
Oh！Babyシリーズ取り扱い店舗（ロフト） ６９店舗 2023年3月現在

※予告なく取扱い商品が変更または中止となる場合があります。

※各店によって取扱い商品に若干違いがある可能性がありますので、念のためご来店前に店舗へ在庫をご確認 ください。

※ピンクで網掛けしている商品は、すべての導入店に配荷しているアイテムです。　

取り扱い商品 Oh!Baby モイストボディクリーム
Oh!Baby ウォーターハンドクリー

ム
Oh!Baby ボディクリアソープ Oh!Baby モイストハンドクリーム Oh!Baby トリートメントバーム Oh!Baby オイル＆エッセンス ミスト

OH!Baby スクラブリップバーム（無色） Oh!Baby スクラブリップバーム（ティント） OH!Baby ウォーターモイストスティック Oh!Baby ウォータークレンジング Oh!Baby オールインワンジェル Oh!Baby ホット＆クール　　ジェルパック

Oh!Baby ナチュラル　BBスティック PK Oh!Baby ナチュラル　BBスティック BE Oh!Baby シャーベットポアプライマー Oh!Baby シーバムリセットパウダー

OH!Baby スクラブリップバーム  （ﾕｽﾞ)* OH!Baby スクラブリップバーム （ｻｸﾗ)* OH!Baby スクラブリップバーム （ﾁｮｺﾐﾝﾄ)* *数量限定

