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茨城県

株式会社クリエイトエス・ディー土浦木田余店

300-0026 茨城県土浦市木田余４５８２－２

029-825-3010

茨城県

ドラッグてらしま土浦新田中店

300-0048 茨城県土浦市田中２－１０－３５

029-823-5868

茨城県

ドラッグてらしま真鍋店

300-0052 茨城県土浦市東真鍋町３－１７

0298-26-0248

茨城県

株式会社ジョイフル山新土浦店

300-0052 茨城県土浦市東真鍋町３－４

0298-23-4700

茨城県

クスリのアオキ都和店

300-0061 茨城県土浦市並木５－４１２８－５

029-886-5600

茨城県

株式会社ドン・キホーテＰＡＷ土浦北店

300-0064 茨城県土浦市東若松町３９９３

029-835-9411

茨城県

ドラッグてらしま１２５号バイパス店

300-0067 茨城県土浦市東都和６－１

0298-22-5668

茨城県

ドラッグてらしまかすみがうら大和田店

300-0124 茨城県かすみがうら市大和田５９２－４５

029-897-0348

茨城県

ドラッグてらしま阿見店

300-0331 茨城県稲敷郡阿見町阿見２３２３

0298-88-2288

茨城県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ阿見店

300-0332 茨城県稲敷郡阿見町中央１－５－７

0298-91-0080

茨城県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ江戸崎店

300-0500 茨城県稲敷郡江戸崎町荒山甲６４４－１

0298-92-8270

茨城県

株式会社ツルハ江戸崎店

300-0504 茨城県稲敷市江戸崎甲４８３６江戸崎ショッピングセンター１Ｆ

029-834-5933

茨城県

株式会社マツモトキヨシ江戸崎店

300-0504 茨城県稲敷郡江戸崎町江戸崎甲２１３７

0298-92-7712

茨城県

ドラッグストアセキ稲敷店

300-0507 茨城県稲敷市犬塚１５６０－１

029-869-7411

茨城県

イオンリテール株式会社イオン土浦店

300-0811 茨城県土浦市上高津３６７

029-835-8000

茨城県

ドラッグてらしま土浦高津店

300-0812 茨城県土浦市下高津３－７－４６

029-824-3868

茨城県

株式会社カワチ薬品土浦南店

300-0815 茨城県土浦市中高津３－１－３

029-826-8400

茨城県

いばらきコープ生活協同組合つちうら店

300-0823 茨城県土浦市小松１－４－２７

029-825-0231

茨城県

株式会社クスリのアオキ土浦桜ケ丘店

300-0832 茨城県土浦市桜ケ丘町１９－１

029-893-3655

茨城県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ荒川沖店

300-0871 茨城県土浦市荒川沖東２－１０４－２３

029-896-8063

茨城県

株式会社セキ薬品荒川沖店

300-0874 茨城県土浦市荒川沖西１－１８－２６

029-837-7300

茨城県

ドラッグてらしま荒川沖店

300-1151 茨城県稲敷郡阿見町荒川沖１５３４

0298-43-2788

茨城県

株式会社カワチ薬品荒川沖店

300-1151 茨城県稲敷郡阿見町大字荒川沖住吉１８９１－１

0298-41-1134

茨城県

ドラッグてらしま荒川本郷店

300-1152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷１３６４－１

029-843-2128

茨城県

株式会社ジヨイフル本田荒川沖店

300-1173 茨城県土浦市荒川沖１－３０

0298-41-2211

茨城県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス牛久ひたち野西店

300-1206 茨城県牛久市ひたち野西３－２７－７

029-878-2566

茨城県

株式会社カワチ薬品ひたち野牛久店

300-1207 茨城県牛久市ひたち野東７７－２

0298-71-8800

茨城県

ドラッグてらしま牛久神谷店

300-1216 茨城県牛久市神谷５－１－１

0298-71-8818

茨城県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ牛久神谷店

300-1216 茨城県牛久市神谷６－４７－２

0298-70-2881

茨城県

ウエルシア牛久刈谷店

300-1221 茨城県牛久市牛久町３３１８－１

029-870-2077

茨城県

いばらきコープ生協牛久店

300-1222 茨城県牛久市南１－１８－３３

0298-73-2023

茨城県

株式会社サンドラッグ牛久南店

300-1222 茨城県牛久市南２－１２－７

029-870-5575

茨城県

株式会社トライアルカンパニートライアル牛久店

300-1222 茨城県牛久市南１－１８－２７

0298-70-5315

茨城県

ウエルシア新牛久上柏田店

300-1232 茨城県牛久市上柏田２－３３－６

029-878-2051

茨城県

株式会社マツモトキヨシ牛久店

300-1234 茨城県牛久市中央２－１６－１２

0298-71-8161

茨城県

クスリのアオキ高見原店

300-1252 茨城県つくば市高見原１－１－６６

029-829-7760

茨城県

株式会社マツモトキヨシつくば高見原店

300-1252 茨城県つくば市高見原１－１－６

029-874-9663

茨城県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ茎崎店

300-1252 茨城県つくば市高見原４－５－７１

0298-73-2575

茨城県

株式会社マツモトキヨシ藤代店

300-1512 茨城県北相馬郡藤代町藤代南１２６８

029-783-3130

茨城県

株式会社マツモトキヨシ利根町店

300-1600 茨城県北相馬郡利根町四季の丘１－１６－８

0297-68-6607

茨城県

株式会社サンドラッグ利根店

300-1606 茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台２－１－１

0297-61-7471

茨城県

ドラッグてらしまみらい平駅前店

300-2353 茨城県つくばみらい市小張３０９５

0297-58-7188

茨城県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグつくばみらい平店

300-2359 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘５－１－１

0297-38-6125

茨城県

ドラッグストアセキ富士見ヶ丘店

300-2417 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘１－１

0297-47-2800

茨城県

株式会社クリエイトエス・ディーつくばみらい店

300-2436 茨城県つくばみらい市絹の台１－１６－１

0297-20-5077

茨城県

ウエルシアつくば研究学園北店

300-2633 茨城県つくば市遠東１２２３－２

029-848-5650

茨城県

ドラッグてらしま豊里店

300-2648 茨城県つくば市豊里の杜２－１－１

0298-47-6288

茨城県

ドラッグてらしまつくば万博記念公園店

300-2655 茨城県つくば市島名福田坪土地区画整理地Ｂ４８街区

029-847-1308

茨城県

メガセンタートライアル石下店

300-2707 茨城県常総市本石下４４２１―１

0297-30-8003

茨城県

ドラッグてらしま大穂店

300-3257 茨城県つくば市筑穂１－１２－５

0298-64-3838

茨城県

株式会社カワチ薬品つくば大穂店

300-3257 茨城県つくば市筑穂２－３－２

029-879-0271

茨城県

ドラッグストアクラモチ八千代南店

300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷６９１－６

0296-30-3399

茨城県

ドラッグてらしまさん・あぴお店

300-4111 茨城県新治郡新治村大畑１６１１

0298-33-4438

茨城県

ドラッグてらしま北条店

300-4231 茨城県つくば市北条亀井５２０９－５

0298-67-4831

茨城県

ドラッグてらしま真壁店

300-4417 茨城県真壁郡真壁町飯塚９９８

0296-20-7418

茨城県

ドラッグストアクラモチ明野店

300-4517 茨城県真壁郡明野町海老ケ島９０５－１

0296-52-6200

茨城県

株式会社クスリのアオキ明野店

300-4517 茨城県筑西市海老ケ島７８７－３

0296-45-7215

茨城県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス龍ケ崎中根台店

301-0002 茨城県龍ケ崎市中根台４－１－１３

0297-61-5531

茨城県

ドラッグてらしま龍ケ崎長山店

301-0042 茨城県龍ケ崎市長山３－２－１

0297-66-0628

茨城県

ウエルシア龍ケ崎緑町店

301-0832 茨城県龍ケ崎市緑町８９

0297-61-0434

茨城県

ドラッグセイムス龍ケ崎緑町店

301-0832 茨城県龍ケ崎市緑町４０

0297-86-9970

茨城県

株式会社クスリのアオキ寺後店

301-0836 茨城県龍ケ崎市寺後３４９３－１

0297-86-8222

茨城県

株式会社サンドラッグ龍ケ岡店

301-0853 茨城県龍ケ崎市松ケ丘１－１

0297-63-7531

茨城県

ドラッグストアマツモトキヨシたつのこまち龍ケ崎モール店

301-0854 茨城県龍ケ崎市中里２－１－２たつのこまち龍ケ崎モール内

0297-61-2207

茨城県

ディスカウントドラッグコスモス龍ヶ崎ニュータウン店

301-0855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘１－１－１２

0297-86-8362

茨城県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ龍ヶ崎藤ケ丘店

301-0855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘１－３－１

0297-61-1001

茨城県

株式会社ジェーソン取手東店

302-0005 茨城県取手市東６－７３－１７

0297-73-2261

茨城県

株式会社ミスターマックス取手店

302-0005 茨城県取手市東４－５－１

0297-70-5010

茨城県

株式会社マツモトキヨシ取手駅ビル店

302-0014 茨城県取手市中央町２－５取手ボックスヒル１階１４１号

0297-73-7266

茨城県

株式会社ジェーソン新取手店

302-0021 茨城県取手市寺田４６５８－１

0297-72-6010

茨城県

ウエルシア取手新町店

302-0024 茨城県取手市新町３－９－４１

0297-74-9228

茨城県

ドラッグストアクラモチ取手店

302-0024 茨城県取手市新町６－２３０－８０

0297-77-5555

茨城県

ドラッグてらしま取手新戸頭店

302-0034 茨城県取手市戸頭９－２１－１

0297-78-7508

茨城県

ホーマック関東株式会社取出店

302-0034 茨城県取手市戸頭字長町１２９９－４

0297-79-1200

茨城県

ウエルシア取手ゆめみ野店

302-0039 茨城県取手市ゆめみ野３－８－２

0297-70-2550

茨城県

株式会社ミスターマックス守谷店

302-0104 茨城県守谷市久保ケ丘２－１－１

0297-47-8755

茨城県

株式会社サンドラッグ守谷店

302-0108 茨城県守谷市松並１９３０－１０９ヨークベニマル守谷店内

0297-20-6630

茨城県

ココカラファインイオンタウン守谷店

302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘３－２４９－１イオンタウン守谷１Ｆ

0297-48-1197

茨城県

スギ薬局アクロスモール守谷店

302-0127 茨城県守谷市松ケ丘６－６－１アクロスモール守谷１Ｆ

0297-20-6026

茨城県

ウエルシア守谷ひがし野店

302-0131 茨城県守谷市ひがし野２－２－５

0297-21-1560

茨城県

ウエルシア常総北水海道店

303-0005 茨城県常総市水海道森下町４１４１－１

0297-30-6030

茨城県

株式会社ツルハ水海道栄町店

303-0024 茨城県常総市水海道栄町２６８０－２

0297-30-7268

茨城県

イオンリテール株式会社イオン下妻店

304-0033 茨城県下妻市堀篭９７２－１

0296-30-1700
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茨城県

ジョイフル山新下妻店

304-0041 茨城県下妻市古沢２２３

0296-30-7100

茨城県

ドラッグてらしま下妻店

304-0041 茨城県下妻市古沢４－２

0296-43-8308

茨城県

株式会社マツモトキヨシ下妻店

304-0061 茨城県下妻市下妻丙８５３

0296-43-1520

茨城県

ドラッグストアクラモチ下妻店

304-0068 茨城県下妻市下妻丁字大貝４０９－１

0296-30-1155

茨城県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス下妻田町店

304-0069 茨城県下妻市田町１－５

0296-30-7081

茨城県

ドラッグてらしま下妻新千代川店

304-0812 茨城県下妻市田下５９３

0296-43-1018

茨城県

ウエルシアつくば桜店

305-0003 茨城県つくば市桜１－１４－１

029-863-5007

茨城県

株式会社ジェーソンつくば桜店

305-0003 茨城県つくば市桜２－５１－２

029-857-3751

茨城県

ディスカウントドラッグコスモスさくらの森店

305-0019 茨城県つくば市さくらの森１－３

029-869-7850

茨城県

ドラッグてらしま学園吾妻店

305-0031 茨城県つくば市吾妻３－１４－１７

0298-56-2038

茨城県

マツモトキヨシヨークタウンつくば竹園店

305-0032 茨城県つくば市竹園１－３－１ヨークタウン内

029-850-5660

茨城県

株式会社サンドラッグつくば店

305-0032 茨城県つくば市竹園１－９－２

029-863-3799

茨城県

株式会社スギ薬局つくば店

305-0034 茨城県つくば市小野崎千駄苅２７８－１

029-868-6566

茨城県

ドラッグてらしま松代店

305-0035 茨城県つくば市松代１－４－６

0298-55-2881

茨城県

ドラッグてらしまつくば東店

305-0046 茨城県つくば市東２－９－１

029-858-8208

茨城県

クスリのアオキ二の宮店

305-0051 茨城県つくば市二の宮３－１５－７

029-879-5785

茨城県

ドラッグてらしまつくば二の宮店

305-0051 茨城県つくば市二の宮３－１５－１０

029-855-5978

茨城県

株式会社マツモトキヨシレプサモールつくば店

305-0063 茨城県つくば市下原３８０－５

0298-37-1221

茨城県

イオンリテール株式会社イオンつくば店

305-0071 茨城県つくば市稲岡６６－１

029-839-1200

茨城県

スーパーセンタートライアルつくば学園都市店

305-0816 茨城県つくば市学園の森３－１２－６

029-860-5301

茨城県

株式会社ツルハつくば研究学園店

305-0817 茨城県つくば市研究学園Ｃ５０街区１イーアスつくば内

029-868-7268

茨城県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテつくば店

305-0818 茨城県つくば市学園南３－１６－１

029-863-3111

茨城県

ウエルシアつくば春日３丁目店

305-0821 茨城県つくば市春日３－１－９

029-850-3024

茨城県

ドラッグてらしまつくば研究学園店

305-0822 茨城県つくば市苅間字篠前１６２８

029-852-2808

茨城県

ウエルシアつくばみどりの店

305-0882 茨城県つくば市みどりの中央Ａ－７９－１

029-839-5860

茨城県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグつくばみどりの店

305-0882 茨城県つくば市みどりの中央Ｂ３０街区２

029-879-5671

茨城県

ドラッグてらしま古河三杉店

306-0002 茨城県古河市三杉町２－２８８３－７７

0280-31-6618

茨城県

スギドラッグ古河あかやまジョイ店

306-0004 茨城県古河市雷電町１－１８あかやまＪＯＹ内

0280-23-4382

