【ホワイトニングプラジェリー 全国取扱店舗】

2018年6月現在

北海道・東北・北陸
店舗名
北海道

宮城県
石川県

東急ハンズ札幌店
札幌ロフト
アットコスメストア TSUTAYA札幌美しが丘店
東急ハンズ仙台店
仙台ロフト

郵便番号
〒
〒
〒
〒
〒

東急ハンズ金沢店

060-0061
060-0005
004-0813
980-0021
980-0021
〒
920-0961

住所
北海道札幌市中央区北4条西2丁目 さっぽろ東急百貨店8・9階
北海道札幌市中央区北5条西2丁目 エスタ6階
北海道札幌市清田区美しが丘3条4丁目1番10号
宮城県仙台市青葉区中央1-1-1エスパル仙台東館4F
宮城県仙台市青葉区中央1-10-10 2階
石川県金沢市香林坊2-1-1香林坊東急スクエアGF

電話番号
011-218-6111
011-207-6210
01-1886-5022
022-791-0109
022-224-6210
076-221-0109

関東・甲信越
店舗名
茨城県

Cole Colle守谷店
petit*colle 下館店

埼玉県

東急ハンズ大宮店
東急ハンズららぽーと富士見店
新三郷ロフト

千葉県

東急ハンズ千葉店
千葉ロフト

東京都

東急ハンズららぽーと船橋店
東急ハンズ柏店
アリーイオンモール成田店
東急ハンズ東京店
miomio コレド日本橋店
東急ハンズ銀座店
銀座ロフト
メイクアップソリューション新宿店
東急ハンズ新宿店
東急ハンズ渋谷店
PLAZA アトレ恵比寿店
アットコスメストア ルミネ池袋店
東急ハンズ池袋店
PLAZA ルミネ池袋店
アットコスメストア 上野マルイ店
東急ハンズ北千住店
miomio アルカキット錦糸町店
東急ハンズららぽーと豊洲店
二子玉川ロフト
立川ロフト
東急ハンズららぽーと立川立飛店
吉祥寺ロフト
東急ハンズ 国分寺店
京王アートマン聖跡桜ケ丘店
東急ハンズ 町田店
町田ロフト
アットコスメストア 町田マルイ店

神奈川県 東急ハンズ横浜店
アンジュドゥブランシュ ワールドポーターズ店
東急ハンズららぽーと横浜店
東急ハンズアトレ川崎店
東急ハンズ川崎ダイス店
川崎ロフト
アットコスメストア マルイファミリー溝口店
長野県

東急ハンズららぽーと湘南平塚店
東急ハンズ長野店

郵便番号
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒

302-0127
308-0052
330-0854
354-8560
341-0009
260-0031
260-0028
273-8530
277-0850
286-0029
100-6701
103-0027
104-0061
104-0062
160-8001
151-8580
150-0042
150-0022
171-0021
170-0013
171-0021
110-8502
120-8501
130-0013
135-0061
158-0094
190-0012
190-0015
180-0004
185-0012
206-0011
194-0013
194-0013
194-0013
220-8533
231-0001
224-0053
210-0007
210-0007
212-8576
213-0001
254-0031
380-0823

住所
茨城県守谷市松ｹ丘6-6-4 WonderGoo守谷店内
茨城県筑西市菅谷1513
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3DOMショッピングセンター 4・5F
埼玉県富士見市山室1-1313 2F
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
千葉県千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉6F
千葉県千葉市中央区新町1000 そごう千葉店 8階
千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY北館1F
千葉県柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモール S館専門店7・8F
千葉県成田市ウイング土屋24 イオンモール成田内320
東京都千代田区丸の内1-9-1大丸東京店8～10Ｆ
東京都中央区日本橋1-4-1 コレド日本橋 3F
東京都中央区銀座2-2-14マロニエゲート銀座1 5～9F
東京都中央区銀座2-4-6 銀座ベルビア 3階
東京都新宿区西新宿１-１-3 小田急百貨店 新宿店本館2F
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2タイムズスクエアビル2～8F
東京都渋谷区宇田川町12-18
東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿 5F
東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋 7F
東京都豊島区東池袋1-28-10
東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋店 5F
東京都台東区上野6-15-1 上野マルイ店 B1F
東京都足立区千住3-92北千住マルイ7F
東京都墨田区錦糸2-2-1 アルカキット錦糸町 2F
東京都江東区豊洲2-4-9アーバンドック ららぽーと豊洲1F
東京都世田谷区玉川2-23-1二子玉川ライズDogwoodPlaza 5階
東京都立川市曙町2-7-17 2階
東京都立川市泉町935-1ららぽーと立川立飛3F
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1 1階
東京都国分寺市本町3-1-1ミーツ国分寺4F
東京都多摩市関戸1-11-1京王聖蹟桜ヶ丘SC A館4F
東京都町田市原町田6-4-1町田東急ツインズ イースト6･7F
東京都町田市原町田6-2-6 町田モディ5階
東京都町田市原町田6-1-6 町田マルイ 3F
神奈川県横浜市西区南幸1-3-1横浜モアーズ5～7階
神奈川県横浜市中区新港２丁目２－１ 2F
神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1ららぽーと横浜2F
神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1アトレ川崎4F
神奈川県川崎市川崎区駅前本町8ダイス5F
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎PlazaEast3階
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 5F
神奈川県平塚市天沼10-1三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚 1階
長野県長野市南千歳1-22-6MIDORI長野4F

