
 ＜北の快適工房 二十年牛奶泡洗面乳 販售門市＞ 【依銷售情況可能會產生缺貨情形，敬請諒解】

店舗 URL 住所

國民藥妝狸小路店
http://www.kokumin.co.jp/store/hokkaido/%E3%82%B3%E3%82%AF%E3%8
3%9F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B0%E7%8B%B
8%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E5%BA%97-2.html

〒060-0063 札幌市中央区南3条西3-14

札幌藥妝　西宮の沢4条店 https://satudora.jp/shop/nishimiyanosawa4jo/ 〒006-0004　札幌市手稲区西宮の沢4条2丁目4番1号

札幌藥妝　伏古10条店 https://satudora.jp/shop/fushiko10jo/ 〒007-0870　札幌市東区伏古10条5丁目2番7号

札幌藥妝　函館五稜郭店 https://satudora.jp/shop/hakodategoryoukaku/ 〒040-0001　函館市五稜郭町29番18号

Cocokara　函館本町店
http://www.cocokarafine.co.jp/healthcare/store/shop_detail.php?id=143
2

〒040-0011 北海道函館市本町25番13号　五稜郭ビル１階

TSURUHA鶴羽藥妝函館松風店 http://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1180 〒040-0035 函館市松風町12番6号

札幌藥妝　函館金森倉庫店 https://satudora.jp/shop/kanamorisouko/ 〒040-0065　函館市豊川町11番6号

札幌藥妝　函館ベイ店 https://satudora.jp/shop/hakodatebey/ 〒040-0065　函館市豊川町12番12号

札幌藥妝　函館三原店 https://satudora.jp/shop/hakodatemihara/ 〒041-0806　函館市美原3丁目13番22号

札幌藥妝　函館空港店 https://satudora.jp/shop/hakodatekukou/ 〒042-0952　函館市高松町511番地　函館空港内

TSURUHA鶴羽藥妝倶知安南店 http://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=458 〒044-0036  北海道虻田郡倶知安町南6条西1丁目15-5

札幌藥妝　ニセコひらふ店 https://satudora.jp/shop/nisekohirahu/ 〒044-0088　北海道虻田郡倶知安町字山田１８８－９　Hirafu188 １階

Cocokara　ウイングベイ店
http://www.cocokarafine.co.jp/healthcare/store/shop_detail.php?id=141
4

〒047-0008 北海道小樽市築港11番5号　ウイングベイ小樽５番街１階

札幌藥妝 小樽運河通店 https://satudora.jp/shop/otaruungadori/ 〒047-0027　小樽市堺町5番1号

Cocokara　都通り店
http://www.cocokarafine.co.jp/healthcare/store/shop_detail.php?id=141
2

〒047-0032 北海道小樽市稲穂2丁目15番8号

TSURUHA鶴羽藥妝洞爺湖温泉店 http://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1750 〒049-5721  北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉45

TSURUHA鶴羽藥妝洞爺湖温泉東店 http://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1838 〒049-5721  北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉70-12

札幌藥妝　洞爺湖温泉店 https://satudora.jp/shop/touyakoonsen/ 〒049-5721　虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉61-1

TSURUHA鶴羽藥妝室蘭中島店 http://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=609 〒050-0074  室蘭市中島町3丁目27番5

TSURUHA鶴羽藥妝苫小牧王子店 http://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=737 〒053-0022  苫小牧市表町4丁目3-23

MEGA驚安殿堂DonQuijote苫小牧店
http://www.donki.com/store/shop_detail.php?add=1&shop_id=236&pref=
1&area=

〒053-0033 苫小牧市木場町1-6-1

札幌藥妝　登別温泉1号店 https://satudora.jp/shop/noboribetsuonsen01/ 〒059-0551　登別市登別温泉町50番地3　大黒屋プラザビル1階

札幌藥妝　登別温泉2号店 https://satudora.jp/shop/noboribetsuonsen02/ 〒059-0551　登別市登別温泉町72番地

札幌藥妝　札幌ファクトリー店 https://satudora.jp/shop/factory/ 〒060-0031 札幌市中央区北1条東4-8-1 サッポロファクトリー フロンティア館2階