茨城県

イオンリテール株式会社イオン古河店

306-0012 茨城県古河市旭町１－２－１７

0280-31-7131

茨城県

株式会社クスリのアオキ下山町店

306-0014 茨城県古河市下山町１７－３３

0280-33-8835

茨城県

マツモトキヨシマーケットシティ古河店

306-0021 茨城県古河市松並２－１８－１０マーケットシティ古河内

0280-30-1285

茨城県

ウエルシア古河諸川店

306-0126 茨城県古河市諸川１１６９－３

0280-75-0622

茨城県

ドラッグてらしま三和店

306-0126 茨城県猿島郡三和町諸川字街道西１１１４－３

0280-77-0031

茨城県

株式会社グリーンクロス・コア茨城総和店

306-0204 茨城県猿島郡総和町下大野字丸山２００８

0280-91-2055

茨城県

クスリのアオキ関戸店

306-0205 茨城県古河市関戸１７３７－１

0280-33-5120

茨城県

ウエルシア古河東牛谷店

306-0232 茨城県古河市東牛谷１４８４－１

0280-30-1110

茨城県

株式会社クスリのアオキ東牛谷店

306-0232 茨城県古河市東牛谷４７８

0280-23-5120

茨城県

ディスカウントドラッグコスモス西牛谷店

306-0233 茨城県古河市西牛谷５４６－５

0280-33-3554

茨城県

ドラッグてらしま総和店

306-0235 茨城県猿島郡総和町下辺見２７０４

0280-33-2028

茨城県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ古河店

306-0235 茨城県古河市下辺見２４３１

0280-23-3601

茨城県

ディスカウントドラッグコスモス大堤店

306-0236 茨城県古河市大堤１９８６－３０

0280-23-5117

茨城県

株式会社ベイシア古河総和店

306-0236 茨城県古河市大堤６８２

0280-30-1533

茨城県

ウエルシア茨城境町店

306-0400 茨城県猿島郡境町庚申塚３８－３

0280-81-2151

茨城県

ドラッグストアセキ境店

306-0405 茨城県猿島郡境町塚崎２３０－１

0280-81-1100

茨城県

ドラッグストアクラモチ境店

306-0433 茨城県猿島郡境町４５８

0280-81-2088

茨城県

株式会社ドン・キホーテ境大橋店

306-0433 茨城県猿島郡境町１３２７－１

0280-81-1711

茨城県

ドラッグストアクラモチ沓掛店

306-0515 茨城県猿島郡猿島町沓掛４１１１－１

0297-44-3111

茨城県

株式会社クスリのアオキ沓掛店

306-0515 茨城県坂東市沓掛４２４８－１

0297-34-1082

茨城県

ホ－マック関東株式会社坂東岩井店

306-0632 茨城県坂東市辺田１１０４－１

0297-47-5670

茨城県

株式会社カワチ薬品坂東店

306-0632 茨城県坂東市辺田１１０４－１

0297-35-3685

茨城県

ドラッグてらしま結城富士見店

307-0001 茨城県結城市結城１０６０９－１

0296-32-6988

茨城県

ドラッグストアクラモチ結城店

307-0001 茨城県結城市結城８１８８

0296-34-8888

茨城県

株式会社カインズホーム結城店

307-0001 茨城県結城市結城公達９７８４－３

0296-21-3000

茨城県

株式会社カワチ薬品結城南店

307-0001 茨城県結城市結城６５３１

0296-33-7361

茨城県

株式会社クスリのアオキアクロス通り店

307-0001 茨城県結城市結城７０１３－１

0296-45-8217

茨城県

株式会社クスリのアオキ結城店

307-0001 茨城県結城市結城１２０５８－１

0296-45-5870

茨城県

株式会社サンドラッグ結城店

307-0001 茨城県結城市結城１１８３９－１

0296-34-7701

茨城県

株式会社ジェーソン結城店

307-0001 茨城県結城市結城９８５８

0296-33-7890

茨城県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス下館店

308-0021 茨城県筑西市甲９１９－１

0296-23-3567

茨城県

ウエルシア下館南店

308-0041 茨城県下館市乙９１６

0296-21-0227

茨城県

株式会社ドン・キホーテ下館店

308-0054 茨城県筑西市西谷貝８１３

0296-20-1601

茨城県

株式会社ツルハ関城店

308-0126 茨城県筑西市関本中７３－１

0296-21-5268

茨城県

株式会社クスリのアオキ直井店

308-0803 茨城県筑西市直井１１６７

0296-48-6856

茨城県

ドラッグてらしま下館店

308-0841 茨城県下館市二木成字弁天９４３

0296-24-8178

茨城県

株式会社トライアルカンパニーメガセンタートライアル筑西店

308-0847 茨城県筑西市玉戸１０８６－５

0296-26-7001

茨城県

株式会社マツモトキヨシ玉戸モール店

308-0847 茨城県筑西市玉戸１０１８－４１

0296-26-8233

茨城県

クスリのアオキ桜川岩瀬店

309-1211 茨城県桜川市岩瀬２６８７－８

0296-71-8222

茨城県

株式会社ジェーソン岩瀬店

309-1212 茨城県桜川市富士見台２－１０１

0296-75-1255

茨城県

ドラッグてらしま岩瀬御領店

309-1215 茨城県桜川市御領１－２３

0296-76-2078

茨城県

株式会社カワチ薬品岩瀬店

309-1216 茨城県桜川市明日香２－４－３

0296-76-5801

茨城県

ドラッグストアトライウェル桜川店

309-1453 茨城県桜川市友部７６５－１

0296-75-8878

茨城県

ドラッグてらしま笠間店

309-1611 茨城県笠間市笠間字稲荷町９９－７

0296-73-0998

茨城県

株式会社カワチ薬品笠間店

309-1611 茨城県笠間市笠間１６９０－１

0296-72-7288

茨城県

ドラッグてらしま笠間南店

309-1613 茨城県笠間市石井２１０４

0296-70-0073

茨城県

株式会社クスリのアオキ笠間石井店

309-1613 茨城県笠間市石井２０９２

0296-71-7025

茨城県

ドラッグてらしま新友部店

309-1705 茨城県笠間市東平３－１－７

0296-77-3708

茨城県

株式会社カワチ薬品友部店

309-1705 茨城県笠間市東平３－１－１５

0296-78-2962

茨城県

スーパーセンタートライアル笠間店

309-1717 茨城県笠間市旭町４３０－１

0296-71-2161

茨城県

ドラッグてらしま友部旭町店

309-1717 茨城県笠間市旭町４８８－１

0296-78-1978

茨城県

株式会社ツルハ友部店

309-1717 茨城県笠間市旭町３９７－１

0296-70-5778

茨城県

株式会社ツルハ水戸三の丸店

310-0011 茨城県水戸市三の丸３－１２－２１

029-302-8268

茨城県

アヴニールコクミンドラッグ

310-0015 茨城県水戸市宮町 １丁目１－１ ＪＲ水戸駅構内

029-227-8319

茨城県

カワチ薬品水戸オーパ店

310-0015 茨城県水戸市宮町１－７－３３水戸オーパ内

029-232-8035
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茨城県

ディスカウントドラッグコスモス上水戸店

310-0041 茨城県水戸市上水戸３－７－６

029-246-5288

茨城県

株式会社ツルハ上水戸店

310-0041 茨城県水戸市上水戸２－８－５９

029-257-2268

茨城県

ウエルシア水戸西原店

310-0044 茨城県水戸市西原１－１４－５８

029-257-1071

茨城県

ドラッグてらしま新原店

310-0045 茨城県水戸市新原１－１７－４

029-257-9048

茨城県

ウエルシア水戸元吉田店

310-0836 茨城県水戸市元吉田町１５７０－８

029-304-0501

茨城県

ツルハドラッグ水戸元吉田東店

310-0836 茨城県水戸市元吉田町２２４１－１

029-350-5410

茨城県

株式会社ツルハ水戸元吉田店

310-0836 茨城県水戸市元吉田町字東組３７８－１

029-304-6268

茨城県

株式会社山新グランステージ水戸店

310-0841 茨城県水戸市酒門町３２３４－１

029-246-0070

茨城県

カワチ薬品水戸けやき台店

310-0842 茨城県水戸市けやき台３－３０

029-247-9510

茨城県

株式会社カワチ薬品吉沢町店

310-0845 茨城県水戸市吉沢町２６３

029-246-1800

茨城県

株式会社クスリのアオキ吉沢店

310-0845 茨城県水戸市吉沢町１９５－３

029-303-7320

茨城県

クスリのアオキ千波店

310-0851 茨城県水戸市千波町１１６７－１

029-291-5770

茨城県

ドラッグてらしま水戸千波店

310-0851 茨城県水戸市千波町北葉山１７６３－１

029-241-0868

茨城県

ドラッグてらしま水戸御茶園通り店

310-0851 茨城県水戸市千波町２７７－６

029-241-7348

茨城県

株式会社ツルハ水戸千波店

310-0851 茨城県水戸市千波町１７４２－１

029-305-6268

茨城県

株式会社カワチ薬品水戸千波店

310-0852 茨城県水戸市笠原町１０４４－１

029-241-1380

茨城県

株式会社ジェーソン水戸店

310-0852 茨城県水戸市笠原町９７８－３９ＲＯＳＥＯＭＩＴＯ内

029-241-7250

茨城県

ドラッグてらしま平須店

310-0853 茨城県水戸市平須町１８２０－６１

029-244-0868

茨城県

ホームセンター山新平須店

310-0853 茨城県水戸市平須町１８２８

029-243-7600

茨城県

株式会社カワチ薬品渡里店

310-0902 茨城県水戸市渡里町字新田後２７１３－１

029-224-6799

茨城県

ウエルシア水戸堀町店

310-0903 茨城県水戸市堀町８７８－３

029-309-1053

茨城県

株式会社ツルハ水戸堀町店

310-0903 茨城県水戸市堀町９５７－１

029-309-6268

茨城県

ウエルシア水戸見和店

310-0911 茨城県水戸市見和１－３０８－２

029-257-6683

茨城県

クスリのアオキ水戸見和店

310-0911 茨城県水戸市見和３－１－２

029-297-1537

茨城県

株式会社サンドラッグ水戸笠原店

310-0914 茨城県水戸市小吹町新山２５８２－２

029-305-5900

茨城県

ドラッグてらしま那珂店

311-0105 茨城県那珂郡那珂町菅谷字杉原６９０

029-298-8682

茨城県

株式会社ツルハ那珂竹ノ内店

311-0110 茨城県那珂市竹ノ内１－５－１０

029-353-2268

茨城県

ドラッグテラシマ百合が丘店

311-1134 茨城県水戸市百合が丘町８－３

029-240-1618

茨城県

ウエルシアひたちなか田中後店

311-1235 茨城県ひたちなか市田中後７－２

029-264-3860

茨城県

株式会社マツモトキヨシ那珂湊店

311-1235 茨城県ひたちなか市田中後７４７８－１

029-263-2234

茨城県

カワチ薬品大洗店

311-1305 茨城県東茨城郡大洗町港中央１１－２

029-267-7510

茨城県

ドラッグてらしま鉾田舟木店

311-1501 茨城県鉾田市舟木１７１－１

0291-36-3128

茨城県

ドラッグてらしま鉾田中根店

311-1517 茨城県鉾田市鉾田１２５９－３

0291-32-4198

茨城県

株式会社クリエイトエス・ディー茨城鉾田店

311-1518 茨城県鉾田市新鉾田西１－５－１

0291-34-7455

茨城県

株式会社マツモトキヨシ鉾田アクロス店

311-1522 茨城県鉾田市塔ケ崎１０１７－１ショッピングガーデンアクロス内

0291-34-1055

茨城県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ鉾田店

311-2103 茨城県鉾田市汲上１１６０－１

0291-32-9010

茨城県

ウエルシア鹿嶋大野店

311-2215 茨城県鹿嶋市和７８９－２

0299-90-9100

茨城県

株式会社ナフコホームプラザナフコ潮来店

311-2424 茨城県潮来市潮来６０６１

0299-80-1481

茨城県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ潮来店

311-2424 茨城県潮来市潮来１１４０－８

0299-62-2155

茨城県

株式会社マツモトキヨシ牛堀ララルー店

311-2437 茨城県潮来市永山７７７

0299-64-6811

茨城県

ウエルシア潮来新宮南店

311-2443 茨城県潮来市新宮南１４３７－１

0299-67-0015

茨城県

ベイシア潮来店

311-2446 茨城県潮来市須賀南３２１

0299-80-0888

茨城県

株式会社ツルハ水戸南店

311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡３４８０－１

029-219-0006

茨城県

株式会社ツルハ茨城桜の郷店

311-3117 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷３２９４－６

029-219-0268

茨城県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ玉造店

311-3500 茨城県行方郡玉造町川向甲９７３

0299-55-4811

茨城県

ウエルシア行方玉造店

311-3512 茨城県行方市玉造甲６５９－２

0299-35-6602

茨城県

株式会社ジェーソン行方店

311-3512 茨城県行方市玉造甲１０１７－１

0299-55-0520

茨城県

株式会社ベイシア玉造店

311-3512 茨城県行方郡玉造町大町甲６４２－１

0299-55-4477

茨城県

ドラッグてらしま麻生店

311-3832 茨城県行方郡麻生町麻生３２８９－４６

0299-72-3108

茨城県

株式会社ツルハ水戸赤塚店

311-4151 茨城県水戸市姫子２－３０

029-309-6722

茨城県

株式会社ドン・キホーテ水戸店

311-4153 茨城県水戸市河和田町３８９１－４３４

029-240-2011

茨城県

株式会社ツルハ城里店

311-4302 茨城県東茨城郡城里町那珂西字東大堀１４１３

029-255-7555

茨城県

クスリのアオキ馬渡店

312-0000 茨城県ひたちなか市東部第二土地区画整理事業地内９５街区１

029-352-3366

茨城県

株式会社ツルハひたちなか昭和通り店

312-0011 茨城県ひたちなか市中根３３２５－１３

029-354-1178

茨城県

ドラッグてらしまひたちなか馬渡向野店

312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡向野２９１１－１８

029-272-7348

茨城県

ディスカウントドラッグコスモスひたちなか松戸店

312-0016 茨城県ひたちなか市松戸町３－３－２

029-219-9772

茨城県

ドラッグストアマツモトキヨシひたちなか笹野店

312-0018 茨城県ひたちなか市笹野町１－９－４

029-202-5055

茨城県

ウエルシアひたちなか大平店

312-0023 茨城県ひたちなか市大平３－１１－２０

029-202-5026

茨城県

ウエルシアひたちなか堂端店

312-0051 茨城県ひたちなか市堂端２－１－４

029-354-0037

茨城県

ウエルシアひたちなか六ツ野店

312-0052 茨城県ひたちなか市東石川３３７９－１５

029-271-4520

茨城県

株式会社マツモトキヨシヨークタウンひたちなか店

312-0052 茨城県ひたちなか市東石川３６１４－１

029-275-5776

茨城県

ウエルシアひたちなか外野店

312-0053 茨城県ひたちなか市外野２－１２－４

029-202-5022

茨城県

サンドラッグひたちなか大成店

312-0055 茨城県ひたちなか市大成町１１－５

029-229-1771

茨城県

株式会社ツルハ勝田店

312-0056 茨城県ひたちなか市青葉町３－１２

029-353-5251

茨城県

株式会社長崎屋勝田店

312-0057 茨城県ひたちなか市石川町１－１

029-273-3810

茨城県

クスリのアオキ高場店

312-0062 茨城県ひたちなか市高場１８５６－１

029-352-2071

茨城県

ドラッグてらしま佐和店

312-0062 茨城県ひたちなか市高場４７０

029-285-9118

茨城県

株式会社マツモトキヨシひたちなか佐和店

312-0062 茨城県ひたちなか市高場１４８４

029-285-7748

茨城県

株式会社カワチ薬品常陸太田店

313-0013 茨城県常陸太田市山下町１７０４－４

