

ロフト 岐阜ロフト 岐阜県 岐阜県岐阜市長住町2-11-1

ロフト 沼津ロフト 静岡県 静岡県沼津市東椎路字東荒301番地3　三井ショッピングパークららポート沼津1階

ロフト 名古屋ロフト 愛知県 愛知県名古屋市中区栄3-18-1　ナディアパーク内

ロフト 岡崎ロフト 愛知県 愛知県岡崎市戸崎町字戸山38-5　岡崎西武　4階

ロフト 東郷ロフト 愛知県 愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業62街区1･3　ららぽーと愛知東郷1階 

ロフト 京都ロフト 京都府 京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地

ロフト 千里万博ロフト 大阪府 大阪府吹田市千里万博公園2-1　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ1階

ロフト 梅田ロフト 大阪府 大阪府大阪市北区茶屋町16-7 梅田ロフト

ロフト あべのロフト 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40　あべのａｎｄ１階

ロフト 堺ロフト 大阪府 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12　アリオ鳳1階

ロフト 大阪和泉ロフト 大阪府 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7　ららぽーと和泉4階

ロフト 西宮ロフト 兵庫県 兵庫県西宮市高松町１４－２　阪急西宮ガーデンズ２階　区画No.２０１

ロフト 神戸ロフト 兵庫県 兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急 新館2階

ロフト 岡山ロフト 岡山県 岡山県岡山市北区中山下1-11-54　岡山ロッツ2・3階

ロフト 福山ポートプラザロフト 広島県 広島県福山市入船町3-1-25　天満屋ハピータウンポートプラザ2階

ロフト 広島ロフト 広島県 広島県広島市中区基町6－27　そごう広島店新館 8階

ロフト ゆめタウン徳島ロフト 徳島県 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須88-1　ゆめタウン徳島1階

ロフト 松山ロフト 愛媛県 愛媛県伊予郡松前町筒井850番　エミフルMASAKI1階

ロフト 天神ロフト 福岡県 福岡県福岡市中央区渡辺通り4丁目9-25　天神ロフトビル

ロフト 小倉ロフト 福岡県 福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1　コレット6階

ロフト 佐賀ロフト 佐賀県 佐賀県佐賀市兵庫北5丁目14-1　1階

ロフト ゆめタウン光の森ロフト 熊本県 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目33-1　ゆめタウン光の森　南館１階

ロフト 大分ロフト 大分県 大分県大分市大字玉沢字楠本755番地の1トキハわさだタウン２街区2階

ロフト 宮崎ロフト 宮崎県 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1　イオンモール宮崎2階

ロフト 鹿児島ロフト 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市呉服町6-5　マルヤガーデンズ3階

ロフト ロフトネットストア https://loft.omni7.jp/top

https://loft.omni7.jp/top


東急ハンズ 新宿 東京都 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2タイムズスクエアビル東急ハンズ新宿店3階

東急ハンズ 渋谷スクランブルスクエア 東京都 東京都渋谷区渋谷2-24-12　渋谷スクランブルスクエア　10F

東急ハンズ 銀座 東京都 東京都中央区銀座2-2-14マロニエゲートⅠ　5F　※ヤマト便送付希望

東急ハンズ 横浜 神奈川県 神奈川県横浜市西区南幸1-3-1横浜モアーズ5Fヘルス＆ビューティー

東急ハンズ 金沢 石川県 石川県金沢市香林坊2-1-1香林坊東急スクエアGF

東急ハンズ 静岡 静岡県 静岡県静岡市葵区鷹匠1-1-1新静岡セノバ3F 3010東急ハンズ静岡店

東急ハンズ 名古屋 愛知県 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4ジェイアール名古屋タカシマヤ内 5F

東急ハンズ プラグスマーケット草津 滋賀県 滋賀県草津市渋川１－１－５０     近鉄百貨店　 2階 

東急ハンズ 梅田 大阪府 大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸梅田12F東急ハンズ梅田店