【 取り扱い店舗 】

北海道・東北 札幌 仙台

東京 渋谷 吉祥寺 銀座 池袋

名古屋 名古屋 栄

大阪・京都 梅田 京都

取り扱い商品 Oh!Baby モイストボディクリーム
Oh!Baby ウォーターハンドクリー

ム
Oh!Baby ボディクリアソープ Oh!Baby モイストハンドクリーム Oh!Baby トリートメントバーム Oh!Baby オイル＆エッセンス ミスト

※こちらの商品は、ロフトの公式通販サイト　ロフトネットストアでも取扱いがあります。

【 取り扱い店舗 】

北海道・東北 仙台長町

　　　　　　　　　　　　関東    　　　　 　　（群馬） 伊勢崎

　　　　　　　　　　　　（埼玉） 新三郷 川越 さいたま新都心 浦和 深谷

（千葉） 松戸 市川 コスメロフトイクスピアリ 幕張

（東京） 町田 経堂 高田馬場 亀戸 東京ソラマチ 錦糸町

後楽園ラクーア 大塚 コスメロフト表参道 コスメロフトノノワ国立 コスメロフトグランスタ東京 コスメ武蔵小金井

（神奈川） 川崎 横浜港北 新横浜 海老名 辻堂

　　　　　　　　東海・甲信越・北陸　　　（静岡） 静岡パルコ 浜松 沼津

（愛知） 名古屋みなと 春日井 星が丘 東郷

（岐阜） 岐阜

（新潟） 新潟

（富山） 富山 マルート富山

（石川） 新金沢

　　　　　　　　　　　　　近畿　　　　　　　（大阪） あべの 千里バンパク 八尾 大阪和泉 松原 新なんば

（京都） 洛北

（兵庫） 加古川

中国・四国　　　　　（広島） 廿日市

（岡山） 岡南

（鳥取） 米子

（愛媛） 松山

（香川） 高松

九州・沖縄　　　　　（福岡） 小倉 ららぽーと福岡

（長崎） 長崎

（佐賀） 佐賀

（鹿児島） 鹿児島

（沖縄） 豊崎

店舗名 住所

札幌 北海道札幌市中央区北5条西2丁目　エスタ6階

仙台 宮城県仙台市青葉区中央1-10-10　

渋谷 東京都渋谷区宇田川町21-1　西武渋谷店ロフト館　2F

吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1　

銀座 東京都中央区銀座2-4-6　銀座ベルビア館1階～6階

名古屋 愛知県名古屋市中区栄3-18-1　ナディアパーク内

栄 愛知県名古屋市中区栄三丁目 4 番５号 SAKAE NOVA 3～5F

梅田 大阪府大阪市北区茶屋町16-7

京都 京都市中京区河原町通三条下ﾙ大黒町58番地　ミーナ京都4階～6階

池袋 東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店9階～12階

仙台長町 宮城県仙台市太白区長町7-20-5 ララガーデン長町2階

伊勢崎 群馬県伊勢崎市西小保方町368 スマーク伊勢崎1階

新三郷 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

川越 埼玉県川越市脇田本町39-19 ルミネ川越店3階

さいたま新都心 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーン1 北館2階

浦和 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和パルコ3階

深谷 埼玉県深谷市上柴町西4-2-14 アリオ深谷２階

松戸 千葉県松戸市八ケ崎2丁目8ｰ1 テラスモール松戸1階

市川 千葉県市川市鬼高1丁目1番1号　ニッケコルトンプラザ２階

コスメロフトイクスピアリ 千葉県浦安市舞浜1-4　イクスピアリ2階

幕張 千葉県千葉市花見川区幕張町4丁目417-25 イトーヨーカドー幕張店2階

町田 東京都町田市原町田6-2-6　町田モディ5階・6階

経堂 東京都世田谷区経堂2-1 経堂コルティ2階

高田馬場 東京都新宿区高田馬場1-35-3 BIGBOX高田馬場2階

亀戸 東京都江東区亀戸5-1-1　アトレ亀戸3階

東京ソラマチ 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ　イーストヤード3階  

錦糸町 東京都墨田区江東橋4-27-14 錦糸町パルコ6階

後楽園ラクーア 東京都文京区春日1丁目1-1 ラクーアビル3階

大塚 東京都豊島区南大塚3丁目33-1 アトレヴィ大塚3階

コスメロフト表参道 東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿 5階

コスメロフトノノワ国立 東京都国立市北1-14-1 nonowa国立EAST 1階

コスメロフトグランスタ東京 東京都千代田区丸の内1丁目9-1 JR東日本 東京駅構内B1F

コスメロフトノノワ武蔵小金井 東京都小金井市本町6丁目14-29　nonowa武蔵小金井

川崎 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1　ラゾーナ川崎PlazaEast3階

横浜港北 神奈川県横浜市港北区師岡町700　トレッサ横浜南棟2階

新横浜 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45　キュービックプラザ新横浜7階

海老名 神奈川県海老名市扇町13-1　ららぽーと海老名　1階

辻堂 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1　テラスモール湘南3階

静岡パルコ 静岡県静岡市葵区紺屋町6-7　静岡パルコ8階

浜松 静岡県浜松市中区砂山町6-1　メイワン6階

沼津 静岡県沼津市東椎路字東荒301番地3　ららぽーと沼津1階

名古屋みなと 愛知県名古屋市港区港明2丁目-3-2　ららぽーと名古屋みなとアクルス1階　1010番

春日井 愛知県春日井市六軒屋町字東丘22　イーアス春日井　2階

星ヶ丘 愛知県名古屋市千種区星が丘元町16-50　星が丘テラスEAST　2・3F

東郷 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１F

岐阜 岐阜県岐阜市長住町2-11-1

新潟 新潟県新潟市中央区万代1-5-1　ラブラ万代5階

富山 富山県富山市婦中町下轡田165番地の1　ファボーレ1階

マルート富山 富山県富山市明輪町1番231号　JR富山駅ビル　マルート3階

新金沢 石川県金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス5階

あべの 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40　あべのand1階～3階

千里バンパク 大阪府吹田市千里万博公園2-1　ららぽーとエキスポシティ1階

八尾 大阪府八尾市光町2-60　LINOAS　5階

大阪和泉 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7　ららぽーと和泉4階

新なんば 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70　なんばパークス5階

松原 大阪府松原市天美東3丁目500番地　セブンパーク天美1階

洛北 京都府京都市左京区高野西開町36　洛北阪急スクエア1階

加古川 兵庫県加古川市別府町緑町2　アリオ加古川1階

廿日市 広島県廿日市市下平良2-2-1　ゆめタウン廿日市2階

岡南 岡山県岡山市南区築港新町1-18-5　天満屋ハピータウン　岡南店1階

米子 鳥取県米子市西福原2-1-10　米子しんまち天満屋4階