0294-72-7746

茨城県

ウエルシア常陸太田木崎店

313-0014 茨城県常陸太田市木崎二町１８０６－１

0294-80-7020

茨城県

株式会社ツルハ常陸太田店

313-0014 茨城県常陸太田市木崎二町１７２７－１

0294-80-2680

茨城県

ウエルシア常陸太田中城店

313-0061 茨城県常陸太田市中城町２９９０－１

0294-80-7117

茨城県

ウエルシア常陸太田久米店

313-0123 茨城県常陸太田市久米町１２３

0294-70-3101

茨城県

ドラッグてらしま鹿嶋宮津台店

314-0006 茨城県鹿嶋市宮津台１５１－５２

0299-83-3468

茨城県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ鹿嶋店

314-0030 茨城県鹿嶋市厨３－１０－１

0299-85-1560

茨城県

イオンリテール株式会社イオン鹿嶋店

314-0031 茨城県鹿嶋市宮中２９０－１

0299-83-0111

茨城県

クスリのアオキ神向寺店

314-0031 茨城県鹿嶋市宮中４７８０

0299-95-7306

茨城県

株式会社クスリのアオキ鹿嶋宮中店

314-0031 茨城県鹿嶋市宮中２４８－３

0299-94-8621

茨城県

ドラッグてらしま鹿嶋緑ヶ丘店

314-0039 茨城県鹿嶋市緑ヶ丘４－６－７

0299-82-3352

茨城県

ウエルシア神栖知手中央店

314-0112 茨城県神栖市知手中央６－６－１９

0299-95-0155

茨城県

ドラッグてらしま知手店

314-0112 茨城県鹿島郡神栖町知手中央２－２－２７

0299-96-8398

茨城県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ知手店

314-0112 茨城県鹿島郡神栖町知手中央３－５－１

0299-90-5450

茨城県

株式会社ドン・キホーテ神栖店

314-0132 茨城県神栖市筒井１４７０－４

0299-90-1311
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茨城県

ワンダーグー鹿島店

314-0135 茨城県神栖市堀割３－３－２０

0299-91-0175

茨城県

ドラッグてらしま神栖大野原店

314-0144 茨城県神栖市大野原３－９－３６

0299-93-8538

茨城県

株式会社マツモトキヨシ神栖店

314-0144 茨城県鹿島郡神栖町大野原４－４７４－１

0299-92-2571

茨城県

ドラッグてらしま神栖平泉店

314-0146 茨城県神栖市平泉字関下１－４

0299-93-0268

茨城県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ神栖店

314-0146 茨城県鹿島郡神栖町平泉５２７－３６

0299-92-3796

茨城県

ドラッグてらしま神栖店

314-0147 茨城県鹿島郡神栖町鰐川１－１４３

0299-93-2408

茨城県

ドラッグてらしま神栖若松店

314-0256 茨城県神栖市若松中央２－１０

0479-40-0408

茨城県

ドラッグてらしま土合店

314-0341 茨城県鹿島郡波崎町矢田部字後山７８０３－５１

0479-40-5588

茨城県

クスリのアオキ神栖土合店

314-0346 茨城県神栖市土合西１－３－２８

0479-21-6312

茨城県

クスリのアオキ波崎店

314-0408 茨城県神栖市波崎６８８６－１

0479-21-7022

茨城県

株式会社セイジョービーケアセイジョー石岡店

315-0001 茨城県石岡市石岡２２２２－２

0299-35-5510

茨城県

株式会社クスリのアオキ石岡若宮店

315-0017 茨城県石岡市若宮１－６－２６

0299-56-3761

茨城県

ディスカウントドラッグコスモス東光台店

315-0033 茨城県石岡市東光台４－１３－１

0299-56-7127

茨城県

トライウェル石岡東光台店

315-0033 茨城県石岡市東光台４－１０－１

0299-28-2050

茨城県

スーパーセンタートライアルかすみがうら店

315-0052 茨城県かすみがうら市下稲吉２６５４－１

0299-59-0533

茨城県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ千代田店

315-0054 茨城県新治郡千代田町稲吉２－２６１３－１５８

0298-32-3483

茨城県

株式会社ツルハ八郷店

315-0116 茨城県石岡市柿岡字沖２７４３－１

0299-44-8550

茨城県

株式会社マツモトキヨシ八郷店

315-0116 茨城県新治郡八郷町柿岡５６８７－２

0299-43-3551

茨城県

ドラッグてらしま八郷店

315-0131 茨城県新治郡八郷町下林２７８

0299-43-3188

茨城県

株式会社サンドラッグ日立河原子店

316-0005 茨城県日立市河原子町１－４－１５

0294-29-7330

茨城県

ウエルシア日立金沢店

316-0015 茨城県日立市金沢町１－１４－６

0294-28-6650

茨城県

ワンダーグー日立中央店

316-0036 茨城県日立市鮎川町１－３－３

0294-28-5130

茨城県

サンドラッグシーマークスクウェア日立店

317-0052 茨城県日立市東滑川町５－１

0294-44-7731

茨城県

スーパービバホームシーマークスクエア日立店

317-0052 茨城県日立市東滑川町５－１－４

0294-44-9751

茨城県

ウエルシア薬局日立本宮店

317-0054 茨城県日立市本宮町４－１２－１

0294-27-7127

茨城県

株式会社ツルハ日立東町店

317-0061 茨城県日立市東町４－５－２

0294-26-8268

茨城県

株式会社サンドラッグ日立会瀬店

317-0076 茨城県日立市会瀬町４－１４－１

0294-25-7280

茨城県

ドラッグてらしま高萩店

318-0021 茨城県高萩市安良川２１４－１

0293-20-4008

茨城県

ドラッグてらしま美野里店

319-0123 茨城県小美玉市羽鳥２９０８－３

0299-28-7710

茨城県

株式会社ツルハ羽鳥店

319-0123 茨城県小美玉市羽鳥２７３８－６８

0299-28-8228

茨城県

イオンリテール株式会社イオン水戸内原店

319-0305 茨城県水戸市中原町字西１３５

029-259-1400

茨城県

株式会社ツルハ水戸内原店

319-0315 茨城県水戸市内原町字桧宮１７５－１７

029-259-0268

茨城県

株式会社ツルハ東海店

319-1108 茨城県那珂郡東海村村松北１－８２５－１

029-270-5977

茨城県

ドラッグてらしま東海店

319-1111 茨城県那珂郡東海村舟石川７４７－３６

029-287-2288

茨城県

株式会社マツモトキヨシ東海村店

319-1111 茨城県那珂郡東海村舟石川大山台５６９－７

029-287-3121

茨城県

株式会社ツルハ日立大みか店

319-1221 茨城県日立市大みか町３－２４

0294-28-0268

茨城県

ウエルシア日立南高野店

319-1224 茨城県日立市南高野町２－１５－１

0294-29-3955

茨城県

クスリのアオキ南高野店

319-1224 茨城県日立市南高野町２－１６－４１

0294-59-3755

茨城県

株式会社カインズホーム日立店

319-1231 茨城県日立市留町字前川１２７０－２

0294-28-1000

茨城県

ツルハドラッグ日立十王店

319-1304 茨城県日立市十王町友部３４７４

0294-33-9288

茨城県

株式会社カワチ薬品川尻店

319-1411 茨城県日立市川尻町５－５７－１０

0294-42-1767

茨城県

ウエルシア日立田尻２号店

319-1416 茨城県日立市田尻町３－２６－１３

0294-44-7815

茨城県

株式会社カワチ薬品田尻店

319-1416 茨城県日立市田尻町４－３６－１０

0294-43-6887

茨城県

ドラッグてらしま磯原店

319-1541 茨城県北茨城市磯原町磯原３－２０

0293-30-7128

茨城県

ホーマックニコット磯原店

319-1545 茨城県北茨城市磯原町木皿１００１

0293-30-7120

茨城県

ドラッグてらしま北茨城中郷店

319-1559 茨城県北茨城市中郷町上桜井１５８６

0293-42-7868

茨城県

株式会社カワチ薬品北茨城店

319-1559 茨城県北茨城市中郷町上桜井字高田２１８９

0293-43-7570

茨城県

株式会社ツルハ北茨城店

319-1559 茨城県北茨城市中郷町上桜井字細谷２８３０

0293-30-6001

茨城県

株式会社ツルハ北茨城大津店

319-1704 茨城県北茨城市大津町北町４－５－１５－１

0293-30-5268

茨城県

ウエルシア常陸大宮石沢南店

319-2135 茨城県常陸大宮市石沢１６８６－１

0295-53-8155

茨城県

ドラッグてらしま常陸大宮石沢店

319-2135 茨城県常陸大宮市石沢１８４４－４

0295-52-6618

茨城県

ドラッグてらしま常陸大宮山方店

319-3111 茨城県常陸大宮市山方下湯沢内５８２－２

0295-54-4880

茨城県

ウエルシア大子池田店

319-3551 茨城県久慈郡大子町池田１５０６

0295-79-1688

茨城県

ドラッグストアトライウェル大子店

319-3551 茨城県久慈郡大子町池田１３２１－１

0295-79-0155

栃木県

株式会社マツモトキヨシミュゼ豊郷台店

320-0003 栃木県宇都宮市豊郷台２－８７

028-643-8497

栃木県

株式会社カワチ薬品大曽店

320-0014 栃木県宇都宮市大曽３－４－５

028-622-3433

栃木県

ウエルシア宇都宮戸祭町店

320-0053 栃木県宇都宮市戸祭町３０２２

028-650-4744

栃木県

カワチ薬品戸祭南店

320-0053 栃木県宇都宮市戸祭町３０２０－６

028-621-7360

栃木県

株式会社ツルハ宇都宮戸祭店

320-0056 栃木県宇都宮市戸祭３－６－２

028-600-4268

栃木県

株式会社マツモトキヨシ東日本販売宇都宮戸祭店

320-0056 栃木県宇都宮市戸祭１－６－９

028-600-3360

栃木県

株式会社カワチ薬品戸祭店

320-0058 栃木県宇都宮市上戸祭２丁目１－１２

028-625-7590

栃木県

マツモトキヨシカルナ駒生店

320-0065 栃木県宇都宮市駒生町１２８８－１

028-600-5061

栃木県

株式会社ツルハ宇都宮野沢店

320-0071 栃木県宇都宮市野沢町５３－１

028-666-2268

栃木県

クスリのアオキ細谷店

320-0074 栃木県宇都宮市細谷町６８７－１

028-611-1254

栃木県

株式会社ツルハ宇都宮宝木本町店

320-0075 栃木県宇都宮市宝木本町１４８０－６

028-666-3268

栃木県

株式会社カワチ薬品一条店

320-0818 栃木県宇都宮市旭２－１５－１６

028-634-2817

栃木県

ウエルシア宇都宮花房店

320-0827 栃木県宇都宮市花房３－３－４７

028-614-7868

栃木県

クスリのアオキ南宇都宮店

320-0838 栃木県宇都宮市吉野２－８－１

028-678-2965

栃木県

株式会社カワチ薬品鶴田店

320-0846 栃木県宇都宮市滝の原２丁目５－２２

028-634-7989

栃木県

ウエルシア宇都宮鶴田町店

320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町１８９－１

028-688-0550

栃木県

ディスカウントドラッグコスモス鶴田店

320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町１０３７

028-666-0359

栃木県

ドラッグストアマツモトキヨシ宇都宮鶴田店

320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町１４２５

028-649-1650

栃木県

株式会社カワチ薬品鶴田北店

320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町７２９－２

028-647-1251

栃木県

株式会社トライアルカンパニー宇都宮店

320-0865 栃木県宇都宮市睦町５－５

028-614-3933

栃木県

株式会社マツモトキヨシアピタ宇都宮店

321-0101 栃木県宇都宮市江曽島本町２２－７

028-645-7500

栃木県

ウエルシア宇都宮春日町店

321-0108 栃木県宇都宮市春日町６８２

028-684-1671

栃木県

ドラッグてらしま五代店

321-0135 栃木県宇都宮市五代１－３－７

0286-88-3338

栃木県

株式会社関東セイムスドラッグセイムスみどり野店

321-0136 栃木県宇都宮市みどり野町１５－６

028-688-1055

栃木県

ウエルシア宇都宮西川田店

321-0151 栃木県宇都宮市西川田町９１３－１

028-615-0030

栃木県

株式会社カワチ薬品若松原店

321-0153 栃木県宇都宮市北若松原１－１７－１７

028-654-2780

栃木県

株式会社サンドラッグ若松原店

321-0153 栃木県宇都宮市北若松原１－１４－１３

028-688-3131

栃木県

ウエルシア宇都宮兵庫塚店

321-0156 栃木県宇都宮市兵庫塚町１７３－１

028-688-3260

栃木県

株式会社カワチ薬品おもちゃのまち店

321-0204 栃木県下都賀郡壬生町緑町２丁目１５－１５

0282-86-5568
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栃木県

ジェーソン壬生店

321-0218 栃木県下都賀郡壬生町落合１－１８－１１

0282-82-8211

栃木県

ツルハドラッグ宇都宮大谷店

321-0345 栃木県宇都宮市大谷町１０８２－１

028-680-7525

栃木県

株式会社ベイシア烏山店

321-0622 栃木県那須郡烏山町城東１８８０

0287-80-0088

栃木県

株式会社ツルハ宇都宮陽東店

321-0904 栃木県宇都宮市陽東２－１６－２５

028-613-6268

栃木県

株式会社サンドラッグ宇都宮石井店

321-0912 栃木県宇都宮市石井町３３５１－１ヨークベニマル石井店内

028-657-5070

栃木県

カワチ薬品平松本町店

321-0932 栃木県宇都宮市平松本町８０７－１

028-663-7100

栃木県

株式会社ツルハ宇都宮平松本町店

321-0932 栃木県宇都宮市平松本町１１３９－１

028-614-8268

栃木県

株式会社マツモトキヨシ東日本販売宇都宮平松本町店

321-0932 栃木県宇都宮市平松本町１１０９－８

028-610-0256

栃木県

ウエルシア宇都宮簗瀬二号店

321-0933 栃木県宇都宮市簗瀬町２５６１－１

028-614-8022

栃木県

株式会社ツルハ宇都宮東峰店

321-0944 栃木県宇都宮市東峰町３４５１－１

028-613-0268

栃木県

マツモトキヨシカルナ宇都宮駅東店

321-0945 栃木県宇都宮市宿郷３－１６－３カルナショッピングセンター内

028-689-9175

栃木県

マツモトキヨシ宇都宮越戸店

321-0951 栃木県宇都宮市越戸町１５１－１

028-689-8329

栃木県

株式会社ツルハ宇都宮東宿郷店

321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷６－９－１７

028-610-0268

栃木県

ウエルシア宇都宮今泉新町店

321-0961 栃木県宇都宮市今泉新町２６０－６

028-664-1852

栃木県

株式会社福田屋ショッピングプラザ宇都宮店

321-0962 栃木県宇都宮市今泉町２３７

028-623-5111

栃木県

株式会社マツモトキヨシ宇都宮駅ビル

321-0965 栃木県宇都宮市川向町１－２３

028-627-8536

栃木県

株式会社マツモトキヨシ宇都宮御幸ケ原店

321-0982 栃木県宇都宮市御幸ケ原町５０－１

028-660-5510

栃木県

株式会社ツルハ日光板橋店

321-1102 栃木県日光市板橋３１７４－１

0288-32-1268

栃木県

ドラッグてらしま日光インター店

321-1412 栃木県日光市東和町６８－１

0288-53-6338

栃木県

株式会社カワチ薬品日光店

321-1423 栃木県日光市七里６６２－１

0288-53-0830

栃木県

ツルハドラッグ宇都宮徳次郎店

321-2116 栃木県宇都宮市徳次郎町２７３－２

028-680-6561

栃木県

カワチ薬品大沢店

321-2345 栃木県日光市木和田島１５６７－５１

0288-26-9200

栃木県

クスリのアオキ大沢店

321-2345 栃木県日光市木和田島１５６４－１３

0288-25-6131

栃木県

ドラッグてらしま今市店