東急ハンズ 岡山 岡山県 岡山県岡山市北区下石井1-2-1イオンモール岡山4Ｆ

東急ハンズ 博多 福岡県 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1JR博多シティ東急ハンズ博多店3F

東急ハンズ 長崎 長崎県 長崎県長崎市尾上町1-1アミュプラザ長崎4F

東急ハンズ 宮崎 宮崎県 宮崎県宮崎市老松二丁目2番22号アミュプラザみやざき　うみ館3F

東急ハンズ hands beアミュプラザくまもと 熊本県 熊本県熊本市西区春日3丁目15-26　アミュプラザ熊本3階

イッツデモ 札幌駅アピア 北海道 北海道札幌市中央区北五条西4丁目　札幌駅アピアB1F

イッツデモ 新越谷 埼玉県 埼玉県越谷市南越谷1-11-4 東武鉄道新越谷駅3F改札前

イッツデモ 志木 埼玉県 埼玉県新座市東北2-38-1 東武志木駅構内

イッツデモ 本川越ぺぺ 埼玉県 埼玉県川越市新富町1-22　西武本川越ペペ　1階ファサード店２番

イッツデモ 千葉ペリエ 千葉県 千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1　ペリエ千葉ストリート2　1階

イッツデモ 松戸 千葉県 千葉県松戸市松戸1149-1　プラーレ松戸2F

イッツデモ 赤羽 東京都 東京都北区赤羽１－１－１ビーンズ赤羽1Ｆ

イッツデモ 高田馬場 東京都 東京都新宿区高田馬場1-35-3　BIGBOX1F

イッツデモ 大森 東京都 東京都大田区大森北1－6－16 ATRE大森1F

イッツデモ 仙川 東京都 東京都調布市仙川町1-18-14 フレンテ仙川 1F ※8月改装後

イッツデモ 保谷 東京都 東京都 西東京市東町3-14-30　西武保谷駅

イッツデモ 横浜センター北 神奈川県 神奈川区横浜市都筑区中川中央１－１－１センター北駅

イッツデモ 相模原 神奈川県 神奈川県相模原市中央区相模原1-1-3　相模原セレオ3F

イッツデモ 豊橋 愛知県 愛知県豊橋市花田町西宿無番地カルミア南館2F

イッツデモ 梅田 大阪府 大阪市北区小松原町梅田地下街4-6号 ITS'DEMO

アットコスメストア アットコスメトーキョー(原宿) 東京都 東京都渋谷区神宮前1-14-27

アットコスメストア 有楽町店 東京都 東京都千代田区有楽町2-5-1　ルミネ有楽町　ルミネ1　7F

アットコスメストア アットコスメショッピング https://www.cosme.com/

ショップイン お茶の水サンクレール店 東京都 東京都千代田区　神田駿河台　４－３　お茶の水サンクレール　１Ｆ

ショップイン 河原町オーパ店 京都府 京都市中京区河原町通四条上る　河原町ＯＰＡ　３F

ショップイン ルクアイーレ店 大阪府 大阪府大阪市北区梅田　３－１－３　ルクア　イーレ　６F

ショップイン 天王寺ミオ店 大阪府 大阪府大阪市天王寺区悲田院町　１０－３９　天王寺　MIO　７F

ショップイン あべのキューズモール店 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目６番１号　あべのキューズモール１F

ショップイン ディアモール大阪店 大阪府 大阪市　北区　梅田　１丁目　ディアモール　４号　４０２０

PLAZA 越谷イオンレイクタウン店 埼玉県 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンKAZE 2F

