
関 東 

 

東 京 

shop in アトレ恵比寿店 

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-5-5 アトレ恵比寿 5F 

03-5475-8393 

 

shop in ビーンズ阿佐ヶ谷店 

〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南 3-58-1 ビーンズ阿佐ヶ谷 

03-5327-3778 

 

shop in セレオ国分寺店 

〒185-0021 東京都国分寺市南町 3-20-3 セレオ国分寺 3F 

042-327-1066 

 

 

 

 



群 馬 

アミング前橋駅南店 

〒371-0805 群馬県前橋市南町 1 丁目 11 番 1 号 

027-260-8600 

 

アミング高崎飯塚店 

〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町 143 番地 1 

027-370-3320 

 

アミング高崎上中居店 

〒370-0851 群馬県高崎市上中居町 1762 

027-350-9292 

 

栃 木 

アミング鶴田店 

〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町 855 

028-678-6462 

 



アミング小山城南店 

〒323-0829 栃木県小山市東城南 4 丁目 1 番 8 号 

0285-31-4006 

 

アミング陽東店 

〒321-0904 栃木県宇都宮市陽東 6 丁目 6 番 6 号 

028-613-4001 

 

中 部 

 

新 潟 

アミング上越店 

〒942-0063 新潟県上越市下門前 1642 

025-520-8121 

 

 

 

 



アミング燕三条店 

〒959-1232 新潟県燕市井土巻 2 丁目 48 番地 

0256-61-0050 

 

アミング長岡店 

〒940-2106 新潟県長岡市古正寺 3 丁目 70 番地 

0258-25-8670 

 

アミング牡丹山店 

〒950-0872 新潟県新潟市東区牡丹山１丁目 24 番 5 号 

025-272-0011 

 

アミング亀貝店 

〒950-2033 新潟県新潟市西区亀貝字前田 1418 番地 

025-378-0106 

 

 

 



アミング新潟店 

〒950-0992 新潟県新潟市中央区上所上 2 丁目 2 番 23 号 

025-280-1150 

 

富 山 

アミング高岡店 

〒933-0874 富山県高岡市京田 445 番地 

0766-54-0700 

 

アミング藤の木店 

〒930-0952 富山県富山市町村 2 丁目 73 番地 

076-493-7350 

 

アミング婦中店 

〒939-2719 富山県富山市婦中町西ケ丘 474 番地 1 

076-466-0700 

 

 



石 川 

アミング小松店 

〒923-0861 石川県小松市沖町 517 番地 

0761-58-0204 

 

アミング松任店 

〒924-0817 石川県白山市幸明町 145 番地 

076-274-6321 

 

アミング高尾店 

〒921-8162 石川県金沢市三馬１丁目 373 番地 

076-280-7266 

 

アミング モンファヴォリ 

〒920-0842 石川県金沢市元町 2 丁目 10 番 23 号 

076-251-7100 

 

 



アミング金沢ベイ店 

〒920-0333 石川県金沢市無量寺 4 丁目 112 番地 1 

076-266-3022 

 

長 野 

アベニュー岡谷店 

〒394-0022 長野県岡谷市銀座１－１－５ レイクウォーク岡谷３F３０５ 

0266-75-5863 

 

アベニュー伊那店 

〒399-4431 長野県伊那市西春近上島 2337-1 

0265-76-8910 

 

アベニュー飯田店 

〒395-0804 長野県飯田市鼎名古熊 2028-1 

 0265-52-3381 

 

 



アベニュー佐久店 

〒385-0022 長野県佐久市岩村田 1777-1 

 0267-65-7702 

 

アミング長野南高田店 

〒381-0033 長野県長野市南高田 1 丁目 16 番地 5 号 

026-217-1210 

 

アミング稲里中央店 

〒381-2217 長野県長野市稲里町中央 2 丁目 18 番 6 号 

026-286-6800 

 

愛 知 

アミング尾張旭店 

〒488-0066 愛知県尾張旭市尾張旭北原山土地区画整理事業地内第 113 街区 1 

0561-54-0850 

 

 



アミング天白店 

〒468-0043 愛知県名古屋市天白区菅田 2 丁目 901 番地 

052-715-8822 

 

アミング大高店 

〒459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高 3 丁目 1605 番地 

052-829-1170 

 

アミング藤が丘店 

〒480-1161 愛知県長久手市荒田 1 番 22 

0561-64-3400 

 

福 井 

アミング若杉店 

〒918-8055 福井県福井市若杉 4 丁目 810 

0776-36-2122 

 

 



アミング高柳店 

〒910-0837 福井県福井市高柳 1 丁目 511 番地 

0776-57-7750 

 

近 畿 

 