321-2405 栃木県今市市芹沼字石神殿１４６１－２

0288-22-8388

栃木県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス今市モール店

321-2405 栃木県日光市芹沼字石神殿１４７０－１スーパーモール今市内

0288-30-7000

栃木県

イオンリテール株式会社イオン今市店

321-2414 栃木県日光市豊田７９－１

0288-30-2000

栃木県

ウエルシア宇都宮テクノポリス店

321-3222 栃木県宇都宮市野高谷町１１０５

028-670-8310

栃木県

ウエルシア宇都宮清原台店

321-3223 栃木県宇都宮市清原台１－１４－１

028-670-8223

栃木県

株式会社カワチ薬品ゆいの杜店

321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜６－８－４

028-667-9810

栃木県

株式会社カワチ薬品芳賀店

321-3304 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井１０８８－１

028-677-8711

栃木県

ドラッグてらしま市貝店

321-3426 栃木県芳賀郡市貝町赤羽３５５－４

0285-67-1147

栃木県

トライアルドラッグ茂木店

321-3531 栃木県芳賀郡茂木町茂木１３９８－２

0570-03-5550

栃木県

株式会社カワチ薬品茂木店

321-3531 栃木県芳賀郡茂木町茂木１７８もぴあ内

0285-63-5171

栃木県

ドラッグてらしま益子店

321-4104 栃木県芳賀郡益子町大沢１３８－１

0285-70-1108

栃木県

株式会社カワチ薬品益子店

321-4105 栃木県芳賀郡益子町北中１３－１

0285-72-8666

栃木県

ウエルシア真岡荒町店

321-4305 栃木県真岡市荒町３－４４－２

0285-80-8410

栃木県

株式会社カワチ薬品真岡東店

321-4305 栃木県真岡市荒町３丁目５０－２

0285-84-7531

栃木県

株式会社クスリのアオキ真岡荒町店

321-4305 栃木県真岡市荒町２－１－５８

0285-81-3350

栃木県

ウエルシア真岡大谷新町店

321-4332 栃木県真岡市大谷新町１９－７

0285-80-8860

栃木県

ドラッグてらしま真岡店

321-4335 栃木県真岡市下高間木３２－１

028-581-1908

栃木県

株式会社カワチ薬品真岡西新店

321-4337 栃木県真岡市上高間木３－２－１

0285-85-0811

栃木県

ウエルシア真岡熊倉店

321-4362 栃木県真岡市熊倉町１－１－１

0285-80-7122

栃木県

ウエルシア真岡亀山店

321-4363 栃木県真岡市亀山１－１９－１

0285-80-7380

栃木県

ドラッグてらしま二宮店

321-4522 栃木県芳賀郡二宮町久下田西２－８－２

0285-74-3688

栃木県

株式会社カワチ薬品千渡店

322-0002 栃木県鹿沼市千渡１７５４－４

0289-63-5691

栃木県

クスリのアオキ下武子店

322-0004 栃木県鹿沼市下武子町５４－１

0289-74-7002

栃木県

株式会社クスリのアオキ東町店

322-0022 栃木県鹿沼市東町２－２－４１

0289-77-7705

栃木県

株式会社カワチ薬品鹿沼南店

322-0026 栃木県鹿沼市茂呂字西茂呂２３１９－１

0289-63-5960

栃木県

株式会社マツモトキヨシ鹿沼西茂呂店

322-0029 栃木県鹿沼市西茂呂２－２３－５

0289-64-5641

栃木県

クスリのアオキ鳥居跡店

322-0044 栃木県鹿沼市鳥居跡町１４４７－１

0289-77-5650

栃木県

カワチ薬品樅山店

322-0046 栃木県鹿沼市樅山町４７－１

0289-65-5600

栃木県

ツルハドラッグ西方店

322-0606 栃木県栃木市西方町本城４４－１

0282-21-7667

栃木県

マツモトキヨシおやまゆうえんハーヴェストウォーク店

323-0014 栃木県小山市喜沢１４７５おやまゆうえんハーヴェストウォーク内

0285-20-0050

栃木県

ウエルシア小山花垣店

323-0027 栃木県小山市花垣町１－４

0285-30-7502

栃木県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス小山花垣店

323-0027 栃木県小山市花垣町２－１１－２９

0285-20-6010

栃木県

スギドラッグ小山若木店

323-0028 栃木県小山市若木町１－６－４１

0285-39-7278

栃木県

ウエルシア小山城北店

323-0029 栃木県小山市城北３－２－８

0285-30-3733

栃木県

株式会社クスリのアオキ城北店

323-0029 栃木県小山市城北６－１－８

0285-38-8231

栃木県

ウエルシア小山神鳥谷店

323-0034 栃木県小山市神鳥谷５－１７－２３

0285-20-8030

栃木県

イオンリテール株式会社イオン小山店

323-0806 栃木県小山市中久喜１４６７－１

0285-30-3000

栃木県

ウエルシア小山犬塚店

323-0811 栃木県小山市犬塚東部第２土地区画整理地２１街区２画地

0285-31-3607

栃木県

ドラッグストアトライウェル小山犬塚店

323-0811 栃木県小山市犬塚１－１３－２

0285-30-7755

栃木県

株式会社カワチ薬品小山東店

323-0811 栃木県小山市大字犬塚４０５－４

0285-25-5677

栃木県

ウエルシア小山西城南店

323-0820 栃木県小山市西城南６－１１－４

0285-31-4670

栃木県

ウエルシア小山駅南店

323-0822 栃木県小山市駅南町２－６－１

0285-31-0053

栃木県

株式会社カワチ薬品小山西店

323-0827 栃木県小山市神鳥谷７００－１

0285-24-7580

栃木県

株式会社カワチ薬品東城南店

323-0829 栃木県小山市東城南１－３３－１

0285-28-0620

栃木県

ドラッグてらしま藤岡店

323-1104 栃木県下都賀郡藤岡町藤岡１１９８－１

0282-61-1128

栃木県

ツルハドラッグ大田原薄葉店

324-0035 栃木県大田原市薄葉１８２１－１

0287-48-6916

栃木県

株式会社カワチ薬品大田原南店

324-0046 栃木県大田原市加冶屋９４－１１７

0287-24-2223

栃木県

クスリのアオキ山の手店

324-0051 栃木県大田原市山の手２－１５－２９

0287-47-7481

栃木県

ウエルシアアクロスプラザ大田原店

324-0054 栃木県大田原市若松町１６４２－６

0287-20-0001

栃木県

株式会社サンドラッグ大田原住吉店

324-0057 栃木県大田原市住吉町２－７－２

0287-20-0130

栃木県

株式会社カワチ薬品黒羽店

324-0241 栃木県大田原市黒羽向町４６５－１５

0287-54-2890

栃木県

株式会社カワチ薬品小川店

324-0501 栃木県那須郡那珂川町小川２３８２－３

0287-96-5585

栃木県

ドラッグストアマツモトキヨシ那須塩原上厚崎店

325-0026 栃木県那須塩原市上厚崎３７３－３

0287-60-2580

栃木県

株式会社クスリのアオキ上厚崎店

325-0026 栃木県那須塩原市上厚崎３４２－３

0287-74-5661

栃木県

株式会社カワチ薬品黒磯店

325-0061 栃木県黒磯市末広町６５－２

0287-64-5601

栃木県

ディスカウントドラッグコスモス黒磯店

325-0067 栃木県那須塩原市清住町９５－４４

0287-73-8920

栃木県

株式会社クスリのアオキ豊住町店

325-0072 栃木県那須塩原市豊住町８０－９

0287-73-5955

栃木県

株式会社マツモトキヨシ黒磯店

325-0072 栃木県黒磯市豊住町７８－５

0287-64-3605

栃木県

株式会社サンドラッグあしかがハーヴェストプレース店

326-0005 栃木県足利市大月町３－２

0284-40-2170

栃木県

株式会社セキ薬品山川町店

326-0021 栃木県足利市山川町７０５－１

0284-40-2400
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栃木県

株式会社クスリのアオキ大町店

326-0056 栃木県足利市大町５３１－１

0284-22-8223

栃木県

株式会社カワチ薬品足利北店

326-0063 栃木県足利市新山町２２３３－１

0284-41-1131

栃木県

ウエルシア足利小俣店

326-0141 栃木県足利市小俣町５１６

0284-65-0012

栃木県

株式会社ナガタ薬局足利福居店

326-0336 栃木県足利市百頭町２１０５

0284-70-6071

栃木県

ユニー株式会社アピタ足利店

326-0823 栃木県足利市朝倉町２４５

0284-72-8811

栃木県

株式会社サンドラッグ足利店

326-0823 栃木県足利市朝倉町２－２１－１６

0284-70-0933

栃木県

株式会社カワチ薬品足利西店

326-0826 栃木県足利市借宿町５５７－１

0284-73-2512

栃木県

ウエルシア足利五十部店

326-0843 栃木県足利市五十部町４１９－１

0284-20-1073

栃木県

株式会社マツモトキヨシ足利大前店

326-0845 栃木県足利市大前町仲田６６５－１

028-462-8605

栃木県

ディスカウントドラッグコスモス赤坂店

327-0004 栃木県佐野市赤坂町９６０－１３

0283-25-8888

栃木県

株式会社カワチ薬品佐野赤坂店

327-0004 栃木県佐野市赤坂町９５７－２１

0283-21-6300

栃木県

株式会社サンドラッグ佐野田島店

327-0031 栃木県佐野市田島町３８－１９

0283-20-8051

栃木県

株式会社シバタ薬品新田沼店

327-0313 栃木県佐野市吉水町１１３４－１

0283-61-1072

栃木県

株式会社カワチ薬品田沼店

327-0317 栃木県佐野市田沼町２７３－１

0283-62-6223

栃木県

株式会社クスリのアオキ田沼店

327-0317 栃木県佐野市田沼町１８０３－４

0283-85-8011

栃木県

クスリのアオキ犬伏店

327-0805 栃木県佐野市犬伏中町１９３４－２

0283-86-7575

栃木県

ドラッグストアマツモトキヨシ佐野伊勢山店

327-0817 栃木県佐野市伊勢山町１９０２

0283-20-1830

栃木県

イオンリテール株式会社イオン佐野新都市店

327-0821 栃木県佐野市高萩町１３２４－１

0283-20-5252

栃木県

株式会社スギ薬局佐野店

327-0831 栃木県佐野市浅沼町６０３－３

0283-27-1177

栃木県

ウエルシア佐野植上店

327-0832 栃木県佐野市植上町１７８６－２

0283-20-5025

栃木県

ウエルシア佐野富岡店

327-0844 栃木県佐野市富岡町１７１２－１

0283-27-2956

栃木県

株式会社カワチ薬品都賀インター店

328-0011 栃木県栃木市大宮町２８１５

0282-27-2660

栃木県

ドン・キホーテ栃木平柳店

328-0012 栃木県栃木市平柳町２－２６－２６

0282-29-5111

栃木県

株式会社サンドラッグ平柳店

328-0012 栃木県栃木市平柳町２－２６－２０

0282-29-6511

栃木県

とちぎコープ生活協同組合栃木店

328-0027 栃木県栃木市今泉町１－５－１１

0282-27-8119

栃木県

ウエルシア栃木日ノ出町店

328-0031 栃木県栃木市日ノ出町５－１４

0282-20-3901

栃木県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス城内店

328-0033 栃木県栃木市城内町２－２０－２０

0282-20-7655

栃木県

ドラッグストアマツモトキヨシ栃木蔵の街店

328-0044 栃木県栃木市富士見町１０５４－２

0282-20-7050

栃木県

ウエルシア栃木片柳店

328-0053 栃木県栃木市片柳町４－２－２８

0282-20-5508

栃木県

クスリのアオキ薗部店

328-0074 栃木県栃木市薗部町３－５－２

0282-28-7601

栃木県

イオンリテール株式会社イオン栃木店

328-0075 栃木県栃木市箱森町３７－９

0282-22-7711

栃木県

株式会社カワチ薬品栃木インター店

328-0075 栃木県栃木市箱森町３８－６３

0282-22-0841

栃木県

株式会社カワチ薬品箱森店

328-0075 栃木県栃木市箱森町１１－４２

0282-23-6966

栃木県

株式会社クスリのアオキ友沼店

329-0101 栃木県下都賀郡野木町友沼５９８７－１

0280-33-7911

栃木県

株式会社マツモトキヨシ野木友沼店

329-0101 栃木県下都賀郡野木町友沼５３０９

0280-57-9881

栃木県

ドラッグストアクラモチ野木店

329-0111 栃木県下都賀郡野木町丸林５５９

0280-55-2900

栃木県

株式会社マツモトキヨシ野木店

329-0111 栃木県下都賀郡野木町丸林字雷電５６５－１

0280-57-0373

栃木県

ウエルシア美しが丘店

329-0207 栃木県小山市美しが丘１－２－３

0285-41-0558

栃木県

スーパーセンタートライアル間々田店

329-0207 栃木県小山市美しが丘１－１９－３

0285-41-2500

栃木県

ウエルシア下野小金井店

329-0412 栃木県下野市柴８３０－９

0285-43-1056

栃木県

株式会社クスリのアオキ小金井店

329-0415 栃木県下野市川中子３３２９－７

0285-39-7281

栃木県

株式会社マツモトキヨシ自治医大店

329-0433 栃木県河内郡南河内町緑１－９－４

0285-44-0013

栃木県

株式会社カワチ薬品自治医大店

329-0434 栃木県下野市祇園１－８

0285-40-6891

栃木県

ツルハドラッグ石橋店

329-0502 栃木県下野市下古山３３２７－３

0285-38-7663

栃木県

株式会社マツモトキヨシヨークタウン石橋店

329-0502 栃木県下都賀郡石橋町下古山字北原３３６２－１

0285-53-8285

栃木県

株式会社ジョイフル本田宇都宮店

329-0606 栃木県河内郡上三川町磯岡中原４２１－１

028-557-2111

栃木県

株式会社カワチ薬品上三川店

329-0611 栃木県河内郡上三川町上三川４６７１－１

0285-57-0550

栃木県

ドラッグてらしま上三川店

329-0618 栃木県河内郡上三川町しらさぎ２－３９－１

0285-55-1271

栃木県

マツモトキヨシ宇都宮岡本店

329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町２１２３－１

028-688-7872

栃木県

株式会社カワチ薬品岡本店

329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町金井台４５２９－１

028-673-7408

栃木県

株式会社ツルハ宇都宮下田原店

329-1115 栃木県宇都宮市下田原町１６９１－１

028-672-8268

栃木県

株式会社クスリのアオキ高根沢店

329-1232 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台６－２－１

028-612-6135

栃木県

株式会社マツモトキヨシ高根沢店

329-1232 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台３－１１－１

028-675-7360

栃木県

株式会社クスリのアオキ氏家勝山店

329-1300 栃木県さくら市氏家上阿久津台地土地区画整理事業１街区５

028-612-6085

栃木県

株式会社カワチ薬品さくら店

329-1312 栃木県さくら市櫻野４８６

028-681-2411

栃木県

株式会社クスリのアオキ櫻野店

329-1312 栃木県さくら市櫻野１１０１－１

028-612-8532

栃木県

株式会社マツモトキヨシ氏家店

329-1312 栃木県塩谷郡氏家町桜野字五斗蒔４４０－１

028-682-0231

栃木県

ツルハドラッグ喜連川店

329-1412 栃木県さくら市喜連川３５９２

028-686-7268

栃木県

株式会社サンドラッグ矢板店

329-2145 栃木県矢板市富田字原田１７０－１

0287-40-0801

栃木県

ドラッグストアトライウェル矢板店

329-2163 栃木県矢板市鹿島町１９７

0287-44-2600

栃木県

株式会社カワチ薬品塩谷店

329-2221 栃木県塩谷郡塩谷町玉生５５５－１

0287-45-0011

栃木県

株式会社カワチ薬品下永田店

329-2712 栃木県那須塩原市下永田１－１００３－１

0287-37-0881

栃木県

株式会社ベイシア那須塩原店

