北海道地方
北海道
girls mignon 札幌４丁目プラザ店
PARK by one way 札幌パセオ店
tutuanna 札幌アピア
tutuanna 札幌オーロラタウン
tutuanna 札幌パセオ
tutuanna 札幌パルコ
WEGO 札幌店
ザ・ダイソー札幌中央店
北見美容専門学校
東北地方
青森県
titty＆Co.弘前店
岩手県
tutuanna 盛岡フェザン
宮城県
Garden by one way 仙台パルコ店
one way／ByeBye イオンモール名取店
titty＆Co.仙台パルコ店
tutuanna 仙台クリスロード
WEGO 仙台店
ザ・ダイソー仙台マーブルロード店
山形県
girls mignon 山形霞城セントラル店
tutuanna エスパル山形
福島県
tutuanna エスパル福島
WEGO 郡山店
関東地方
茨城県
one wayイオン水戸内原SC店
tutuanna 水戸エクセル
栃木県
girls mignon 宇都宮パルコ店
tutuanna 宇都宮パルコ
群馬県
Garden by one way イオンモール高崎店
埼玉県
ザ・ダイソーラクーン大宮東口店
girls mignon アズ熊谷店
one wayイオンモール羽生店
tutuanna コクーンシティ
tutuanna ダイエー大宮
ザ・ダイソーイオンレイクタウン店
ザ・ダイソーライブタワー武蔵浦和店
千葉県
Garden by one way イオンモール幕張新都心店
girls mignon 舞浜イクスピアリ
tutuanna マルシェ千葉Ｃ－ＯＮＥ
tutuanna ららぽーとTOKYO BAY
tutuanna 津田沼パルコ
ザ・ダイソーイオンタウンユーカリが丘店
ザ・ダイソーギガ船橋店６Ｆ
ザ・ダイソーセブンパークアリオ柏店
ザ・ダイソーららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ西館店
フェイズインターミックス 中村様
東京都
FIG&VIPER渋谷１０９店
girls mignon 八王子東急スクエア店
girls mignon 町田ジョルナ店
Honey Cinnamon SHIBUYA109店
KAWI JAMELE ラフォーレ原宿店
moreru mignon
onespoSHIBUYA 109
one way渋谷１０９店
ONLY FREE PAPER 松江健介様
titty＆Co.池袋ルミネ店
titty＆Co.渋谷109店
titty＆Co.ルミネエスト新宿店
titty＆Co.立川店
tutuanna アルカキット錦糸町
tutuanna オリナス錦糸町
tutuanna グランデュオ蒲田
tutuanna グランデュオ立川
tutuanna セレオ国分寺
tutuanna フレンテ南大沢
tutuanna 吉祥寺サンロード
tutuanna 京王八王子
tutuanna 原宿竹下通り
tutuanna 渋谷スペイン坂

tutuanna 上野マルイ
tutuanna 新宿アルタ
tutuanna 池袋サンシャインシティアルタ
tutuanna 町田ジョルナ
tutuanna 町田モディ
tutuanna 東京ドームシティラクーア
tutuanna 二子玉川ライズ
tutuanna 北千住マルイ
ザ・ダイソーＬａＬａガーデン赤羽（５階）店
ザ・ダイソーＬａＬａテラス南千住店
ザ・ダイソーアルカキット錦糸町店
ザ・ダイソーイトーヨーカドー大井町店
ザ・ダイソーイトーヨーカドー木場店
ザ・ダイソーキラリナ京王吉祥寺店
ザ・ダイソーデックス東京ビーチ店
ザ・ダイソーベルクスモール浮間舟渡店
ザ・ダイソーレシピ下北沢店
ザ・ダイソー亀有リリオ店
ザ・ダイソー吉祥寺サンロード店
ザ・ダイソー原宿店
ザ・ダイソー五反田ＴＯＣ店
ザ・ダイソー五反野駅前店
ザ・ダイソー光が丘ＩＭＡ店
ザ・ダイソー渋谷センター街店
ザ・ダイソー大崎ニューシティ店
ザ・ダイソー中野ブロードウェイ店
ザ・ダイソー町田東急ツインズ店
ザ・ダイソー東京ソラマチ店
ザ・ダイソー立川フロム中武店
住田美容専門学校
ザ・ダイソーアリオ西新井店
神奈川県
girls mignon 鎌倉小町通り店
girls mignon 桜木町コレットマーレ店
girls mignon 新百合丘オーパ店
one way 横浜ビブレ店
titty&Co.相鉄ジョイナス店
tutuanna アトレ川崎
tutuanna マルイファミリー溝口
tutuanna 横浜ジョイナス
tutuanna 横浜ビブレ
tutuanna 横浜ポルタ
tutuanna 東急プラザ戸塚
tutuanna 藤沢オーパ
ザ・ダイソー川崎モアーズ店
ザ・ダイソーラゾーナ川崎プラザ店
ザ・ダイソーららぽーと湘南平塚店
ザ・ダイソー横浜駅前西口店
ザ・ダイソー戸塚モディ店
ザ・ダイソー相模大野ステーションスクエア店
ザ・ダイソーイトーヨーカドー武蔵小杉駅前店
中部地方
新潟県
girls mignon 新潟アルタ店
one way RIVERSIDE SENSHU店
tutuanna ラブラ2
長野県
tutuanna 松本パルコ
tutuanna 長野アゲイン
石川県
tutuanna 金沢百番街
岐阜県
ザ・ダイソーイオンタウン各務原店
静岡県
ザ・ダイソーサントムーン柿田川店
tutuanna 静岡パルシェ
Garden by one way イオン浜松志都呂店
one wayイオン浜松市野SC店
one way ららぽーと磐田店
愛知県
ザ・ダイソー岡崎南店
Garden by one way イオンモール大高店
Garden by one way イオンモール木曽川店
Garden by one way ナゴヤドーム前店
Garden by one way モゾワンダーシティ店
girls mignon 名古屋丸栄店
girls mignon 名古屋近鉄パッセ店
one way イオンモール岡崎店
PARK by one way 名古屋パルコ店
PARK by one way 名古屋近鉄パッセ店
titty＆Co.近鉄パッセ店
titty＆Co.名古屋パルコ店
tutuanna 栄森の地下街店