松山 愛媛県伊予郡松前町筒井850　エミフルMASAKI　1階

高松 香川県高松市丸亀町7-16　丸亀町グリーン西館3階

小倉 福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1　セントシティ6F

ららぽーと福岡 福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1号　ららぽーと福岡2階

長崎 長崎県長崎市元船町10番１号　ゆめタウン夢彩都１階

佐賀 佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1　ゆめタウン佐賀1階

鹿児島 鹿児島県鹿児島市呉服町6-5　マルヤガーデンズ3階

豊崎 沖縄県豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎3階



店舗名 住所

札幌 北海道札幌市中央区北5条西2丁目　エスタ6階

仙台 宮城県仙台市青葉区中央1-10-10　

渋谷 東京都渋谷区宇田川町21-1　西武渋谷店ロフト館　2F

吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1　

銀座 東京都中央区銀座2-4-6　銀座ベルビア館1階～6階

名古屋 愛知県名古屋市中区栄3-18-1　ナディアパーク内

栄 愛知県名古屋市中区栄三丁目 4 番５号 SAKAE NOVA 3～5F

梅田 大阪府大阪市北区茶屋町16-7

京都 京都市中京区河原町通三条下ﾙ大黒町58番地　ミーナ京都4階～6階

池袋 東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店9階～12階

仙台長町 宮城県仙台市太白区長町7-20-5 ララガーデン長町2階

伊勢崎 群馬県伊勢崎市西小保方町368 スマーク伊勢崎1階

新三郷 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

川越 埼玉県川越市脇田本町39-19 ルミネ川越店3階

さいたま新都心 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーン1 北館2階

浦和 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和パルコ3階

深谷 埼玉県深谷市上柴町西4-2-14 アリオ深谷２階

松戸 千葉県松戸市八ケ崎2丁目8ｰ1 テラスモール松戸1階

市川 千葉県市川市鬼高1丁目1番1号　ニッケコルトンプラザ２階

コスメロフトイクスピアリ 千葉県浦安市舞浜1-4　イクスピアリ2階

幕張 千葉県千葉市花見川区幕張町4丁目417-25 イトーヨーカドー幕張店2階

町田 東京都町田市原町田6-2-6　町田モディ5階・6階

経堂 東京都世田谷区経堂2-1 経堂コルティ2階

高田馬場 東京都新宿区高田馬場1-35-3 BIGBOX高田馬場2階

亀戸 東京都江東区亀戸5-1-1　アトレ亀戸3階

東京ソラマチ 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ　イーストヤード3階  

錦糸町 東京都墨田区江東橋4-27-14 錦糸町パルコ6階

後楽園ラクーア 東京都文京区春日1丁目1-1 ラクーアビル3階

大塚 東京都豊島区南大塚3丁目33-1 アトレヴィ大塚3階

コスメロフト表参道 東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿 5階

コスメロフトノノワ国立 東京都国立市北1-14-1 nonowa国立EAST 1階

コスメロフトグランスタ東京 東京都千代田区丸の内1丁目9-1 JR東日本 東京駅構内B1F

コスメロフトノノワ武蔵小金井 東京都小金井市本町6丁目14-29　nonowa武蔵小金井

川崎 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1　ラゾーナ川崎PlazaEast3階

横浜港北 神奈川県横浜市港北区師岡町700　トレッサ横浜南棟2階

新横浜 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45　キュービックプラザ新横浜7階

海老名 神奈川県海老名市扇町13-1　ららぽーと海老名　1階

辻堂 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1　テラスモール湘南3階

静岡パルコ 静岡県静岡市葵区紺屋町6-7　静岡パルコ8階

浜松 静岡県浜松市中区砂山町6-1　メイワン6階

沼津 静岡県沼津市東椎路字東荒301番地3　ららぽーと沼津1階

名古屋みなと 愛知県名古屋市港区港明2丁目-3-2　ららぽーと名古屋みなとアクルス1階　1010番

春日井 愛知県春日井市六軒屋町字東丘22　イーアス春日井　2階

星ヶ丘 愛知県名古屋市千種区星が丘元町16-50　星が丘テラスEAST　2・3F

東郷 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１F

岐阜 岐阜県岐阜市長住町2-11-1

新潟 新潟県新潟市中央区万代1-5-1　ラブラ万代5階

富山 富山県富山市婦中町下轡田165番地の1　ファボーレ1階

マルート富山 富山県富山市明輪町1番231号　JR富山駅ビル　マルート3階

新金沢 石川県金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス5階

あべの 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40　あべのand1階～3階

千里バンパク 大阪府吹田市千里万博公園2-1　ららぽーとエキスポシティ1階

八尾 大阪府八尾市光町2-60　LINOAS　5階

大阪和泉 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7　ららぽーと和泉4階

新なんば 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70　なんばパークス5階

松原 大阪府松原市天美東3丁目500番地　セブンパーク天美1階

洛北 京都府京都市左京区高野西開町36　洛北阪急スクエア1階

加古川 兵庫県加古川市別府町緑町2　アリオ加古川1階

廿日市 広島県廿日市市下平良2-2-1　ゆめタウン廿日市2階

岡南 岡山県岡山市南区築港新町1-18-5　天満屋ハピータウン　岡南店1階

米子 鳥取県米子市西福原2-1-10　米子しんまち天満屋4階

松山 愛媛県伊予郡松前町筒井850　エミフルMASAKI　1階

高松 香川県高松市丸亀町7-16　丸亀町グリーン西館3階

小倉 福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1　セントシティ6F

ららぽーと福岡 福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1号　ららぽーと福岡2階

長崎 長崎県長崎市元船町10番１号　ゆめタウン夢彩都１階

佐賀 佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1　ゆめタウン佐賀1階

鹿児島 鹿児島県鹿児島市呉服町6-5　マルヤガーデンズ3階

豊崎 沖縄県豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎3階