329-2713 栃木県那須塩原市緑２－１１５５－１１

0287-21-2210

栃木県

ドラッグストアマツモトキヨシ西那須野東町店

329-2721 栃木県那須塩原市東町１５－８

0287-39-7285

栃木県

クスリのアオキ太夫塚店

329-2735 栃木県那須塩原市太夫塚１－２３２－１２

0287-47-7031

栃木県

株式会社サンドラッグ西那須野店

329-2735 栃木県那須塩原市太夫塚６－２３２－３１

0287-39-6630

栃木県

ディスカウントドラッグコスモス西三島店

329-2756 栃木県那須塩原市西三島５－１６８－３

0287-53-7537

栃木県

ＶＩＣＥＶＥＲＳＡ那須店

329-3122 栃木県那須塩原市塩野崎１８４－７

0287-67-2115

栃木県

カワチ薬品黒田原店

329-3222 栃木県那須郡那須町寺子丙１－８１

0287-72-6610

栃木県

株式会社スギ薬局栃木岩舟店

329-4307 栃木県栃木市岩舟町静８７９－３

0282-21-8761

栃木県

株式会社ベイシア大平モール店

329-4406 栃木県下都賀郡大平町下皆川８４９－１

0282-45-2211

栃木県

ウエルシア大平店

329-4421 栃木県下都賀郡大平町西野田１５２

0282-45-2030

栃木県

株式会社クスリのアオキ大平店

329-4421 栃木県栃木市大平町西野田２５０－４

0282-21-7801

群馬県

ジェーソン前橋インターアカマル店

370-0001 群馬県高崎市中尾町４４－１アカマル内

027-362-3620

群馬県

株式会社ドン・キホーテＰＡＷ高崎店

370-0007 群馬県高崎市問屋町西２－１４－１７

027-370-6600

群馬県

株式会社マツモトキヨシ高崎新保町店

370-0018 群馬県高崎市新保町４２２－１

027-370-3005

群馬県

株式会社カワチ薬品高崎駅東店

370-0043 群馬県高崎市高関町４４－１

027-324-5531

群馬県

株式会社セイジョーデイリーケアセイジョー高崎高関店

370-0043 群馬県高崎市高関町２９７－１

027-310-1303

群馬県

株式会社クスリのアオキ飯塚店

370-0069 群馬県高崎市飯塚町７２３－１

027-360-3001

群馬県

株式会社スギ薬局小八木店

370-0071 群馬県高崎市小八木町２０１３－１

027-362-3688

群馬県

株式会社サンドラッグ伊勢崎境店

370-0122 群馬県伊勢崎市境栄７６９

0270-70-8033

群馬県

株式会社ジョイフル本田新田店

370-0314 群馬県新田郡新田町市野井５５６－１

0276-57-7100

群馬県

太陽ジャストプラス赤岩店

370-0503 群馬県邑楽郡千代田町赤岩字北権化１７３３

0276-86-4320
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群馬県

株式会社クスリのアオキ大泉朝日店

370-0514 群馬県邑楽郡大泉町朝日３－１－８

0276-61-3020

群馬県

株式会社カワチ薬品大泉店

370-0521 群馬県邑楽郡大泉町住吉５７－５

0276-62-8790

群馬県

株式会社マツモトキヨシフォリオ大泉店

370-0522 群馬県邑楽郡大泉町富士１－１－１

0276-63-8815

群馬県

株式会社クスリのアオキ大泉吉田店

370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田３０８９

0276-55-3191

群馬県

株式会社カインズホーム大泉店

370-0532 群馬県邑楽郡大泉町坂田５８街区１０００

0276-20-3111

群馬県

株式会社ベイシア大泉店

370-0532 群馬県邑楽郡大泉町坂田１６２－１

0276-63-1111

群馬県

ウエルシア薬局大泉古氷店

370-0536 群馬県邑楽郡大泉町古氷３０５－１

0276-20-3025

群馬県

ディスカウントドラッグコスモスオウラ店

370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町中野２９９５－７

0276-55-2248

群馬県

株式会社シバタ薬品邑楽店

370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町中野１８４７

0276-91-8534

群馬県

生協コープぐんまリセロ中野店

370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町中野４４３５

0276-88-2929

群馬県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス明和新里店

370-0708 群馬県邑楽郡明和町新里４５０－１

0276-80-7821

群馬県

イイズカ薬品上並榎店

370-0801 群馬県高崎市上並榎町４４７－３

027-362-3842

群馬県

株式会社クスリのアオキ上並榎店

370-0801 群馬県高崎市上並榎町４０－２

027-381-6151

群馬県

スギドラッグ高崎並榎店

370-0802 群馬県高崎市並榎町１５５－２

027-395-0673

群馬県

イオンリテール株式会社イオンスタイル高崎駅前店

370-0849 群馬県高崎市八島町４６－１高崎オーパ１Ｆ

027-310-2100

群馬県

イイズカ薬品中居店

370-0852 群馬県高崎市中居町４丁目７－１

027-352-4920

群馬県

株式会社クスリのアオキ上佐野店

370-0857 群馬県高崎市上佐野町６７４－１

027-386-6770

群馬県

株式会社グリーンクロス・コア高崎上佐野店

370-0857 群馬県高崎市上佐野町字粕沢９０７－１

027-310-6370

群馬県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス片岡店

370-0862 群馬県高崎市片岡町３－１－１２

027-320-6006

群馬県

生活協同組合コープぐんまリセロ寺尾店

370-0865 群馬県高崎市寺尾町５５２－１

027-310-7788

群馬県

クスリのアオキ上豊岡店

370-0871 群馬県高崎市上豊岡町５７８－５

027-395-0232

群馬県

ドラッグストアマツモトキヨシ高崎下豊岡店

370-0873 群馬県高崎市下豊岡町８９３

027-310-1170

群馬県

イイズカ薬品高崎剣崎店

370-0883 群馬県高崎市剣崎町１０６４－１

027-344-5503

群馬県

クスリのアオキ玉村店

370-1100 群馬県佐波郡玉村町文化センター周辺土地区画整理事業２８街区１

0270-61-6467

群馬県

ウエルシア玉村下新田店

370-1132 群馬県佐波郡玉村町下新田７４３－２

0270-50-1260

群馬県

株式会社ミスターマックス倉賀野店

370-1201 群馬県高崎市倉賀野町４６９１－１

027-346-8181

群馬県

株式会社カワチ薬品吉井店

370-2107 群馬県高崎市吉井町池１６００

027-387-1460

群馬県

ウエルシア高崎吉井店

370-2127 群馬県高崎市吉井町長根１５７６－１

027-320-3113

群馬県

株式会社クスリのアオキ富岡店

370-2316 群馬県富岡市富岡１３４６－６

0274-67-7788

群馬県

ウエルシア富岡七日市店

370-2343 群馬県富岡市七日市３８７

0274-89-1171

群馬県

株式会社ベイシア富岡店

370-2344 群馬県富岡市黒川字中材６５０

0274-62-1110

群馬県

ウエルシア下仁田店

370-2601 群馬県甘楽郡下仁田町下仁田字東原３８８－１

0274-70-3580

群馬県

イオンリテール株式会社イオン高崎店

370-3521 群馬県高崎市棟高町１４００

027-310-9500

群馬県

ウエルシア高崎棟高店

370-3521 群馬県高崎市棟高町６８１－１

027-310-0202

群馬県

株式会社クスリのアオキ中泉店

370-3524 群馬県高崎市中泉町６０９－７

027-329-5827

群馬県

株式会社スギ薬局群馬町店

370-3524 群馬県高崎市中泉町６０５－６

027-395-5112

群馬県

クスリのアオキ吉岡大久保店

370-3602 群馬県北群馬郡吉岡町大久保２８６９－１

0279-26-8077

群馬県

ドン・キホーテ吉岡店

370-3602 群馬県北群馬郡吉岡町大久保７４７

0279-30-5211

群馬県

株式会社カインズホーム前橋吉岡店

370-3602 群馬県北群馬郡吉岡町大久保８２１

0279-55-6111

群馬県

株式会社カワチ薬品吉岡店

370-3602 群馬県北群馬郡吉岡町大久保字金竹西１４８０－１

0279-54-0552

群馬県

ジャストドラッグ吉岡店

370-3603 群馬県北群馬郡吉岡町陣場１２８－１

0279-55-0525

群馬県

株式会社クスリのアオキ吉岡店

370-3608 群馬県北群馬郡吉岡町下野田１２７９

0279-26-2666

群馬県

株式会社ベイシア前橋モール店

371-0007 群馬県前橋市上泉町６８０－１

027-232-2500

群馬県

イイズカ薬品東片貝店

371-0012 群馬県前橋市東片貝町６０１

027-210-6150

群馬県

イイズカ薬品朝日町店

371-0014 群馬県前橋市朝日町１丁目２８－１０

027-223-8426

群馬県

株式会社クスリのアオキ城東店

371-0016 群馬県前橋市城東町３－２１－７

027-226-1861

群馬県

ウェルシア前橋三俣店

371-0018 群馬県前橋市三俣町３－１０－２０

027-219-0600

群馬県

スギドラッグ三俣店

371-0018 群馬県前橋市三俣町２－１０－６

027-289-2962

群馬県

ドラッグセイムス前橋下小出店

371-0031 群馬県前橋市下小出町２－１８－１

027-289-2077

群馬県

株式会社カワチ薬品下小出店

371-0031 群馬県前橋市下小出町１－１－５

027-231-5380

群馬県

株式会社サンドラッグ前橋国領店

371-0033 群馬県前橋市国領町２－１４－１

027-219-2022

群馬県

ウエルシア前橋荒牧店

371-0044 群馬県前橋市荒牧町１－２４－１

027-219-2562

群馬県

スギドラッグ前橋関根店

371-0047 群馬県前橋市関根町２－２７－２

027-289-4678

群馬県

イイズカ薬品下細井店

371-0054 群馬県前橋市下細井町２３１２－２

027-210-1250

群馬県

ウエルシア前橋北代田店

371-0055 群馬県前橋市北代田町６４９－４

027-219-1355

群馬県

株式会社グリーンクロスコア前橋青柳店

371-0056 群馬県前橋市青柳町字宿前５０４－１

027-219-0581

群馬県

ウエルシア前橋富士見町店

371-0114 群馬県前橋市富士見町田島６４－１

027-289-1050

群馬県

株式会社マツモトキヨシベイシア前橋富士見店

371-0116 群馬県勢多郡富士見村原之郷６４３

027-288-1655

群馬県

株式会社マツモトキヨシ前橋おおごモール店

371-0231 群馬県勢多郡大胡町堀越甲二本松３８１

027-283-1702

群馬県

株式会社カワチ薬品大胡店

371-0232 群馬県前橋市茂木町１１７０－１

027-283-0154

群馬県

株式会社カワチ薬品大利根店

371-0822 群馬県前橋市下新田町２９９－１

027-255-3611

群馬県

株式会社関東セイムスドラッグセイムスフレッセイ大利根店

371-0822 群馬県前橋市下新田町３９２フレッセイ大利根店内

027-289-9947

群馬県

クスリのアオキ小相木店

371-0831 群馬県前橋市小相木町５８８

027-212-0197

群馬県

株式会社クスリのアオキ江田店

371-0836 群馬県前橋市江田町６０２－１

027-210-7400

群馬県

株式会社サンドラッグ新前橋店

371-0844 群馬県前橋市古市町１８０－１

027-280-4721

群馬県

マルエドラッグ前橋元総社蒼海店

371-0846 群馬県前橋市元総社町１８５０

027-212-5775

群馬県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス元総社店

371-0846 群馬県前橋市元総社町２－１６－２

0272-19-3667

群馬県

株式会社スギ薬局大友店

371-0847 群馬県前橋市大友町３－２－５

027-254-0857

群馬県

株式会社クスリのアオキ総社店

371-0853 群馬県前橋市総社町２－１３－１９

027-210-5065

群馬県

株式会社クスリのアオキ今泉店

372-0031 群馬県伊勢崎市今泉町１－１２０４

0270-20-1285

群馬県

株式会社クスリのアオキ寿店

372-0058 群馬県伊勢崎市西田町６７－１

0270-30-5066

群馬県

株式会社クスリのアオキ宮子店

372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町３４６９－１９

0270-75-2313

群馬県

株式会社ベイシア西部モール店

372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町２７１

0270-26-1110

群馬県

生協コープぐんまリセロ宮子店

372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町３５２３－１

0270-21-1700

群馬県

株式会社カワチ薬品伊勢崎西店

372-0812 群馬県伊勢崎市連取町１３０９－１

0270-25-3761

群馬県

株式会社クスリのアオキ連取店

372-0812 群馬県伊勢崎市連取町１６６７－１

0270-27-5757

群馬県

株式会社サンドラッグ伊勢崎連取店

372-0812 群馬県伊勢崎市連取町３０４６－１

0270-20-5222

群馬県

株式会社クスリのアオキ伊勢崎富塚店

372-0833 群馬県伊勢崎市富塚町３００－７

0270-50-0255

群馬県

ドラッグストアマツモトキヨシフォルテ太田店

373-0031 群馬県太田市脇屋町７９９－１

0276-55-2068

群馬県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス太田西本町店

373-0033 群馬県太田市西本町３９－５

0276-33-7731

群馬県

株式会社クスリのアオキ藤阿久店

373-0034 群馬県太田市藤阿久町７４６－４

0276-20-6100

群馬県

ウエルシア太田宝泉店

373-0042 群馬県太田市宝町８６８

0276-60-6002

群馬県

ウエルシア太田鳥山店

373-0061 群馬県太田市鳥山上町１６３０－１

0276-50-2178

7 / 47 ページ

モイストラボ

BBエッセンスクリーム・薬用美白 BBクリーム
店舗名

都道府県

お取り扱い店舗一覧

2021年12月時点

郵便番号

住所

電話番号

群馬県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス台之郷店

373-0801 群馬県太田市台之郷町１４５４

0276-40-2575

群馬県

イオンリテール株式会社イオン太田店

373-0808 群馬県太田市石原町８１

0276-47-8800

群馬県

株式会社ナガタ薬局石原店

373-0809 群馬県太田市茂木９１８

0276-47-1785

群馬県

株式会社カワチ薬品内ケ島店

373-0813 群馬県太田市内ケ島町６９２

0276-48-6411

群馬県

株式会社クスリのアオキ東矢島店

373-0816 群馬県太田市東矢島町１３２９－１

0276-30-0005

群馬県

マツモトキヨシ太田飯塚店

373-0817 群馬県太田市飯塚町６８１－１

0276-61-3354

群馬県

株式会社ベイシアおおたモール店

373-0817 群馬県太田市飯塚町６２６－１

群馬県

株式会社スギ薬局太田小舞木店

373-0818 群馬県太田市小舞木町２０４－２

群馬県

株式会社クスリのアオキ新島店

373-0819 群馬県太田市新島町９８１－４

0276-61-3886

群馬県

株式会社クスリのアオキ下浜田店

373-0821 群馬県太田市下浜田町４８２－１０

0276-30-0003

群馬県

株式会社クスリのアオキ高林店

373-0827 群馬県太田市高林南町８１３－２

0276-60-5955

群馬県

ウエルシア太田富沢店

373-0832 群馬県太田市富沢町２７４

0276-40-6311

群馬県

株式会社マツモトキヨシ太田下田島店

373-0844 群馬県太田市下田島町１１２７

0276-32-6676

群馬県

ジャストドラッグ太田新井店

373-0852 群馬県太田市新井町５３３－８

0276-60-1500

群馬県

株式会社スギ薬局太田店

373-0852 群馬県太田市新井町５５１－９

0276-48-1431

群馬県