PLAZA 横浜ジョイナス店 神奈川県 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス4F

PLAZA アミュプラザくまもと店 熊本県 熊本県熊本市西区春日3丁目15番26号 アミュプラザくまもと 2F

ﾒｲｸｱｯﾌﾟｿﾘｭｰｼｮﾝ 新宿 東京都 東京都新宿区西新宿１-１-3　小田急百貨店本館   ２階

ﾒｲｸｱｯﾌﾟｿﾘｭｰｼｮﾝ 京都 京都府 京都府京都市下京区四条通河原町　西入真町52   京都高島屋   4階

ﾒｲｸｱｯﾌﾟｿﾘｭｰｼｮﾝ 星ヶ丘 愛知県 愛知県名古屋市千種区星が丘元町14-14　星ヶ丘三越　２階

ﾒｲｸｱｯﾌﾟｿﾘｭｰｼｮﾝ 枚方 大阪府 大阪府枚方市岡東町19-19　京阪百貨店ひらかた店　１階

ﾒｲｸｱｯﾌﾟｿﾘｭｰｼｮﾝ あべの ハルカス 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　あべのハルカス近鉄本店ウィング館２階

ﾒｲｸｱｯﾌﾟｿﾘｭｰｼｮﾝ 堺 大阪府 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通59　堺高島屋  ４階

ﾒｲｸｱｯﾌﾟｿﾘｭｰｼｮﾝ 神戸 兵庫県 兵庫県神戸市中央区明石町40番地　大丸神戸店　B2階

MS・Style 西船橋メトロピア 千葉県 千葉県船橋市西船4-27-7 東京メトロ東西線西船橋駅構内

MS・Style 池袋 東京都 東京都豊島区西池袋1-12-1　エソラ池袋　地下１階

MS・Style 新宿メトロピア 東京都 東京都新宿区西新宿1丁目西口地下街1号　東京メトロ 丸の内線新宿駅構内

MS・Style 表参道 東京都 東京都港区北青山3-6-12　表参道駅構内

ｱｰﾊﾞﾝｺﾝﾌｫｰﾄ 新宿マルイ 東京都 東京都新宿区新宿3-30-13　新宿マルイ　５階

ｱｰﾊﾞﾝｺﾝﾌｫｰﾄ 海老名 神奈川県 神奈川県海老名市中央1-6-1　マルイファミリー海老名　2階

ｱｰﾊﾞﾝｺﾝﾌｫｰﾄ 福岡 福岡県 福岡県福岡市中央区天神2-11-1　福岡パルコ　5階

ﾒｲｸｱｯﾌﾟｿﾘｭｰｼｮﾝ ﾒｲｸｱｯﾌﾟｿﾘｭｰｼｮﾝオンライン https://www.make-up-solution.com/ec/cmShopTopPage1.html

https://www.cosme.com/
https://www.make-up-solution.com/ec/cmShopTopPage1.html


◇2021.7.15～発売

企業名（50音順） 店名 都道府県 住所 備考

AFFRANCHIR（アフランシール） 宮崎店 宮崎県 宮崎県宮崎市広島２丁目１１番１１号アミュプラザみやざきやま館２Ｆ

アリー イオン秋田 秋田県 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1 イオン秋田SC114

アリー アリー名取 宮城県 宮城県名取市杜せきのした５－３－１　イオンモール名取店内

アリー イオンモール水戸内原 茨城県 茨城県水戸市中原町字西135イオンモール水戸内原店内

アリー イオンモールつくば 茨城県 茨城県つくば市稲岡66-1　イオンモールつくば１F　1048区画

アリー イオンモール成田 千葉県 千葉県成田市ウイング土屋２４

アリー イオンモール松本 長野県 長野県松本市中央4-1236-1　イオンモール松本1F

アリー イオンモールりんくう泉南 大阪府 大阪府泉南市りんくう南浜3-1　イオンりんくう泉南1

アリー イオンモール神戸北 兵庫県 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1イオン神戸北ショッピングセンター204

