全国 NICOLE お取り扱い SHOP 一覧

■ 北海道

ブライダルハウスBiBi
〒060-0002

札幌市中央区北２条西２丁目 マルホビル

☎011-221-4545

http://www.bibi.co.jp

☎0166-69-0008

http://www.bmh.jp/

☎011-581-0008

http://www.moiwashalom.com/

☎019-637-3555

http://www.hiratoya-bf.co.jp

☎0197-23-8555

http://www.bs-shichifukujin.com

☎018-824-1992

http://www.iyataka.co.jp/mariee/

〒990-2432 山形市荒楯町１丁目17-40

☎023-633-3390

http://www.palace-net.co.jp

La Vita

☎0238-22-1238

〒992-0012 米沢市金池２丁目3-7

http://www.grand-hokuyo.com/y-wedding/item/beauty.html

ブルーミントンヒル
〒070-8061

旭川市高砂台１丁目2-1

藻岩シャローム教会
〒005-0004

札幌市南区藻岩下２丁目1-1

■ 岩手県
ヒラトヤブライダルファッション
〒020-0831

盛岡市三本柳7-27-1

ブライダルサロン七福人
〒023-0003

奥州市水沢区佐倉河字慶徳44-1

■ 秋田県
ブライダルスペース・マリエ
〒010-0802

■ 山形県

秋田市外旭川字野村20-3

パレスグランデール 衣裳サロン ジョリエ

■ 福島県
SUZUYA 会津店
〒965-0833 会津若松市明和町7-3

☎0242-29-3280

http://www.suzuya-wedding.com/

☎0246-25-0555

http://march-net.com/

☎029-855-3300

http://www.katsurayumi-fc.co.jp

☎029-860-2800

http://www.katsurayumi-fc.co.jp

☎029-233-3300

http://www.katsurayumi-fc.co.jp

☎03-3354-0753

http://www.innocently.jp

☎03-5397-0111

http://www.maimu.co.jp/bridal/

マーチ
〒970-8036 いわき市平谷川瀬三十九町44-2

■ 茨城県
ブライダルハウスつくば
〒305-0051 つくば市二の宮3-24-19

プレタクチュール ル ブラン
〒305-0031 つくば市吾妻１丁目1364-1

ブライダルハウス水戸
〒310-0805

水戸市中央1-3-10

■ 東京都
innocently
〒160-0022 新宿区新宿2-5-3

マイム
〒167-0051 杉並区荻窪5-18-7

■ 新潟県

ビアンベール 本店
〒950−0982

中央区堀之内南3丁目7番15号
グランシャリオ1F・2F

☎025-282-1616 http://www.bienveil.com/honten/

ビアンベール 柏崎店
〒945-0817 柏崎市宝町3番28号 ザ・シャンカーラ内

☎0257-23-6789 http://www.bienveil.com/kashiwazaki/

ビアンベール 酒田店
〒998-0833 酒田市若原町2番12号 ベルナール酒田隣

☎0234-26-0077 http://www.bienveil.com/sakata/

ビアンベール 三条店
〒955-0091

三条市上須頃1625番地
ピアザ デッレ グラツィエ隣

☎0256-34-6666 http://www.bienveil.com/sanjou/

ビアンベール 新発田店
〒957−0018

新発田市緑町2丁目4番22号
アーデ・ギャレ１Ｆ

☎0254-26-5511 http://www.bienveil.com/shibata/

ビアンベール 鶴岡店
〒997-0857 鶴岡市美咲町32番1号 ベルナール鶴岡１Ｆ

☎0235-26-2077 http://www.bienveil.com/tsuruoka/

ビアンベール 長岡店
〒940-2108

長岡市千秋1丁目1000番地1
長岡ベルナール隣

☎0258-29-1143 http://www.bienveil.com/nagaoka/

ブライダル・コア 長岡鶴亀社
〒940-0056 長岡市呉服町1-6-1

☎0258-33-0411

http://www.bridal-tsurukame.co.jp

☎025-524-1100

http://www.avail-h.com/

平安セレモニー株式会社 衣裳サロン アヴェール
〒943-1832 上越市西城町3-8-4

ユナイテッド・ウェディング・ファクトリー ｂｙ 長岡鶴亀社
〒940-1153 長岡市要町1-8-33

☎0258-33-0439

http://www.bridal-tsurukame.co.jp

☎0267-42-6788

http://www.orion-j.com

☎0266-53-4441

http://www.e-mariage.co.jp

☎0265-81-1129

http://www.bien-sur.info/

☎055-237-5111

http://www.mariage.co.jp

☎076-263-8000

http://www.kotobuki-net.jp

☎076-221-3188

http://www.mitsuwa-br.co.jp

☎0776-25-8911

http://www.aspica.co.jp