電話番号
0297-21-1090
0296-22-2420
048-640-7111
049-275-1109
048-950-6210
043-308-0109
043-248-6210
047-436-6611
04-7141-6111
0476-23-8420
03-5220-7109
03-3516-6442
03-3538-0109
03-3562-6210
03-3344-0026
03-5361-3111
03-5489-5111
03-5475-8344
03-5928-5770
03-3980-6111
03-5957-0211
03-5817-7028
03-5284-6111
03-5819-3092
03-5547-0109
03-5716-6210
042-529-6210
042-540-6121
0422-23-6210
042-300-1109
042-337-2555
042-728-2511
042-726-6210
042-710-7817
045-320-0109
045-212-0068
045-929-0109
044-221-0109
044-230-0109
044-556-6210
03-5728-5833
0463-25-5050
026-268-0109

【ホワイトニングプラジェリー 全国取扱店舗】

2018年6月現在

東海・近畿
店舗名
静岡県
愛知県

東急ハンズ静岡店
アンジュドゥブランシュ 名古屋ワンダーシティ店
アットコスメストア 名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール店
アマノ メイチカ店
アマノ JR名駅中央店
東急ハンズ名古屋店
東急ハンズANNEX店
シャンドエルブ豊田店

三重県
滋賀県
京都府

奈良県
大阪府

東急ハンズ桑名店
アレックスコンフォート ピエリ守山店
アンジュドゥブランシュ 北大路店
ジェイアール京都伊勢丹1Fスキンケア・ヘアケア
ショップイン京都ザ・キューブ店
東急ハンズ京都店
東急ハンズ奈良店
東急ハンズ梅田店
梅田ロフト
アレックスコンフォート NU茶屋町プラス店
ショップイン ディアモール大阪店
エピソード 新大阪 東改札前店
東急ハンズ心斎橋店
なんばロフト
アットコスメストア TSUTAYA EBISUBASHI店
東急ハンズあべのキューズモール店
あべのロフト
東急ハンズ江坂店
千里バンパクロフト
アンジュドゥブランシュ 茨木店
チャーリー いこらも～る泉佐野店

兵庫県

東急ハンズ三宮店
神戸ロフト
チャーリー サザンモール六甲店
アレックスコンフォート ブランチ神戸学園都市
アレックスコンフォート 神戸北
東急ハンズ姫路店
東急ハンズあまがさきキューズモール店
アンジュドゥブランシュ 明石店
西宮ロフト
チャーリー ウッディタウン店

郵便番号
〒
420-8508
〒 452-0817
〒 450-6605
〒 450-0002
〒 450-0002
〒 450-6003
〒 460-0003
〒 471-0026
〒 511-0863
〒 524-0101
〒 603-8142
〒 600-8555
〒 600-8175
〒 600-8008
〒 631-0821
〒 530-8202
〒 530-0013
〒 530-0013
〒 530-0001
〒 532-0011
〒 542-0081
〒 542-0075
〒 542-0071
〒 545-0052
〒 545-0052
〒 564-0051
〒 565-0826
〒 567-0033
〒 598-0062
〒 650-0011
〒 651-0088
〒 657-0864
〒 655-0009
〒 651-1313
〒 670-0927
〒 661-0976
〒 674-0068
〒 663-8204
〒 669-1321