アリー イオンモール倉敷 岡山県 岡山県倉敷市水江１　イオンモール倉敷　１F

アリー イオンモール直方 福岡県 福岡県直方市湯野原２－１－１　イオンショッピングセンター内

R.O.U 各務原店 岐阜県 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 イオンモール各務原　2階

VIVRE（アンジュ・ドゥ・ブランシュ）  北大路店 京都府 京都府京都市北区小山北上総町49-1　２Ｆ アンジュ・ドゥ・ブランシュ

VIVRE（アンジュ・ドゥ・ブランシュ）  明石店 兵庫県 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り1-3-2　３Ｆ アンジュ・ドゥ・ブランシュ

INCUBE（インキューブ） イオンモール千葉ニュータウン店 千葉県 千葉県印西市中央北3-2　イオンモール千葉ニュータウン 1階

INCUBE（インキューブ） ユニモちはら台店 千葉県 千葉県市原市ちはら台西3-4　ユニモちはら台一階

INCUBE（インキューブ） 八千代緑が丘店 千葉県 千葉県八千代市緑が丘2丁目1-3　イオンモール八千代緑が丘2階

INCUBE（インキューブ） イオンモール草津店 滋賀県 滋賀県草津市新浜町300番　イオンモール草津 2階

INCUBE（インキューブ） 天神店 福岡県 福岡県福岡市中央区天神2丁目11番3号ソラリアステージビルM3F〜5F

INCUBE（インキューブ） サンリブシティ小倉店 福岡県 北九州市小倉南区上葛原2丁目14番1号　サンリブシティ小倉専門店街 1F

INCUBE（インキューブ） パークプレイス大分店 大分県 大分市公園通り西2丁目1番　パークプレイス大分　ガーデンウォーク 2F

INCUBE（インキューブ） イオンモール熊本店 熊本県 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232　イオンモール熊本 1階

VIVRE（エスパリエ）  ワールドポーターズ店 神奈川県 神奈川県横浜市中区新港2-2-1　２Ｆ　エスパリエ

京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店 東京都 東京都多摩市関戸 1-11-1 京王聖蹟桜ヶ丘SC A館4F 美粧品売場

京王アートマン 府中店 東京都 東京都府中市府中町1-2-1 ぷらりと京王府中 2F 美粧品売場

京王アートマン 新百合丘店 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-1-1 新百合丘OPA 5F 美粧品売場