☎0776-74-0138

http://www.izumotaisya.jp

☎053-453-3500

http://www.arcoraggio.jp/

☎053-473-1881

http://www.grandtiara.com/beauty/index.html

☎054-280-2525

http://www.suteki-bridal.net/

■ 長野県
ブライダルサロンオリオン
〒389-0102 北佐久郡軽井沢町軽井沢1060-39

マリアージュ
〒392-0012 諏訪市四賀2218-5

ローヴ・ド・マリエ ビアンシュール
〒399-4106 駒ケ根市東町4-3

■ 山梨県
マリアージュ
〒400-0032 甲府市中央1-12-22

■石川県
ブライダルハウスことぶき 金沢店
〒920-0653 金沢市本町1-1-8

ブライダルみつ和
〒920-0902 金沢市尾張町2-5-14

■福井県
ブランピュール
〒910-0015 福井市二の宮4-6-16

モードコレクション美和
〒918-8026 福井県福井市渕4-752

■静岡県
アルコラッジョ マリエール
〒430-0929 浜松市中区中央3-11-11

ザ・グランドティアラ浜松
〒433-8122 浜松市中区上島2-10-5

株式会社ブライダルハウス ｆｉｎｏ静岡
〒422-8047 静岡市駿河区中村町55

■愛知県
アンジェローブ
〒455-0848 名古屋市港区金城ふ頭3

☎052-389-3900

http://www.angerobe.co.jp/

☎052-957-2519

http://www.weddingplazaniko.com

☎0568-75-3966

http://www.st-tours.jp/

☎052-269-0855

http://www.gtbridal.com/tc

☎0565-34-2266

http://www.puruna.jp/

☎0566-72-1122

http://www.grandtiara.com/beauty/index.html

☎0568-89-1122

http://www.grandtiara.com/beauty/index.html

☎052-957-1022

http://hotelgp-nagoya.com/

☎0564-71-3388

http://www.marriyell.net/okazaki/

☎0586-72-0100

http://www.marriyell.net/gardenverbena/

☎0532-37-0001

http://www.marriyell.net/toyohashi/

☎052-782-2211

http://www.marriyell.net/yamate/

☎059-226-2205

http://www.sugishin.co.jp

ウエディングプラザ二幸 名古屋店
〒460-0003 名古屋市中区錦3-5--30 三晃錦ビル１・２Ｆ

サン・トゥール大聖堂
〒485-0033 小牧市郷中1-20

T-collection
〒460-0008

名古屋市中区栄3-13-6
プリンセスアネックスビル２Ｆ

プルーナマリエール
〒471-0064 豊田市梅坪町7-5-1

ホテルグランドティアラ安城
〒446-0058 安城市三河安城南町1-8-11

ホテルグランドティアラ春日井
〒486-0816 春日井市東野新町2-4-5

ホテル名古屋ガーデンパレス
〒460-0003 名古屋市中区錦3-11-13

マリエール岡崎
〒444-0840 岡崎市戸崎町光ヶ丘

マリエールガーデンバーベナ
〒491-0072 一宮市中島通5-11

マリエール豊橋
〒441-8065 豊橋市中浜町212

マリエール山手
〒464-0805 名古屋市千種区萩岡町58

■三重県
ＳＵＧＩＳＨＩＮ
〒514-0016 津市乙部14-31

株式会社スギヤマコーポレーション オルヴィエート事業部
〒515-0818 松阪市川井町772

☎0598-21-8400

http://www.orvieto.jp

☎059-353-0051

http://www.housebride.co.jp/

☎0573-66-8090

http://www.partir21.com

☎077-584-3322

http://www.syafuukan.com

☎075-712-3200

http://www.ayumi-net.co.jp

☎06-6633-3390

http://www.grandtiara.com/beauty/index.html

☎072-222-6868

http://www.hiro-weddingcostume.jp/blancheur/

ハウスブライド
〒510-0823 四日市市城北町10-1

■岐阜県
SONNER LʼA CLOCHE（ソネラクロッシュ）
〒508-0011 中津川市駒場464-1

■滋賀県
マナーハウス写風舘
〒524-0101 守山市今浜町2574-4

■京都府
AYUMI BRIDAL（株式会社あゆみブライダル）
〒606-0802 京都市左京区下鴨宮崎町172-2

■大阪府
ザ・グランドティアラ大阪
〒556-0015 大阪市浪速区敷津西2-1-2

Hiro WEDDING COSTUME 〜Blancheur〜
〒590-0077 堺市堺区中瓦町1-1-17

■兵庫県
扇屋ウェディングサロン
〒670-0901 姫路市西二階町117

☎079-289-0100

http://www.oogiya-himeji.com

☎0120-3591-77

http://www.bridal-kotobuki.co.jp

☎079-222-3485