住所
静岡県静岡市葵区鷹匠1-1-1新静岡セノバ３F
愛知県名古屋市西区二方町４０－２２６ ｍｏｚｏワンダーシティ内２Ｆ
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 5F
名古屋市中村区名駅3丁目14番15号先 メイチカ地下街
名古屋市中村区名駅1丁目1番4号 ＪＲ名古屋駅構内
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～11F(JR名古屋駅直結)
愛知県名古屋市中区錦3-5-4
愛知県豊田市若宮町1-57-1 T-FACE-B館 1F
三重県桑名市新西方1-22イオンモール桑名 一番街 3F
滋賀県守山市今浜町2620-5 ピエリ守山1F
京都府京都市北区小山北上総町49-1 北大路ビブレ2F
京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 1F
京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町901番地 京都駅ビルThe CUBE B2F
京都府京都市下京区四条烏丸東入長刀鉾町27番地大丸京都店周辺店舗
奈良県奈良市西大寺東町2-4-1近鉄百貨店奈良店5F
大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸梅田店内 10～12F
大阪府大阪市北区茶屋町16-7 2階
大阪府大阪市北区茶屋町8-26 NU茶屋町プラス2F
大阪府大阪市北区梅田1丁目 ディアモール内
大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1 JR新大阪駅構内
大阪府大阪市中央区南船場3-4-12
大阪府大阪市中央区難波千日前12-22 難波センタービル 3階
大阪府大阪市中央区道頓堀1-8-19 TSUTAYA EBISUBASHI 3階
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
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 あべのand1階
大阪府吹田市豊津町9-40
大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY店1階
大阪府茨木市松ケ本町8番30号イオンモール茨木2F
大阪府泉佐野市下瓦屋2丁目2−77 いこらも～る泉佐野2F
兵庫県神戸市中央区下山手通2-10-1
兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 そごう神戸店新館2階
兵庫県神戸市灘区新在家南町1-2-2 サザンモール六甲セカンドストリート2F
兵庫県神戸市垂水区小束山手2-2-1
兵庫県神戸市北区有野中町2-9-12
兵庫県姫路市駅前町188-1ピオレ姫路 ピオレ1 5F
兵庫県尼崎市潮江1-3-1あまがさきキューズモール2F
兵庫県明石市大久保町ゆりのき通1-3-2 明石ビブレ3F
兵庫県西宮市高松町14-2 阪急西宮ガーデンズ2階
兵庫県三田市けやき台1-10-1

電話番号
054-266-9311
052-505-0015
052-566-6524
052-589-1855
052-589-1855
052-566-0109
052-953-2811
0565-63-5241
0594-23-0109
077-584-4450
075-491-8869
075-352-1111(大代表)
075-365-8628
075-254-3109
0742-30-3005
06-6347-7188
06-6359-0111
06-4256-8301
06-6348-4634
06-6302-9300
06-6243-3111
06-6631-6210
06-6214-6565
06-6645-0109
06-6625-6210
06-6338-6161
06-4864-6210
0726-45-3131
072-464-2121
078-321-6161
078-272-6254
078-841-2600
078-793-2333
078-984-3901
079-223-5001
06-6491-1090
078－936-1996
0798-68-6210
079-561-2220

中国・四国
店舗名
島根県
岡山県
広島県

徳島県

ゆめタウン出雲 アフルール
東急ハンズ岡山店
東急ハンズ広島店
広島ロフト
ゆめタウン広島 アフルール
ゆめタウン呉 アフルール
チャーリー 沖浜店
チャーリー 佐古店
チャーリー 小松島店
チャーリー 阿南店
チャーリー 鴨島店
ゆめタウン徳島 アフルール
チャーリー 藍住店

香川県

ゆめタウン高松 アフルール
アレックスコンフォート 高松丸亀グリーン店
チャーリー レインボーロード店
チャーリー 丸亀店

愛媛県

東急ハンズ松山店

郵便番号
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒
〒

693-0063
700-0907
730-0013
730-8501
734-0007
737-0029
770-8052
770-0028
773-0022
774-0045
776-0010
771-1202
771-1220
761-8072
760-0029
761-8071
763-0073
〒
790-8587