クスリのアオキ浜町店

373-0853 群馬県太田市浜町１９－８

0276-57-8705

群馬県

ジャストドラッグ太田南店

373-0861 群馬県太田市南矢島町５４６－２

0276-40-6000

群馬県

株式会社カワチ薬品館林東店

374-0004 群馬県館林市楠町３６１３－１

0276-75-3400

群馬県

株式会社ケーヨーデイツー館林アゼリアモール店

374-0004 群馬県館林市楠町３６２２－４アゼリアモール内

0276-80-3130

群馬県

株式会社ヤオコー館林アゼリアモール店

374-0004 群馬県館林市楠町３６４８－１アゼリアモール内

0276-76-8211

群馬県

株式会社クスリのアオキ瀬戸谷店

374-0021 群馬県館林市瀬戸谷町２２８１－１

0276-55-5557

群馬県

太陽ジャストドラッグ館林店

374-0025 群馬県館林市緑町２－５－８

0276-75-3300

群馬県

株式会社クスリのアオキ美園店

374-0039 群馬県館林市美園町４－４

0276-49-5228

群馬県

株式会社クスリのアオキ館林栄町店

374-0052 群馬県館林市栄町１１－１９

0276-55-2660

群馬県

ジャストドラッグ成島店

374-0054 群馬県館林市大谷町８６１－２

0276-70-7100

群馬県

株式会社スギ薬局館林店

374-0063 群馬県館林市朝日町１２－４０

0276-70-7700

群馬県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス館林北店

374-0063 群馬県館林市朝日町２７－４

0276-76-7330

群馬県

株式会社富士薬品ドラッグセイムスフォリオ板倉店

374-0112 群馬県邑楽郡板倉町朝日野１－２－１

0276-70-4110

群馬県

株式会社クスリのアオキ藤岡森店

375-0004 群馬県藤岡市森４８５

0274-25-8545

群馬県

スギドラッグフィール藤岡店

375-0015 群馬県藤岡市中栗須３９０スーパーセンターフィール内

0274-50-9674

群馬県

ウエルシア薬局藤岡北ノ原店

375-0024 群馬県藤岡市藤岡７４１－１

0274-40-8071

群馬県

株式会社カワチ薬品藤岡南店

375-0024 群馬県藤岡市藤岡１２４３－１

0274-24-2196

群馬県

株式会社クスリのアオキ藤岡店

375-0024 群馬県藤岡市藤岡９９６－１

0274-40-7333

群馬県

株式会社サンドラッグ藤岡店

375-0024 群馬県藤岡市藤岡２３９０－１

0274-40-2731

群馬県

株式会社マツモトキヨシ藤岡店

375-0024 群馬県藤岡市藤岡８３０－１

0274-23-8835

群馬県

スギドラッグ桐生三吉店

376-0005 群馬県桐生市三吉町１－３－２９

0277-32-6205

群馬県

株式会社マツモトキヨシマーケットシティ桐生店

376-0011 群馬県桐生市相生町１－１２４－１

0277-54-0120

群馬県

株式会社ヤオコー桐生相生店

376-0011 群馬県桐生市相生町１－２４－１

0277-55-5411

群馬県

イイズカ薬品新広沢店

376-0013 群馬県桐生市広沢町１－２８０９－１

0277-54-8770

群馬県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス桐生東店

376-0034 群馬県桐生市東４－６－４４

0277-30-2011

群馬県

ウエルシア桐生川内店

376-0041 群馬県桐生市川内町３－２０７－１

0277-40-3250

群馬県

株式会社ベイシア大間々店

376-0101 群馬県山田郡大間々町大間々２４１０－１２

0277-73-1111

群馬県

株式会社クスリのアオキ桐原店

376-0102 群馬県みどり市大間々町桐原４０－２６

0277-47-6025

群馬県

株式会社大村支店

376-0601 群馬県桐生市梅田町１－５７８

0277-32-0303

群馬県

株式会社しまむら渋川店

377-0003 群馬県渋川市八木原７１－２

0279-20-1133

群馬県

ドラッグセイムス渋川有馬店

377-0005 群馬県渋川市有馬７９－１

0279-25-8010

群馬県

株式会社ベイシア渋川店

377-0006 群馬県渋川市行幸田字砂田２９６

0279-24-8444

群馬県

株式会社クスリのアオキ渋川店

377-0008 群馬県渋川市渋川１３０７－１

0279-26-2700

群馬県

マルエドラッグ渋川子持店

377-0203 群馬県渋川市吹屋６６０－５１

0279-24-8222

群馬県

マルエドラッグ中之条店

377-0423 群馬県吾妻郡中之条町伊勢町１６－５

0279-26-2961

群馬県

ドラッグストアマツモトキヨシ中之条店

377-0424 群馬県吾妻郡中之条町中之条町１８６４－１

0279-69-7018

群馬県

株式会社ヤオコー中之条店

377-0424 群馬県吾妻郡中之条町中之条町１８６４－１

0279-75-2220

群馬県

株式会社ベイシア吾妻店

377-0801 群馬県吾妻郡吾妻町原町９９９－１

0279-68-0022

群馬県

株式会社マツモトキヨシベイシア沼田店

378-0005 群馬県沼田市久屋原町４１３

0278-23-8460

群馬県

株式会社クスリのアオキ上原店

378-0051 群馬県沼田市上原町１６０５－４

0278-25-8582

群馬県

ウェルシア沼田店

378-0053 群馬県沼田市東原新町１８３１－１

0278-30-2270

群馬県

株式会社マツモトキヨシ沼田ビバタウン店

378-0053 群馬県沼田市東原新町１４５５

0278-22-9555

群馬県

株式会社クスリのアオキ高橋場店

378-0056 群馬県沼田市高橋場町３０４－１４

0278-25-8105

群馬県

株式会社カワチ薬品安中店

379-0115 群馬県安中市中宿２１３６

027-381-7000

群馬県

株式会社ベイシア安中店

379-0115 群馬県安中市中宿２１５３－１

027-381-4411

群馬県

クスリのアオキ安中店

379-0116 群馬県安中市安中２－３－２７

027-384-3162

群馬県

株式会社スギ薬局安中店

379-0116 群馬県安中市安中４－６６２－３

027-380-5700

群馬県

株式会社トライアルカンパニートライアルマート安中店

379-0133 群馬県安中市原市３６２安中ベルシティ

027-380-5757

群馬県

ウエルシア松井田八城店

379-0225 群馬県安中市松井田町八城３１０－４

027-393-9004

群馬県

カワチ薬品月夜野店

379-1304 群馬県利根郡みなかみ町下牧５２４

0278-62-0210

群馬県

株式会社ベイシア月夜野店

379-1304 群馬県利根郡月夜野町下牧字二反田４８２

0278-62-0200

群馬県

株式会社サンドラッグ前橋店

379-2121 群馬県前橋市小屋原町４７２－１クロスガーデン前橋内

027-280-8830

群馬県

株式会社ドン・キホーテガーデン前橋店

379-2121 群馬県前橋市小屋原町４２７－１クロスガーデン前橋２Ｆ

027-280-8841

群馬県

株式会社ベイシア前橋みなみモール店

379-2143 群馬県前橋市新堀町１８

027-210-0880

群馬県

ウエルシア前橋天川大島店

379-2154 群馬県前橋市天川大島町３３－１

027-290-6155

群馬県

株式会社スギ薬局前橋小島田店

379-2162 群馬県前橋市小島田町１７８

027-289-3705

群馬県

株式会社富士薬品ドラッグセイムスフォリオ赤堀店

379-2203 群馬県伊勢崎市曲沢町１９６－１フォリオ赤堀ショッピングセンター内

0270-20-2117

群馬県

ウエルシア伊勢崎市場店

379-2211 群馬県伊勢崎市市場町２－８５０－９

0270-20-8677

群馬県

株式会社クスリのアオキ田部井店

379-2222 群馬県伊勢崎市田部井町２－５３４－１

0270-30-7001

群馬県

株式会社マツモトキヨシスマーク伊勢崎店

379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方町３６８

0270-62-3501

群馬県

クスリのアオキ東小保方店

379-2234 群馬県伊勢崎市東小保方町３５０３

0270-61-8627

群馬県

株式会社シバタ薬品藪塚店

379-2304 群馬県新田郡藪塚本町大原字中東４５６－１

0277-20-4175

群馬県

株式会社ナガタ薬局本部みどり笠懸店

379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美１７７－１４

0277-70-7681

群馬県

ディスカウントドラッグコスモス笠懸店

379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮２５－１

0277-47-7366

群馬県

株式会社クスリのアオキ笠懸店

379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮１２７－４

0277-46-7731

群馬県

株式会社シバタ薬品笠懸店

379-2313 群馬県新田郡笠懸町鹿４８００－１

0277-76-9711

群馬県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター笠懸店

379-2313 群馬県みどり市笠懸町鹿４３６７－５

0277-40-5510

埼玉県

ロヂャース大宮店

330-0001 埼玉県さいたま市丸ケ崎宮の下１３８５

048-688-1234
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埼玉県

株式会社コモディイイダ七里店

330-0016 埼玉県さいたま市東門前５４－１

048-683-1423

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ東大宮東口店

330-0021 埼玉県さいたま市東大宮４４－１

048-687-3481

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス東大宮西口店

330-0021 埼玉県さいたま市東大宮２－３５

048-662-4050

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス吉野町店

330-0031 埼玉県さいたま市吉野町１－３４５－４

048-654-8605

埼玉県

株式会社ドン・キホーテ大宮店

330-0037 埼玉県さいたま市東大成町２－６８５

048-668-6511

埼玉県

株式会社ヤオコー大宮宮原店

330-0038 埼玉県さいたま市宮原町１－６９２

048-668-6200

埼玉県

株式会社一本堂宮原店

330-0038 埼玉県さいたま市宮原町３－３７２日交ビル１Ｆ

048-654-5200

埼玉県

ウエルシア浦和木崎店

330-0042 埼玉県さいたま市浦和区木崎１－７－２７

048-811-1190

埼玉県

ドラッグセイムス浦和木崎店

330-0042 埼玉県さいたま市浦和区木崎３－８－１９

048-824-2120

埼玉県

セガミメディクス株式会社浦和パルコ店

330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町１１－１浦和パルコＢ１Ｆ

048-611-8132

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス浦和駅東口薬局

330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町９－１－１Ｆ

048-813-3535

埼玉県

株式会社スギ薬局浦和駅東口店

330-0056 埼玉県さいたま市浦和区東仲町１１－５－１Ｆ

048-829-7826

埼玉県

トモズアトレ浦和店

330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂１－１６－１２アトレ浦和１Ｆ

048-789-7067

埼玉県

株式会社スギ薬局浦和上木崎店

330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎４－９－１５

048-814-2700

埼玉県

株式会社マツモトキヨシビバモールさいたま新都心店

330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－１３－１ビバモールさいたま新都心内

048-815-8060

埼玉県

株式会社ＬＩＸＩＬビバスーパービバホームさいたま新都心店

330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－１３－１ビバモールさいたま新都心内

048-815-6211

埼玉県

トモズ北浦和店

330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和４－３－９

048-826-5231

埼玉県

株式会社ドン・キホーテ大宮東口店

330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町１－６０

048-658-8211

埼玉県

株式会社セキ薬品堀の内町店

330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町１－１８０

048-650-5500

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス堀ノ内店

330-0804 埼玉県さいたま市堀の内町２－４８－１

048-650-5031

埼玉県

株式会社カワチ薬品中川店

330-0831 埼玉県さいたま市大字中川７４７－１

048-688-4301

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス吉敷店

330-0843 埼玉県さいたま市吉敷町３－２０８

048-648-8287

埼玉県

ドラッグストアマツモトキヨシ大宮櫛引店

330-0851 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町１－７７９－１

048-669-5070

埼玉県

株式会社セキ薬品大成町店

330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町３－３９４－３

048-661-7000

埼玉県

ウエルシアダイエー大宮店

330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－３ダイエー大宮店１Ｆ

048-657-6200

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス大宮桜木店

330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－２９２－１

048-650-8671

埼玉県

株式会社サンドラッグ上小町店

330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町６０

048-658-6480

埼玉県

株式会社セキ薬品上小町店

330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町１０５３

048-640-2480

埼玉県

ウエルシアさいたま三橋店

330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋２－１０００

048-657-6213

埼玉県

スギドラッグ大宮三橋店

330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋２－９３３－１

048-658-5655

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス大宮三橋店

330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋４－３２２

048-620-3180

埼玉県

株式会社サンドラッグ大宮日進店

331-0023 埼玉県さいたま市北区日進町２－１０５９－１

048-661-9222

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス別所店

331-0041 埼玉県さいたま市別所町１０９－１

048-662-4173

埼玉県

株式会社セキ薬品指扇店

331-0047 埼玉県さいたま市西区指扇４１６－１

048-620-7010

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス櫛引店

331-0051 埼玉県さいたま市櫛引町１－７７２

048-654-5761

埼玉県

イオンリテール株式会社イオン大宮西店