http://www.takasagoya.jp

☎086-241-1011

http://www.nishikiya-dress.com/

☎086-223-5295

http://www.bridal-mimatsu.jp

☎086-226-5000

http://www.happy-radiance.com

☎082-264-2626

HP無し

株式会社 ブライダルサロン寿
〒679-0204 加東市新町356-3

BridalSalon TAKASAGOYA
〒670-0012 姫路市本町125

■岡山県
NISHIKIYA 岡山店・倉敷店
〒700-0962 岡山市北区北長瀬表町1-3-12 2Ｆ

ブライダル三松
〒700-0824 岡山市北区内山下1-3-17

RADIANCE
〒700-0912 岡山市北区大供表町3-1

■広島県
株式会社 京都嵯峨野
〒732-0811 広島市南区段原2-14-4

ＣＯＲＳＯゆかり屋本店 ・ホテルグランヴィア店 ・ 呉阪急店
〒732-0827 広島市南区稲荷町4-7

☎082-262-0262

http://www.propose.co.jp

☎084-957-2211

http://www.nakamotoweb.com/

☎0834-32-3003

http://www.bellco-hy.jp/monmari/

☎0835-25-6155

http://www.bridal-suzunoya.jp

☎083-972-0316

http://www.haradaya.jp/

☎0836-73-1457

http://www.bridal-yumi.com

☎0853-21-4648

http://www.kusatani.com/

☎0852-24-2222

http://www.muramatsu-inc.com

☎088-655-5511

http://www.abc-asahi.com/

☎088-622-0011

http://www.bctokiwa.jp/

☎089-947-0117

http://www.kyoya-ehime.com

☎0898-25-8200

http://www.gojokai.net/

☎0896-58-1505

http://www.gojokai.net/

ドゥラローズナカモト
■山口県

〒721-0958 福山市西新涯町1-6-2

モン・マリアージュ
〒745-0002 周南市二番町3-3 二番町ビル１Ｆ

有限会社ブライダルギャラリー鈴乃屋
〒747-0814 防府市三田尻1-6-6 2Ｆ

ブライダルハウスハラダヤ
〒754-0002 山口市小郡下郷867-30

ブライダル優美
〒757-0004 山陽小野田市山川783-3

■島根県
花嫁センター 草谷
〒693-0005 出雲市天神町3-1

株式会社 むらまつ
〒690-0064 松江市天神町21

■徳島県
BRIDAL ASAHI / 桂由美フランチャイズ徳島
〒770-0865 徳島市南末広町30-22

ブライダルコアときわ
〒770-0805 徳島市下助任町3-20

■愛媛県
株式会社 京屋
〒790-0002 松山市二番町2-7-13

ディアマリエ コラボスタイル 今治店
〒794-0822 今治市河南町2-2-35

ディアマリエ コラボスタイル 四国中央店
〒794-0822 四国中央市妻鳥町730-1

ブライダルことぶきや
〒794-0015 今治市常盤町8-3-16

☎0898-23-0018

http://www.kotobukiyaisyo.jp

■高知県
ブライダルスクェアひよしや
〒780-0822 高知市はりまや町2-11-20

☎088-882-9611

http://www.hiyoshiya.co.jp

■福岡県
アイ・ケイ・ケイ株式会社 ヴュパリ
〒811-2245 糟屋郡志免町片峰3-6-5

☎050-3539-1122 http://www.vieuxparis.jp

dress NOZZE
〒805-0061 北九州市八幡東区西本町1-1-1

☎093-663-1787

http://www.nozze.jp

☎0942-38-3181

http://www.b-ttm.com

☎0120-033-157

http://www.bridal-hazama.com

☎0952-25-2212

http://www.grande-hagakure.com/main/414.html

☎0956-24-6789

http://www.kotobukiya-pure.com

☎099-222-2577

http://www.maruya.jp

☎098-983-9811

http://www.nbc-wedding.com/

☎098-861-0881

http://www.bic-okinawa.co.jp/

☎098-860-5555

http://www.morliaclassic.co.jp/

ブライダルハウスツツミ 久留米本店
〒830-0018 久留米市通町104-5

桂由美フランチャイジー ブライダルハザマ
〒810-0001 福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡２Ｆ

■佐賀県
ホテルグランデはがくれ
〒840-0815 佐賀市天神2-1-36

■長崎県
寿屋貸衣裳店
〒857-0805 佐世保市光月町3-4

■鹿児島県
株式会社 丸屋ブライダル
〒892-0826 鹿児島市呉服町3-7

■沖縄県
ＮＢＣ
〒904-0021 沖縄市胡屋6-12-1

BIC Bridal（ビックブライダル）
〒900-0021 那覇市泉崎1-10-7

ホテルモーリアクラシック
〒900-0001 那覇市港町4-3-27