AINZ＆TULPE藥妝　ル・トロワ店 https://ainz-tulpe.jp/shop/shop.html?id=87 〒060-0042 札幌市中央区大通西1丁目13番地　ル・トロワB2F～2F

國民藥妝オーロラ店
http://www.kokumin.co.jp/store/hokkaido/%ef%bd%8b%ef%bd%8f%ef%bd%8
b%ef%bd%95%ef%bd%8d%ef%bd%89%ef%bd%8e%e6%9c%ad%e5%b9%8c%e3%82
%aa%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%83%a9%e5%ba%97-2.html

〒060-0042 札幌市中央区大通西1丁目5-5 オーロラタウンA-26

國民藥妝札幌地下店
https://www.kokumin.co.jp/store/hokkaido/%ef%bd%8b%ef%bd%8f%ef%bd%
8b%ef%bd%95%ef%bd%8d%ef%bd%89%ef%bd%8e%e6%9c%ad%e5%b9%8c%e5%9
c%b0%e4%b8%8b%e5%ba%97-2.html

〒060-0042 札幌市中央区大通西2丁目 札幌地下街オーロラタウン内

松本清　札幌南1条店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/15106780/ 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西3-8

TSURUHA鶴羽藥妝南1条店 http://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1624 〒060-0061 札幌市中央区南1条西4丁目20-1

松本清　札幌狸小路店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/15106789/ 〒060-0062　北海道札幌市中央区南2条西3-1-5

驚安殿堂狸小路店 http://www.donki.com/store/shop_detail.php?shop_id=467 〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西4-2-11

札幌藥妝　狸小路大王ビル店 https://satudora.jp/shop/tanukikojidaiou/ 〒060-0062　北海道札幌市中央区南2条西5丁目23番1号

國民藥妝狸小路5丁目店

http://www.kokumin.co.jp/store/hokkaido/%E3%82%B3%E3%82%AF%E3%8
3%9F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B0%E3%80%8
0%E7%8B%B8%E5%B0%8F%E8%B7%AF%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE
%E5%BA%97.html

〒060-0062北海道札幌市中央区南２条西５丁目１３番６４号

松本清　札幌狸小路Part２店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/15106911/ 〒060-0063　北海道札幌市中央区南２条西３丁目13-1
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店舗 URL 住所

Cocokara　狸小路店
http://www.cocokarafine.co.jp/healthcare/store/shop_detail.php?id=143
7

〒060-0063 北海道札幌市中央区南３条西1丁目3番地4

クレア（格莱亚）狸薬粧店 http://www.jog-shop.com/20150214164438.html 〒060-0063 札幌市中央区南3条西2丁目10-4 リバティタワービル1F・2F

國民藥妝狸小路西店
http://www.kokumin.co.jp/store/hokkaido/%E3%82%B3%E3%82%AF%E3%8
3%9F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B0%E3%80%8
0%E7%8B%B8%E5%B0%8F%E8%B7%AF%E8%A5%BF%E5%BA%97.html

〒060-0063 札幌市中央区南3条西3丁目17番地10

札幌藥妝　 狸小路4丁目店 https://satudora.jp/shop/tanukikoji4chome/ 〒060-0063　札幌市中央区南3条西4丁目20番地

札幌藥妝　狸小路5丁目店 https://satudora.jp/shop/tanukikoji5chome/ 〒060-0063 札幌市中央区南3条西5丁目14番地

札幌藥妝　狸小路6丁目店 https://satudora.jp/shop/tanukikouji6chome/ 〒060-0063　札幌市中央区南3条西6丁目3番3号 ジャラン狸小路1F

AINZ＆TULPE藥妝　札幌パセオ店 https://ainz-tulpe.jp/shop/shop.html?id=54 〒060-0806 北海道札幌市北区北6条西2丁目1-7　パセオイースト1F

札幌藥妝　クレアーレパセオ西店 https://satudora.jp/shop/paseonishi/ 〒060-0806 札幌市北区北6条西4丁目1-1　JR TOWER PASEO WEST- 1階 No-13