331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋６－６０７－１３

048-620-1511

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス大宮西店

331-0052 埼玉県さいたま市三橋６－１７３７－４

048-623-8651

埼玉県

イイズカ薬品土屋店

331-0062 埼玉県さいたま市土屋１２－２

048-626-2351

埼玉県

ウエルシアさいたま佐知川店

331-0064 埼玉県さいたま市西区佐知川２０－４

048-620-5533

埼玉県

ディスカウントドラッグコスモス西大宮店

331-0078 埼玉県さいたま市西区西大宮３－３３

048-782-9933

埼玉県

ドラッグセイムス大宮清河寺店

331-0078 埼玉県さいたま市西区西大宮４－５－１

048-783-5258

埼玉県

株式会社ヤオコー西大宮店

331-0078 埼玉県さいたま市西区西大宮４－５－１

048-621-0711

埼玉県

株式会社スギ薬局大宮本郷町店

331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町１１１４

048-782-4285

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス大宮本郷町店

331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町１５２９

048-669-5222

埼玉県

株式会社クリエイトエス・ディーＣｒｅｍｏとろマイン店

331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町１－６－２とろマイン２Ｆ

048-669-8500

埼玉県

株式会社ヤオコー大宮盆栽町店

331-0805 埼玉県さいたま市北区盆栽町４８５－１

048-662-8311

埼玉県

株式会社セキ薬品吉野町店

331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町２－２１－２８

048-662-5180

埼玉県

ウエルシアさいたま宮原４丁目店

331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町４－９－１

048-661-5601

埼玉県

株式会社スギ薬局大宮宮原店

331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町３－１５６

048-669-1133

埼玉県

株式会社マツモトキヨシステラタウン店

331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町１－１－１

048-653-3332

埼玉県

株式会社セキ薬品奈良町店

331-0822 埼玉県さいたま市北区奈良町３８－１

048-662-5700

埼玉県

株式会社スギ薬局日進店

331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町１９１６－８

048-669-1355

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス日進店

331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町２－１６１６－５

048-660-5377

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス朝日店

332-0001 埼玉県川口市朝日１－１４－１１

048-224-5641

埼玉県

株式会社コモディイイダ東領家店

332-0003 埼玉県川口市東領家２－１８－２

048-222-8215

埼玉県

アマゾンジャパン合同会社川口フルフィルメントセンター

332-0004 埼玉県川口市領家５－１４－３５

09075405415

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス川口末広店

332-0005 埼玉県川口市新井町２１－６

048-225-1631

埼玉県

株式会社スギ薬局川口末広店

332-0006 埼玉県川口市末広１－１６－４３

048-242-5160

埼玉県

サミット株式会社川口エルザタワー店

332-0011 埼玉県川口市元郷２－１５－３

048-227-3248

埼玉県

株式会社スギ薬局ミエル川口店

332-0012 埼玉県川口市本町２－７－２５ミエルかわぐち１Ｆ

048-229-4125

埼玉県

株式会社セイジョー川口店

332-0015 埼玉県川口市川口１－１－１キュポ・ラ川口本館２Ｆ

048-227-4180

埼玉県

ウエルシア川口駅東口店

332-0017 埼玉県川口市栄町３－１０－１８

048-250-2771

埼玉県

ドラッグセイムス川口東口店

332-0017 埼玉県川口市栄町３－８－４

048-229-0405

埼玉県

株式会社ドン・キホーテ西川口駅前店

332-0021 埼玉県川口市西川口１－２１－１

048-242-0811

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス原町店

332-0025 埼玉県川口市原町４－１９

048-250-0077

埼玉県

株式会社コモディイイダ仲町店

332-0026 埼玉県川口市南町２－４－３６

048-253-8611

埼玉県

株式会社サンドラッグ川口青木店

332-0031 埼玉県川口市青木３－２５－１

048-254-3261

埼玉県

くすりセイジョー西川口店

332-0034 埼玉県川口市並木３－１－１９第一永新ビル

048-250-4611

埼玉県

株式会社コモディイイダ西川口店

332-0034 埼玉県川口市並木４－１－１

048-250-5750

埼玉県

株式会社東武ストア西川口店

332-0034 埼玉県川口市並木２－２２－１

048-255-7411

埼玉県

株式会社サンドラッグ西青木店

332-0035 埼玉県川口市西青木１－１０－１５

048-240-0660

埼玉県

セガミメディクス株式会社東川口店

333-0801 埼玉県川口市東川口２－２－３

048-291-5888

埼玉県

株式会社サンドラッグ東川口店

333-0802 埼玉県川口市戸塚東１－４－４

048-291-0055

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス戸塚店

333-0802 埼玉県川口市戸塚東４－６－１５

048-290-3320

埼玉県

株式会社オリンピック東川口店

333-0811 埼玉県川口市戸塚３－５－１

048-297-2611

埼玉県

株式会社コモディイイダ東川口店

333-0811 埼玉県川口市戸塚３－３６－１８

048-295-8681

埼玉県

株式会社ジェーソン東川口店

333-0811 埼玉県川口市戸塚３－１－３１

048-295-6670

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ戸塚３丁目店

333-0811 埼玉県川口市戸塚３－３７－４

048-298-7871

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス戸塚３丁目店

333-0811 埼玉県川口市戸塚３－３－２１

048-291-5735

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス東川口店

333-0811 埼玉県川口市戸塚６－１５－１０

048-290-3570

埼玉県

ウエルシア川口北原台店

333-0815 埼玉県川口市北原台１－７－３

048-291-3489

埼玉県

株式会社スギ薬局川口差間店

333-0816 埼玉県川口市差間３－３８－１

048-290-6855

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ西友川口赤山店

333-0825 埼玉県川口市赤山源長寺前１４２９

048-286-5840
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埼玉県

スギドラッグ川口西新井宿店

333-0833 埼玉県川口市西新井宿３３３－３

048-286-4747

埼玉県

株式会社ドン・キホーテ新井宿店

333-0833 埼玉県川口市西新井宿字南原８１－１

048-288-3721

埼玉県

イオンスタイル川口

333-0834 埼玉県川口市安行領根岸３１８０イオンモール川口内

048-288-8900

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ川口前川店

333-0841 埼玉県川口市前川町４－１５３－１

048-262-5500

埼玉県

イオンリテール株式会社イオン川口前川店

333-0842 埼玉県川口市前川１－１－１１

048-263-5411

埼玉県

株式会社サンドラッグ川口前川店

333-0842 埼玉県川口市前川１－２６－５３

048-269-4530

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス前川店

333-0842 埼玉県川口市前川４－１０

048-263-1811

埼玉県

株式会社スギ薬局上青木店

333-0845 埼玉県川口市上青木西１－１９－９

048-250-2115

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス上青木西店

333-0845 埼玉県川口市上青木西４－５－２７

048-264-7200

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス柳崎１丁目店

333-0861 埼玉県川口市柳崎１－３０－３

048-264-6011

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス柳崎店

333-0864 埼玉県川口市柳根町３－１０

048-269-8988

埼玉県

株式会社コモディイイダ蕨店

333-0866 埼玉県川口市芝４－１－８

048-266-9444

埼玉県

株式会社ジェーソン川口芝店

333-0866 埼玉県川口市芝４０７５

048-261-3993

埼玉県

株式会社スギ薬局鳩ヶ谷店

334-0004 埼玉県川口市辻９６４－１

048-287-5588

埼玉県

トモズ鳩ヶ谷駅前店

334-0005 埼玉県川口市里１５９１－１サミット鳩ヶ谷駅前店内

048-452-4613

埼玉県

株式会社ジェーソン鳩ケ谷里店

334-0005 埼玉県鳩ケ谷市里２４８

048-283-5361

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス川口八幡木店

334-0012 埼玉県川口市八幡木２－５－１６

048-287-1180

埼玉県

株式会社コモディイイダ鳩ケ谷店

334-0013 埼玉県鳩ケ谷市南４－２３－２

048-284-8511

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス鳩ケ谷南店

334-0013 埼玉県鳩ケ谷市南７－１６－１

048-288-7745

埼玉県

ドラッグセイムス川口安行藤八店

334-0051 埼玉県川口市安行藤八３１０－１

048-291-9801

埼玉県

ロヂャース川口店

334-0061 埼玉県川口市新堀１１３５－１

048-299-1234

埼玉県

スギドラッグ川口新郷店

334-0062 埼玉県川口市榛松１－１１－８

048-928-6440

埼玉県

株式会社コモディイイダ榛松店

334-0062 埼玉県川口市榛松３０１－１

048-285-9691

埼玉県

ウエルシア川口東本郷店

334-0063 埼玉県川口市東本郷２０８２－２

048-280-1640

埼玉県

株式会社セキ薬品東本郷店

334-0063 埼玉県川口市東本郷字合ノ谷１０９０－１

048-287-7720

埼玉県

株式会社サンドラッグ川口赤井店

334-0073 埼玉県川口市赤井１－３１－１７

048-286-4505

埼玉県

ウエルシア蕨北町店

335-0001 埼玉県蕨市北町４－４－２５

048-430-1500

埼玉県

サンドラッグ蕨北町店

335-0001 埼玉県蕨市北町３－８－２４

048-287-3915

埼玉県

株式会社クリエイトＳＤ蕨北町店

335-0001 埼玉県蕨市北町５－１１－７

048-420-2332

埼玉県

ウエルシア蕨塚越店

335-0002 埼玉県蕨市塚越５－６－３５マックスバリュ内

048-447-6613

埼玉県

サンドラッグ蕨南町店

335-0003 埼玉県蕨市南町４－２０－２

048-242-3870

埼玉県

株式会社ジェーソン蕨南町店

335-0003 埼玉県蕨市南町１－１７－１３

048-445-2561

埼玉県

株式会社ヤオコー蕨南町店

335-0003 埼玉県蕨市南町１－５－６

048-434-6111

埼玉県

コクミンドラッグ蕨駅店

335-0004 埼玉県蕨市中央１－２３蕨駅構内

048-420-0593

埼玉県

ココカラファインビバモール蕨錦町店

335-0005 埼玉県蕨市錦町１－１２－１ビバモ－ル蕨錦町１Ｆ

048-242-5860

埼玉県

スーパービバホーム蕨錦町店

335-0005 埼玉県蕨市錦町１－１２－１

048-434-3411

埼玉県

株式会社セキ薬品蕨錦町店

335-0005 埼玉県蕨市錦町１－１４－２７

048-430-2000

埼玉県

株式会社ドン・キホーテ蕨店

335-0005 埼玉県蕨市錦町１－１１－１

048-430-5911

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ戸田店

335-0011 埼玉県戸田市下戸田２－２６－１２

048-444-7671

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス戸田中町店

335-0012 埼玉県戸田市中町２－１８－２

048-447-6840

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス戸田中町１丁目店

335-0012 埼玉県戸田市中町１－１０－６

048-434-5781

埼玉県

株式会社スギ薬局戸田喜沢店

335-0013 埼玉県戸田市喜沢１－２４－２４

048-446-6581

埼玉県

ウエルシア戸田新曽店

335-0021 埼玉県戸田市新曽１８０３

048-420-7202

埼玉県

ドイト株式会社戸田店

335-0021 埼玉県戸田市新曽１１９６

048-444-6720

埼玉県

株式会社サンドラッグ戸田新曽店

335-0021 埼玉県戸田市新曽１８１－２３

048-431-4777

埼玉県

株式会社セキ薬品北戸田店

335-0021 埼玉県戸田市新曽１９５２

048-434-3780

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ戸田駅西口店

335-0021 埼玉県戸田市新曽７９６

048-430-0271

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス戸田新曽店

335-0021 埼玉県戸田市新曽２２３５

048-434-7515

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス戸田中央店

335-0022 埼玉県戸田市上戸田５－８－６

048-434-0660

埼玉県

株式会社ジェーソン戸田本町店

335-0023 埼玉県戸田市本町３－１３－１

048-446-1531

埼玉県

株式会社セキ薬品戸田公園店

335-0023 埼玉県戸田市本町４－１３－５

048-447-6580

埼玉県

株式会社トウブドラッグ戸田本町店

335-0023 埼玉県戸田市本町４－１４－１

048-434-2052

埼玉県

イオンリテール株式会社イオン北戸田店

335-0032 埼玉県戸田市美女木東１－３－１

048-422-9700

埼玉県

イイズカ薬品戸田笹目店

335-0034 埼玉県戸田市笹目６－３－８

048-422-8912

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス戸田笹目店

335-0034 埼玉県戸田市笹目３－１５－１

048-421-7080

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ浦和高砂店

336-0011 埼玉県さいたま市高砂２－９－１

048-833-3766

埼玉県

ドラッグストアセキ太田窪店

336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪１６９７－１

048-813-1200

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス太田窪店