京王アートマン 高幡店 東京都 東京都日野市高幡128-5 京王高幡ＳＣ 3F 美粧品売場

京王アートマン 多摩センター店 東京都 東京都多摩市落合 1-10-1 京王多摩センターSC 2F 美粧品売場

KoKoschka. ピオレ明石店 兵庫県 兵庫県明石市大明石町1-1-23ピオレ明石西館 1F

ココロプラス アル・プラザ富山 富山県 富山県富山市婦中町下轡田165番地の1

ココロプラス アル・プラザ金沢 石川県 石川県金沢市諸江町30番1号

ココロプラス アル・プラザ敦賀 福井県 福井県敦賀市白銀町11番5号

ココロプラス アル・プラザベル 福井県 福井県福井市花堂南2丁目16番1号

ココロプラス アル・プラザ鯖江 福井県 福井県鯖江市下河端町16字下町16番1

ココロプラス アル・プラザアミ 福井県 福井県坂井市春江町随応寺第16号11番地

ココロプラス イオンタウン千種 愛知県 愛知県名古屋市千種区千種2丁目16番13号

ココロプラス アル・プラザ長浜 滋賀県 滋賀県長浜市小堀町450

ココロプラス アル・プラザ八日市 滋賀県 滋賀県東近江市八日市浜野町3番1号

ココロプラス アル・プラザ草津 滋賀県 滋賀県草津市西渋川1丁目23番30号

ココロプラス ビバシティ平和堂 滋賀県 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43番地の1

ココロプラス アル・プラザ守山 滋賀県 滋賀県守山市播磨田町185の1

ココロプラス アル・プラザ水口 滋賀県 滋賀県甲賀市水口町本綾野566番地の1

ココロプラス アル・プラザ醍醐 京都府 京都府京都市伏見区醍醐高畑町1の37

ココロプラス MOMOテラス 京都府 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32番地

ココロプラス アル・プラザ宇治東 京都府 京都府宇治市菟道平町28番地の1

ココロプラス アル・プラザ亀岡 京都府 京都府亀岡市篠町野条上又11番地の1

ココロプラス アル・プラザ京田辺 京都府 京都府京田辺市田辺中央五丁目2番地1

ココロプラス アル・プラザ城陽 京都府 京都府城陽市富野荒見田112番地

ココロプラス エール東舞鶴店 京都府 京都府舞鶴市南浜町27番地5

ココロプラス アル・プラザ高槻 大阪府 大阪府高槻市芥川町1丁目2番C-201号

ココロプラス アル・プラザ香里園 大阪府 大阪府寝屋川市日新町5番5号

ココロプラス アル・プラザ茨木 大阪府 大阪府茨木市上郡2丁目12番8号

ココロプラス アル・プラザ枚方 大阪府 大阪府枚方市津田元町1丁目4番1号

ココロプラス ららぽーと和泉 大阪府 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7

ココロプラス アル・プラザつかしん 兵庫県 兵庫県尼崎市塚口本町4丁目8-1

COSMETICS SYDNEY (コスメティックス シドニー) チェリーⅡ小岩店 東京都 東京都江戸川区南小岩7-24-15

ZAKKA & COSME じゅん TONAMI 富山県 富山県砺波市豊町1丁目16-14

サンミュージック SUNMUSIC長浜店 滋賀県 滋賀県長浜市大辰巳町字樋口37

サンミュージック DELIGHT 彦根店 滋賀県 滋賀県彦根市戸賀町145-2

サンミュージック HYPER BOOKS × DELIGHT駒井沢店滋賀県 滋賀県草津市駒井沢町85

シャンドエルブ シャンドエルブ高崎店 群馬県 群馬県高崎市八島町２２２番地　高崎モントレー４Ｆ

シャンドエルブ シャンドエルブ熊谷店 埼玉県 埼玉県熊谷市筑波２－１１５　アズ熊谷２Ｆ

生活雑貨hana ベル店 福井県 福井県福井市花堂2-16-1 ショッピングシティベル2F

㈱積文館書店 　クエスト小倉本店 福岡県 福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目4-7　1Ｆ