札幌藥妝　インターヴィレッジ大曲店 https://satudora.jp/shop/oomagari/ 〒061-1270　北広島市大曲幸町6丁目1番地 インターヴィレッジ大曲 Pecora Plaza内

TSURUHA鶴羽藥妝北広島大曲店 http://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1281 〒061-1278  北広島市大曲幸町7丁目1-3

松本清 OUTLET 三井アウトレットパー
ク 札幌北広島店

http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/15106858/ 〒061-1278  北海道北広島市大曲幸町3-7-6

札幌藥妝　豊平3条店 https://satudora.jp/shop/toyohira3jo/ 〒062-0903　札幌市豊平区豊平3条2丁目1番35号

TSURUHA鶴羽藥妝すすきの店 http://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1755 〒064-0804  北海道札幌市中央区南4条西5丁目8-8 アイビル4・5 1階

AINZ＆TULPE藥妝   ススキノラフィラ店 https://ainz-tulpe.jp/shop/shop.html?id=8 〒064-0804 札幌市中央区南４条西４丁目１番ススキノ ラフィラ1階

TSURUHA鶴羽藥妝南8条店 http://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1409 〒064-0808  札幌市中央区南８条西７丁目1037-27

TSURUHA鶴羽藥妝南22条店 http://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=381 〒064-0922  北海道札幌市中央区南22条西10丁目5-1

TSURUHA鶴羽藥妝元町店 http://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=3 〒065-0024  札幌市東区北24条東20丁目1-21

TSURUHA鶴羽藥妝新千歳空港店 http://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1236 〒066-0012 千歳市美々987 新千歳空港ターミナルビル連絡施設3階内 (国際ターミナル)

AINZ＆TULPE藥妝 新千歳空港店 https://ainz-tulpe.jp/shop/shop.html?id=88 〒066-0012 千歳市美々新千歳空港内国際線旅客ターミナル４階

札幌藥妝　千歳レラ店 https://satudora.jp/shop/chitoserera/ 〒066-0035　千歳市柏台南１丁目2番-1号　千歳アウトレットモール・レラ155区画

TSURUHA鶴羽藥妝旭川買物公園通店 http://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1663 〒070-0031 旭川市1条通7丁目152番地2-2

札幌藥妝　旭川４条通店 https://satudora.jp/shop/asahikawa4jodori/ 〒070-0034　旭川市4条通10丁目2189番1

札幌藥妝　旭川空港店 https://satudora.jp/shop/asahikawakuukou/ 〒071-1562　上川郡東神楽町東2線16号98番地　旭川空港ターミナル2階

札幌藥妝　富良野店 http://www.sapporo-drug.co.jp/hansoku/info/dohoku/108.html 〒076-0022　富良野市若葉町12番1号

札幌藥妝　阿寒湖温泉店 https://satudora.jp/shop/akankoonsen/ 〒085-0467　釧路市阿寒湖町阿寒湖温泉4丁目5番7号湖畔ビル1F

TSURUHA鶴羽藥妝阿寒湖温泉店 http://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1770 〒085-0467  北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉1丁目４

札幌藥妝　斜里店 https://satudora.jp/shop/shari/ 〒099-4141 斜里郡斜里町字豊倉51番5

AINZ＆TULPE藥妝 東京駅店 https://ainz-tulpe.jp/shop/shop.html?id=31 〒100-0005 千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街1F

松本清 有楽町イトシアプラザ店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/prt/10001515/ 〒100-0006　東京都千代田区有楽町2-7-1

松本清　アキバ店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001374/ 〒101-0021　東京都千代田区外神田1-4-13

松本清 末広町店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001584/ 〒101-0021　東京都千代田区外神田3-16-15

松本清　銀座５ｔｈ店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10000600/ 〒104-0061　東京都中央区銀座5-5-1

松本清 六本木店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10000440/ 〒106-0032　東京都港区六本木6-1-26

松本清 ウイング高輪店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/50104422/ 〒108-0074 東京都港区高輪４丁目１０−１８

松本清 上野公園前店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001600/ 〒110-0005　東京都台東区上野2-13-13