tutuanna 近鉄パッセ
tutuanna 名古屋ゲートウォーク
ザ・ダイソー 名古屋徳重店
ザ・ダイソーシャンピアポート名古屋高辻店
ザ・ダイソーモゾワンダーシティ店
ザ・ダイソーリーフウォーク稲沢店
ザ・ダイソー豊田２４８店
ザ・ダイソー名古屋栄スカイル店
中日美容専門学校
近畿地方
滋賀県
ザ・ダイソーイオンモール草津ＳＣ店
京都府
ザ・ダイソーイオンモールＫＹＯＴＯ店
PARK by one way イオンモール京都桂川店
titty&Co.河原町オーパ店
tutuanna 京都三条
ザ・ダイソーＭＯＭＯテラス店
ザ・ダイソー河原町ＯＰＡ店
ザ・ダイソー新京極ダイアモンドビル店
大阪府
Garden by one way イオンモール四條畷店
girls mignon 心斎橋GATE店
girls mignon 心斎橋店
glamorous by one way 梅田EST店
Honey Cinnamon 梅田エスト店
KAWI JAMELE 心斎橋OPA店
onespo心斎橋PARK East店
one way SHIBUYA１０９ABENO店
PARK by one way 梅田HEPFIVE店
titty＆Co.梅田エスト店
titty＆Co.天王寺ミオ店
tutuanna EKIMOなんば
tutuanna アルビ大阪
tutuanna ヴィアあべのウォーク
tutuanna ディアモール大阪
tutuanna なんばＣＩＴＹ
tutuanna ヘップファイブ
tutuanna 京阪モール京橋
tutuanna 近鉄阿部野橋
tutuanna 阪急梅田
tutuanna 戎橋
tutuanna 上本町
tutuanna 天王寺ＭＩＯ
ザ・ダイソーａｒｄｅ！新大阪店
ザ・ダイソーあべのキューズモール店
ザ・ダイソーイオンモールりんくう泉南店
ザ・ダイソーイオンモール四條畷店
ザ・ダイソーせんちゅうパル店
ザ・ダイソーなんばウォーク店
ザ・ダイソーニトリモール枚方店
ザ・ダイソーららぽーと和泉店
ザ・ダイソー京阪シティモール店
ザ・ダイソー京阪モール京橋店
ザ・ダイソー心斎橋店３Ｆ
ザ・ダイソー泉ヶ丘駅前店
ザ・ダイソー梅田ＯＰＡ店
ザ・ダイソー枚方市駅店
大阪モード学園美容学科 管理部 山中様宛
兵庫県
ザ・ダイソー三宮センター街店
girls mignon アスピア明石店
titty＆Co.ピオレ姫路店
tutuanna 三宮センター街
ザ・ダイソーイオンモール神戸南店
ザ・ダイソーつかしん店
ザ・ダイソーニッケパークタウン加古川店
ザ・ダイソーららぽーと甲子園店
和歌山県
tutuanna 和歌山ミオ
中国地方
岡山県
Garden by one way イオンモール倉敷店
one way イオンモール岡山店
tutuanna イオンモール岡山
広島県
one way/ByeBye イオンモール広島府中店
tutuanna 広島本通
山口県
ザ・ダイソーコスパ新下関店

四国地方
徳島県
girls mignon 徳島クレメントプラザ店
香川県
one way ゆめタウン高松店
愛媛県
Garden by one way エミフルＭＡＳＡＫＩ店
tutuanna 松山銀天街
高知県
ザ・ダイソーパワーセンター高知店
九州地方
福岡県
ザ・ダイソーチャチャタウン小倉店
Garden by one way イオンモール大牟田店
Garden by one wayイオンモール直方店
onespo天神コア
one way ゆめタウン久留米店
PARK by one way天神コア店
titty＆Co.天神コア店
tutuanna アミュエスト博多
tutuanna ミーナ天神
tutuanna リバーウォーク小倉
tutuanna 福岡パルコ
ザ・ダイソーイオンモール福津店
ザ・ダイソーコスタ行橋店
ザ・ダイソー天神ＭＭＴ店
ザ・ダイソー博多バスターミナル店
長崎県
tutuanna 長崎浜の町通
ザ・ダイソー長崎浜の町店
トータルビューティカレッジベルファム
熊本県
ザ・ダイソー熊本駕町通り店
Garden by one way 熊本クレア店
one way 熊本パルコ店
titty&Co.熊本PARCO店
tutuanna 熊本上通
大分県
one way パークプレイス大分店
tutuanna アミュプラザおおいた
宮崎県
girls mignon えきマチ１丁目宮崎店
one way イオンモール宮崎店
宮崎サザンビューティ美容専門学校
鹿児島県
one way アミュプラザ鹿児島109店
one way イオン鹿児島SC店
tutuanna アミュプラザ鹿児島
tutuanna 鹿児島天文館通
ザ・ダイソーＯＰＳＩＡミスミ店
ザ・ダイソーフレスポジャングルパーク店
沖縄県
ザ・ダイソーはにんす宜野湾店

※配布開始日について※
・2018年2月2日(金)より順次配布開始となっております。
店舗により異なりますのでご了承ください。
・tutuannaは2018年2月16日(金)からの配布となっております。
ご注意ください。