京 都 

 

shop in 京都ザ・キューブ店 

〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町 901 京都駅ビル 

The CUBE B2F 

075-365-8628 

 

shop in 河原町オーパ店 

〒604-8505 京都府京都市中京区河原町通 四条上る 河原町 OPA3F 

075-255-8141 

 

 



アミング松井山手店 

〒610-0356 京都府京田辺市山手中央 3-2 BRANCH 松井山手内 

0774-66-3820 

 

大 阪 

shop in クレームエルージュ阪急三番街店 

〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田 1-1-3 阪急三番街北館 1F  

06-6292-7415 

 

shop in くずはモール店 

〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町 15-1 KUZUHA MALL 本館ハナノモール

2F 

072-864-5767 

 

shop in ルクア イーレ店 

〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田 3-1-3 ルクア イーレ 6F 

06-6151-1461 

 



shop in 天王寺ミオ店 

〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町 10-39 天王寺 MIO7F 

06-6770-1172 

 

shop in なんばマルイ店 

〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波 3-8-9 なんばマルイ B1F 

06-7633-7932 

 

shop in なんばウォーク店 

〒542-0074 大阪府大阪市中央区難波１丁目虹のまち３－８号 なんばウォーク

二番街 

06-6484-2556 

 

shop in 心斎橋オーパ店 

〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋 1-4-3 OPA B2F 

06-6258-3907 

 

 



shop in 天満橋京阪シティモール店 

〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町 1－1 KEIHAN CITY MALL B1F 

06-4790-6201 

 

shop in 淀屋橋 odona 店 

〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-1-1 淀屋橋 odona B1F 

06-6221-2977 

 

shop in 京橋京阪モール店 

〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町 2-1-38 京阪モール 3F  

06-6356-3408 

 

shop in ディアモール大阪店 

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1 丁目 ディアモール内  

06-6348-4634 

 

 

 



shop in 梅田エスト店 

〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町 3-25 

06-6221-2977 

 

兵 庫 

shop in ららぽーと甲子園店 

〒663-8178 兵庫県西宮市甲子園八番町 1-100 ららぽーと甲子園 1F 

0798-81-6802 

 

shop in 川西モザイクボックス店 

〒666-0033 兵庫県川西市栄町 11-1 モザイクボックス 2F 

072-740-2544 

 

ミモザ西神戸店 

〒651-2144 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋 117-1 

078-940-6200 

 

 



アンジュドブランシュ 明石店 

〒674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り 1-3-2 明石ビブレ 3F 

078-934-2411 

 

ドラッグストアチャーリー ウッディタウン店 

〒669-1321 兵庫県三田市けやき台 1-10-1 

079-561-2220 

 

セサミ三田店 

〒669-1321 兵庫県三田市けやき台 1-6-2 イオン三田ウッディタウン２階 

079-563-2772 

 

滋 賀 

アミング栗東店 

〒520-3035 滋賀県栗東市霊仙寺 5-2-20 

077-599-3136 

 

 



アミング大津瀬田店 

〒520-2134 滋賀県大津市瀬田 1-1000 

077-548-7730 

 

中四国 

 

岡 山 

shop in 岡山一番街店 

〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町 1 地下 5 

086-232-1060 

 

ミモザ岡山大安寺店 

〒700-0066 岡山市北区野殿西町 332-7 

086-259-2525 

 

 

 

 



ミモザ東岡山店 

〒703-8221 岡山市中区長岡 462-1 

086-201-5025 

 

鳥 取 

ミモザ鳥取店 

〒680-0911 鳥取市千代水 2 丁目 73 

0857-30-2323 

 

山 口 

ミモザ新下関店 

〒751-0886 山口県下関市石原 272 

083-242-0085 

 

 

 

 

 



徳 島 

ドラッグストアチャーリー 沖浜店 

〒770-8052 徳島県徳島市沖浜 3-5 

088-655-3211 

 

香 川 

ドラッグストアチャーリー レインボーロード店 

〒761-8071 香川県高松市伏石町 2103-10 

087-867-8831 

 

ドラッグストアチャーリー 丸亀店 

〒767-0073 香川県丸亀市柞原町 408-1 

0877-21-5000 

 

 

 

 

 



愛 媛 

ナカヌキヤ松山銀天街店 

〒790-0012 松山市湊町 3 丁目 4-14 

089-987-6365 

 

沖 縄 

 

東急ハンズ 宜野湾コンベンションシティ店 

〒901-2227  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 

098-897-3377 

 

東急ハンズ 那覇メインプレイス店 

〒900-0006  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 

098-951-3510 

 

 



東急ハンズ サンエー浦添西海岸 PARCO CITY 店 

〒901-2123  沖縄県浦添市西洲３丁目１番１サンエー浦添西海岸 PARCO 

CITY 1 階 

 098-871-1100 