松本清上野アメ横Ｐａｒｔ１店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10000250/ 〒110-0005　東京都台東区上野4-10-16

松本清 上野広小路店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001534/ 〒110-0005　東京都台東区上野4-4-2
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店舗 URL 住所

松本清 上野アメ横Ｐａｒｔ2店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10000310/ 〒110-0005　東京都台東区上野4-7-17

札幌藥妝　上野御徒町店 https://satudora.jp/shop/uenookachimachi/ 〒110-0005　東京都台東区上野４丁目３番９号　金海商事ビル１階・地下１階

松本清 上野アメ横Ｐａｒｔ３店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001687/ 〒110-0005　東京都台東区上野6-11-3

松本清 御徒町駅前店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001705/ 〒110-0005 東京都台東区上野６丁目３−２

松本清 浅草一丁目店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001540/ 〒110-0032　東京都台東区浅草1-25-17

松本清 浅草店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10000365/ 〒110-0032　東京都台東区浅草1-30-2

松本清　浅草二天門前店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001558/ 〒111-0032　東京都台東区浅草2-34-1

松本清 ダイバーシティ東京プラザ店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001385/ 〒135-0064　東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシテイ東京プラザ2F 20800

松本清 原宿竹下通り店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10000575/ 〒150-0001　東京都渋谷区神宮前1-16-7

AINZ＆TULPE藥妝 原宿クエスト店 https://ainz-tulpe.jp/shop/shop.html?id=33 〒150-0001 渋谷区神宮前1-13-14 原宿クエストビル1F＆B1F

東急ハンズ　渋谷店 https://shibuya.tokyu-hands.co.jp/info/index.html 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町12-18

松本清 渋谷Ｐａｒｔ１店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10000378/ 〒150-0042　東京都渋谷区宇田川町22-3

松本清 渋谷Ｐａｒｔ２店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001350/ 〒150-0042　東京都渋谷区宇田川町23-4

東急ハンズ　新宿店 https://shinjuku.tokyu-hands.co.jp/ 〒151-0051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

松本清　新宿三丁目店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10000610/ 〒160-0022　東京都新宿区新宿3-17-3

AINZ＆TULPE藥妝  新宿東口店 https://ainz-tulpe.jp/shop/shop.html?id=86 〒160-0022 新宿区新宿3丁目36-10　ミラザ新宿ビルB1F～2F

松本清　新宿東口店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10000770/ 〒160-0022東京都新宿区新宿3-22-6

松本清　池袋Part２店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001374/ 〒170-0013　東京都豊島区東池袋1-22-8

松本清 池袋西口駅前店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/prt/10001005/ 〒171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目２７−２

松本清 池袋東口アネックス店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001472/ 〒171-0022　東京都豊島区南池袋1-27-7

松本清 吉祥寺サンロード店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10000455/ 〒180-0004　東京都武蔵野市吉祥寺本町1-14-2

AINZ＆TULPE藥妝　横浜ジョイナス店 https://ainz-tulpe.jp/shop/shop.html?id=100 〒220-0005　神奈川県横浜市西区南幸1丁目5-1　相鉄ジョイナス　３F

松本清 成田ウイング土屋店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001692/ 〒286-0029　千葉県成田市ウイング土屋56-2

松本清 成田東口駅前店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001578/ 〒286-0033　千葉県成田市花崎町828-11 スカイタウン成田1F

松本清 成田東武ホテルエアポート店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001719/ 〒286-0106　千葉県成田市取香３２０－１　成田東武ホテルエアポート内

松本清 浜松Ｐａｒｔ２店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10000878/ 〒430-0933　静岡県浜松市中区鍛冶町319-18

松本清 名古屋テレビ塔前店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001598/ 〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦3-5-18 久屋大通ビル1F

松本清 OASIS ２１店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001677/ 〒461-0005　愛知県名古屋市東区東桜1-11-1

松本清 高山陣屋前店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001630/ 〒506-0012　岐阜県高山市八軒町1-23

松本清 crost.大阪駅店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10000680/ 〒530-0001大阪府大阪市北区梅田3-1-1クロスト大阪駅B1F