住所
島根県出雲市大塚町650-1 1F
岡山県岡山市北区下石井1丁目2番1号イオンモール岡山4F
広島県広島市中区八丁堀16-10
広島県広島市中区基町6-27 そごう広島店新館 8階
広島県広島市南区皆実町2-8-17 1F
広島県呉市宝町5-10 3F
徳島県徳島市沖浜3-5
徳島市佐古八番町1-1
徳島県小松島市大林町字宮ノ本100-1
徳島県阿南市宝田町川原20-1
徳島県吉野川市鴨島町鴨島本郷151-1
徳島県板野郡藍住町奥野東中須88-1 1F
徳島県板野郡藍住町東中富字朏傍示42-1
香川県高松市三条町608-1 東館2F
香川県高松市丸亀町7番地16 丸亀町グリーン西館2F
香川県高松市伏石町2103-10
香川県丸亀市柞原町408-1
愛媛県松山市湊町5-1-1いよてつ髙島屋本館7階

電話番号
0853-24-0080
086-801-0109
082-228-3011
082-512-7590
082-252-8000
082-252-8000
088-655-3211
088-611-5801
0885-37-3933
0884-23-2811
0883-22-0121
088-693-0123
088-693-0301
087-869-7500
087-811-2206
087-867-8831
0877-21-5000
089-946-0109

九州・沖縄
店舗名
福岡県

小倉ロフト
ゆめタウン博多 アフルール
東急ハンズ博多店
天神ロフト

佐賀県
長崎県

ゆめタウン久留米 アフルール
ゆめタウン佐賀 アフルール
ゆめタウン夢彩都 アフルール

東急ハンズ長崎店
東急ハンズ熊本店
ゆめタウン光の森 アフルール
大分県 東急ハンズ大分店
鹿児島県 東急ハンズ鹿児島店
鹿児島ロフト
沖縄県 ヴァインドラッグ メインプレイス店
東急ハンズ那覇メインプレイス店
ヴァインドラッグ 末吉店
ヴァインドラッグ 大山店
熊本県

東急ハンズ宜野湾コンベンションシティ店
ヴァインドラッグ 西原店
ヴァインドラッグ あがりはま店
ヴァインドラッグ つかざん店

郵便番号
802-0002
〒
812-0055
〒
〒
812-0012
810-0004
〒
839-0865
〒
849-0919
〒
850-0035
〒
〒
850-0058
〒
860-0808
869-1108
〒
〒
870-0831
〒
890-0053
892-0826
〒
900-0006
〒
〒
900-0006
903-0801
〒
901-2223
〒
〒
901-2227
903-0102
〒
901-1304
〒
901-1117
〒

住所
福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1 コレット 6階
福岡県福岡市東区東浜1-1-1 1F
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1JR博多シティ1～5F
福岡県福岡市中央区渡辺通4-9-25 2階
福岡県久留米市新合川1-2-1 1F
佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1
長崎県長崎市元船町10-1
長崎県長崎市尾上町1-1アミュプラザ長崎4F
熊本県熊本市中央区手取本町6-1鶴屋百貨店 東館6F
熊本県菊池郡菊陽町光の森7-33 1F
大分県大分市要町1-14アミュプラザおおいた 3Ｆ
鹿児島県鹿児島市中央町1番地1アミュプラザ鹿児島プレミアム館4～6階
鹿児島県鹿児島市呉服町6-5 マルヤガーデンズ 3階
沖縄県那覇市おもろまち4-4-9ｻﾝｴｰ那覇ﾒｲﾝﾌﾟﾚｲｽ内
沖縄県那覇市おもろまち4-4-9サンエー那覇メインプレイス1F
沖縄県那覇市首里末吉町4-1-1
沖縄県宜野湾市大山7-1-2 ｻﾝｴｰ大山ｼﾃｨ
沖縄県宜野湾市字宇地泊558-10宜野湾コンベンションシティ1F
沖縄県西原町嘉手苅130ｻﾝｴｰ西原ｼﾃｨ内
沖縄県与那原町東浜68-1-2
沖縄県南風原町津嘉山1471-2ｻﾝｴｰつかざんｼﾃｨ内

電話番号
093-521-6210
092-641-7111
092-481-3109
092-724-6210
0942-45-7100
0952-33-3100
095-823-3131
095-816-0109
096-351-0109
096-233-2211
097-533-0109
099-250-0109
099-239-6210
098-951-3313
098-951-3510
098-835-5577
098-898-7222
098-897-3377
098-946-7401
098-987-5534
098-888-6122