チャーリー ウッディタウン店 兵庫県 兵庫県三田市けやき台1-10-1

チャーリー 沖浜店 徳島県 徳島県徳島市沖浜3-5

チャーリー レインボーロード店 香川県 香川県高松市伏石町2103-10

チャーリー 丸亀店 香川県 香川県丸亀市柞原町408-1

灰吹屋（Beauty5Senses HAIFUKIYA） 溝の口 神奈川県 神奈川県川崎市高津区溝口1-8-4 KMビル1



habita（ハビタ） 光の森店 熊本県 熊本県菊池郡菊陽町光の森７丁目33-1　ゆめタウン光の森１Ｆ

habita（ハビタ） 筑紫野店 福岡県 福岡県筑紫野市立明寺434番地1イオンモール筑紫野内1Ｆ

ピュマージ 八王子オクトーレ 東京都 東京都八王子市旭町9-1　八王子オクトーレ3F

ピュマージ 本厚木ミロード 神奈川県 神奈川県厚木市泉町1-1　本厚木ミロード4F

プリズム カラフルタウン 岐阜県 岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6

文苑堂書店(B＆B house/BB cosme） B&Bハウス本郷 富山県 富山県富山市本郷町52-4

文苑堂書店(B＆B house/BB cosme） B&Bハウススタイル福田 富山県 富山県高岡市福田43文苑堂書店福田本店内

文苑堂書店(B＆B house/BB cosme） B&Bハウス野々市南 石川県 石川県野々市市上林4丁目666

文苑堂書店(B＆B house/BB cosme） BBコスメ射水小杉 富山県 富山県射水市橋下条赤田6街区17

mio mio コレド日本橋店    東京都 東京都中央区日本橋1-4-1　コレド日本橋3F

mio mio イオンモール春日部店 埼玉県 埼玉県春日部市下柳420-1　イオンモール春日部専門店街1階

mio mio プライムツリー赤池店 愛知県 愛知県日進市赤池町箕ノ手1番３階

musée de peau センター北店 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1  ノースポート・モール2F

ミモザ 西神戸 兵庫県 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋117-1

ミモザ 鳥取 鳥取県 鳥取県鳥取市千代水2丁目73

ミモザ イオンモール日吉津 鳥取県 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1　イオンモール日吉津西館1階

ミモザ 岡山大安寺 岡山県 岡山県岡山市北区野殿西町 332-7

ミモザ 東岡山 岡山県 岡山県岡山市中区長岡 462-1

ミモザ 西条 広島県 広島県東広島市西条町西条東1033

ミモザ 新下関 山口県 山口県下関市石原272

ワンズテラス イオンモール白山 石川県 石川県白山市横江町土地区画整理事業施行地区内1街区1番地イオンモール白山1F

Wonder GOO 茂原店 千葉県 千葉県茂原市木崎 2272

Wonder GOO 旭店 千葉県 千葉県旭市二字五郎作 5888-1

Wonder GOO 千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ店 千葉県 千葉県印西市牧の原1-3

Wonder GOO 成東店 千葉県 千葉県山武市成東 486-1

Wonder GOO FCつがる柏店 青森県 青森県つがる市柏上古川幾山359-5

Wonder GOO FC弘前店 青森県 青森県弘前市高田2-1-1

Wonder GOO FC十和田店 青森県 青森県十和田市元町東 1-6-23

Wonder GOO FC大崎古川店 宮城県 宮城県大崎市古川穂波3-4-１

Wonder GOO FC奥州水沢店 岩手県 岩手県奥州市水沢区佐倉河字羽黒田 62-1

Wonder GOO ひたち野うしく店 茨城県 茨城県牛久市ひたち野東5-5-1 

Wonder GOO 守谷店 茨城県 茨城県守谷市松ヶ丘 6-6-4

Wonder GOO 鹿島店 茨城県 茨城県神栖市掘割 3-3-20

Wonder GOO つくば店 茨城県 茨城県つくば市研究学園7-54-1

Wonder GOO ひたちなか店 茨城県 茨城県ひたちなか市中根3325-10

Wonder GOO 那珂店 茨城県 茨城県那珂市菅谷 2431-1

Wonder GOO 足利店 栃木県 栃木県足利市朝倉町255-1

サイト名 備考

DAISY DOLL 公式オンラインストア 7/1発売

MARY QUANT オンラインショップ 7/7発売

ZOZOTOWN 7/15発売

NOIN 7/15発売

LOHACO 7/15発売

マルイ web channel 7/15発売

MAGASEEK 7/15発売

楽天　 7/15発売

Amazon 7/23発売

meeco variety 7月中発売

https://www.amazon.co.jp/

https://meeco.mistore.jp/variety/

https://zozo.jp/shop/maryquant/

https://noin.shop/

https://lohaco.jp/

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/pc/cosme_beauty/

https://www.magaseek.com/corner/cosme/

https://24.rakuten.co.jp/

https://www.mq-onlineshop.com/sp/admitsp/feature/about/daisydoll?ddof

※上記のほかに未掲載の取扱店舗がある場合や、店舗では品切れの場合もございます。お買い求めの際は、あらかじめ各店舗にお問い合わせくださいませ。

※全国のMARY QUANTショップではお取り扱いしていません。
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