松本清 三井OUTLET 大阪鶴見店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001589/ 〒538-0031 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮２丁目７−７０

マージュ船場店 http://www.manei.co.jp/Mage/index.html 〒541-0059　大阪府大阪市中央区博労町3-1-11

TSURUHA鶴羽藥妝戎橋店 http://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1637 〒542-0071  大阪市中央区道頓堀1丁目8-16

TSURUHA鶴羽藥妝道頓堀店 http://www.tsuruha.co.jp/shop/?cm=v&id=1518 〒542-0071  大阪市中央区道頓堀１丁目８−２６

松本清 道頓堀１丁目店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001629/ 〒542-0071　大阪府大阪市中央区道頓堀1-4-27 道頓堀1丁目プロジェクト

松本清　道頓堀法善寺店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001613/ 〒542-0071　大阪府大阪市中央区道頓堀1-7-5

松本清 道頓堀千日前店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001673/ 〒542-0074　大阪府大阪市中央区千日前1-7-15

松本清 心斎橋中央店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001671/ 〒542-0085　大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-10
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松本清　心斎橋店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10000870/ 〒542-0085　大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-1-21

松本清 心斎橋南店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001688/ 〒542-0085　大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-5-5

松本清 UNIVERSAL CITYWALK大阪 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001065/ 〒554-0024 　大阪府大阪市此花区島屋6-2-61

松本清 京都四条通り店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10000950/ 〒600-8004　京都府京都市下京区麩屋町通四条下る奈良物町359

松本清 京都駅八条口店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001190/ 〒600-8214　京都府京都市下京区東塩小路高倉町8-3 アスティ京都１F

松本清 京都タワーサンド店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001691/ 〒600-8216　京都府京都市下京区烏丸七条下る東塩小路町721-1

松本清 京都四条河原町店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001359/ 〒600-8441　京都府京都市下京区四条通小橋東入橋本町103-2

松本清 京都三条河原町店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001689/ 〒604-8031 　京都府京都市中京区河原町通三条下る大黒町３２番地

松本清 京都新京極店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/10001000/ 〒604-8046 　京都府京都市中京区新京極通蛸薬師上る東側町503-17

松本清 ミーナ天神店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/20805159/ 〒810-0001 　福岡県福岡市中央区天神4-3-8

松本清 天神地下街店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/20805164/ 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2 地下1号-025

札幌藥妝　福岡シーホーク店 https://satudora.jp/shop/seahawk/
〒810-8650　福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2番3号　ヒルトン福岡シーホーク4階　GALLERIA at Sea
Hawk

松本清 Canal City 博多店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/20805160/ 〒812-0018　福岡県福岡市博多区住吉1-2-25　キャナルシティビジネスセンタービルＢ1Ｆ

松本清 ドラッグストア厳原店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/20805444/ 〒817-0021　長崎県対馬市厳原町今屋敷674

松本清 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ大浦バリュー店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/20805445/ 〒817-1722 　長崎県対馬市上対馬町大浦61-1

松本清 Marinoa City福岡店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/20805163/ 〒819-0001 　福岡県福岡市西区小戸2-12-30 2F M203号

東急ハンズ　長崎店 https://nagasaki.tokyu-hands.co.jp/ 〒850-0058　長崎県長崎市尾上町1-1　アミュプラザ長崎4F

松本清 BEST電器熊本下通店 http://www.e-map.ne.jp/p/matukiyo/dtl/50604100/ 〒860-0807　熊本県熊本市中央区下通2-2-31

札幌藥妝　沖縄国際通り店 https://satudora.jp/shop/okinawakokusai/ 〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地3丁目3-16

札幌藥妝　沖縄あしびなー店 https://satudora.jp/shop/okinawa/ 〒901-0225　沖縄県豊見城市字豊崎1番188 沖縄アウトレットモールあしびなー2階070区画

▼台灣　取扱店舗▼

札幌藥妝台中麗寶店 台湾 台中市后里区福容路８号 麗寶アウトレットモール３階

札幌藥妝西門昆明店 台湾　台北市万華区昆明街90号
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