336-0015 埼玉県さいたま市太田窪２－１１－２

048-884-6251

埼玉県

イイズカ薬品南浦和店

336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和３－３５－４

048-813-6965

埼玉県

株式会社ダイエー南浦和東口店

336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和３－２－１

048-989-3013

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ南浦和店

336-0017 埼玉県さいたま市南浦和２丁目３９－１２第一愛興ビル１Ｆ

048-887-2445

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス南浦和店

336-0017 埼玉県さいたま市南浦和３－８－２２

048-813-5111

埼玉県

株式会社コモディイイダ南浦和店

336-0018 埼玉県さいたま市南本町２－１－２

048-866-4461

埼玉県

株式会社マツモトキヨシビーンズ武蔵浦和店

336-0021 埼玉県さいたま市南区別所７－１２－１

048-865-5977

埼玉県

イイズカ薬品白幡店

336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡６－１３－８

048-839-2585

埼玉県

ＭＥＧＡドン・キホーテ武蔵浦和店

336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡５－１６－１０

048-485-6211

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス浦和根岸店

336-0024 埼玉県さいたま市南区根岸３－５－２

048-710-6868

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス浦和辻店

336-0026 埼玉県さいたま市南区辻５－２－１０

048-710-5650

埼玉県

ウエルシア武蔵浦和店

336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影１－７００

048-872-8170

埼玉県

ウエルシア中浦和店

336-0031 埼玉県さいたま市南区鹿手袋２－１３－１９

048-710-5501

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス武蔵浦和店

336-0031 埼玉県さいたま市鹿手袋６－１５－３１

048-844-3105

埼玉県

スギドラッグ浦和店

336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本５－５－９

048-838-9292

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムスさいたま曲本店

336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本３－１－５

048-710-6831

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス浦和内谷店

336-0034 埼玉県さいたま市内谷６－１－２

048-866-3715

埼玉県

株式会社セイジョーデイリーケアセイジョー浦和円正寺店

336-0043 埼玉県さいたま市南区円正寺新田２３５

048-882-2800

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス浦和さいど店

336-0907 埼玉県さいたま市緑区道祖土２－１２－２

048-871-0181

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス浦和三室店

336-0911 埼玉県さいたま市三室３７０５－１

048-876-1011

埼玉県

株式会社コモディイイダ芝原店

336-0917 埼玉県さいたま市芝原１－１－１

048-874-9913

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス浦和芝原店

336-0917 埼玉県さいたま市緑区芝原３－４－９

048-810-5778

埼玉県

株式会社ジェーソン浦和三室店

336-0918 埼玉県さいたま市緑区松木２－３－６

048-876-3722

埼玉県

イイズカ薬品浦和大牧店

336-0922 埼玉県さいたま市大牧８５

048-876-3374

埼玉県

ウェルパーク東浦和駅前店

336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和５－１０－２

048-762-6748

埼玉県

株式会社セキ薬品東浦和店

336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和６－１４－８

048-810-5370
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埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス東浦和店

336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和１－４－１６

048-810-5185

埼玉県

ウエルシアさいたま原山店

336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山１－２８－２８

048-811-2050

埼玉県

株式会社ドン・キホーテ浦和原山店

336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山４－３－３

048-885-3810

埼玉県

株式会社サンドラッグ浦和花月店

336-0932 埼玉県さいたま市緑区中尾２６０－１

048-810-4861

埼玉県

イオンリテール株式会社イオン浦和美園店

336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門３７１０

048-812-6464

埼玉県

ウエルシアさいたま深作店

337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作４４４５

048-682-6001

埼玉県

クスリのアオキ深作店

337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作３－１１－８

048-884-9563

埼玉県

ドラッグストアマツモトキヨシハレノテラス東大宮店

337-0006 埼玉県さいたま市見沼区島町３９３ハレノテラス内

048-680-1500

埼玉県

株式会社ヤオコー大宮島町店

337-0006 埼玉県さいたま市見沼区島町東部土地区画整理９－１

048-682-4711

埼玉県

ドラッグストアセキ東宮下店

337-0012 埼玉県さいたま市見沼区東宮下３３２－１

048-797-8700

埼玉県

株式会社セイジョーデイリーケアセイジョー大宮七里店

337-0013 埼玉県さいたま市見沼区新堤７９－１

048-686-0903

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス見沼大谷店

337-0014 埼玉県さいたま市見沼区大谷１７８３

048-681-7771

埼玉県

クスリのアオキ蓮沼店

337-0015 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼４５５－１

048-796-8271

埼玉県

株式会社サンドラッグ蓮沼店

337-0015 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼５９４－１

048-685-7250

埼玉県

ウエルシアさいたま南中野店

337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野８０１－１

048-681-5505

埼玉県

生活協同組合さいたまコープ大宮中川店

337-0043 埼玉県さいたま市見沼区中川１１２７

048-682-7300

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス東大宮中央店

337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮７－４６－１

048-682-3353

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス落合店

338-0002 埼玉県さいたま市下落合７－２－１７

048-823-4835

埼玉県

ウエルシアさいたま与野店

338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東６－１４－１４

048-851-4507

埼玉県

イオンリテール株式会社イオン与野店

338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西５－２－９

048-856-7100

埼玉県

株式会社ドン・キホーテ与野店

338-0006 埼玉県さいたま市中央区八王子１－７－２６

048-859-8111

埼玉県

イイズカ薬品大戸中通り店

338-0011 埼玉県さいたま市新中里１－６４７

048-834-3915

埼玉県

株式会社セキ薬品与野鈴谷店

338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷６－６－１６

048-851-6200

埼玉県

株式会社コモディイイダ北浦和店

338-0802 埼玉県さいたま市木崎１－４－１０

048-882-8981

埼玉県

イイズカ薬品与野駅西口店

338-0804 埼玉県さいたま市上木崎１－１０－１グランデュオ北街区

048-824-9910

埼玉県

株式会社セキ薬品白鍬店

338-0811 埼玉県さいたま市桜区白鍬７５２

048-851-3700

埼玉県

ロヂャース浦和店

338-0821 埼玉県さいたま市山久保１－１１－１

048-852-2510

埼玉県

ウエルシアさいたま栄和店

338-0823 埼玉県さいたま市桜区栄和２－２７－１０

048-840-0107

埼玉県

株式会社サンドラッグ浦和大久保店

338-0826 埼玉県さいたま市桜区大久保領家１２４－３

048-851-6884

埼玉県

株式会社サンドラッグ浦和西堀店

338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀５－３－１８

048-710-6722

埼玉県

株式会社ジェーソン浦和西掘店

338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀６－１４－３

048-886-6374

埼玉県

株式会社セキ薬品与野西堀店

338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀９－９－２

048-851-3300

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス桜田店

338-0833 埼玉県さいたま市桜田２－２５－２

048-845-6911

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス道場店

338-0835 埼玉県さいたま市道場２－８－１８

048-853-5370

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス西浦和店

338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島５－２３－４

048-844-8157

埼玉県

ダイレックス東岩槻店

339-0005 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻２－１－１０

048-793-4025

埼玉県

ディスカウントドラッグコスモス東岩槻店

339-0005 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻２－４－２

048-878-9409

埼玉県

株式会社サンドラッグ東岩槻店

339-0007 埼玉県岩槻市諏訪５－１－１

048-795-3777

埼玉県

株式会社セキ薬品東岩槻店

339-0007 埼玉県岩槻市諏訪４－１－３

048-795-2877

埼玉県

ドラッグストアセキ浦和美園店

339-0028 埼玉県さいたま市岩槻区美園東２－１４－１２

048-791-1400

埼玉県

マツモトキヨシウニクス浦和美園店

339-0028 埼玉県さいたま市岩槻区美園東２－１７－１３ウニクス浦和美園内

048-791-1010

埼玉県

ジェーソン岩槻府内店

339-0042 埼玉県さいたま市岩槻区府内１－５－２９

048-797-1127

埼玉県

株式会社ＬＩＸＩＬビバスーパービバホーム岩槻店

339-0042 埼玉県さいたま市岩槻区府内３－７－１

048-791-6211

埼玉県

株式会社セキ薬品岩槻城南店

339-0043 埼玉県さいたま市岩槻区城南５－７－１

048-791-3900

埼玉県

株式会社セキ薬品岩槻太田店

339-0052 埼玉県さいたま市岩槻区太田２－１－１７

048-749-8220

埼玉県

株式会社スギ薬局岩槻駅東口店

339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町３－２－５ワッツ東館１Ｆ

048-749-2055

埼玉県

ウエルシア岩槻西町店

339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町５－１－３６

048-749-8530

埼玉県

スギドラッグ岩槻店

339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野２－８－７

048-794-3086

埼玉県

株式会社セキ薬品岩槻本宿店

339-0074 埼玉県さいたま市岩槻区本宿１２８－３

048-790-0320

埼玉県

株式会社セキ薬品青柳店

340-0002 埼玉県草加市青柳６－４５－１１

048-933-2050

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ草加青柳店

340-0002 埼玉県草加市青柳７－２０－２０

0489-36-0715

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス草加青柳店

340-0002 埼玉県草加市青柳６－２６－３０

048-930-0806

埼玉県

株式会社グリーンクロス・コア稲荷町薬局

340-0003 埼玉県草加市稲荷３－５－７

0489-36-4599

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス弁天町店

340-0004 埼玉県草加市弁天町１－１６－２

0489-33-5552

埼玉県

株式会社ドン・キホーテメガドンキ草加店

340-0011 埼玉県草加市栄町２－８－３３

048-930-6811

埼玉県

ウエルシア草加松江店

340-0013 埼玉県草加市松江１－２５－１

048-933-3855

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス草加住吉店

340-0014 埼玉県草加市住吉１－５－２－１Ｆ

048-920-3375

埼玉県

株式会社セイジョーヘルスケアセイジョー草加店

340-0015 埼玉県草加市高砂２－９－１丸井１Ｆ

048-929-6130

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムスモールプラザ草加中央店

340-0016 埼玉県草加市中央１－６－８モールプラザ草加内

048-926-3500

埼玉県

ドラッグストアセキ瀬崎店

340-0022 埼玉県草加市瀬崎２－４４－１９

048-948-7530

埼玉県

ユニバーサルドラッグ株式会社草加瀬崎店

340-0022 埼玉県草加市瀬崎町１３４２－１

048-922-7351

埼玉県

株式会社いなげや草加谷塚店

340-0022 埼玉県草加市瀬崎町７７－１

0489-28-7201

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ谷塚駅前店

340-0022 埼玉県草加市瀬崎町７７－１

048-925-7570

埼玉県

スギドラッグベルクスタウン草加谷塚店

340-0024 埼玉県草加市谷塚上町２７１－１ベルクスタウン草加谷塚内

048-954-4382

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス谷塚店

340-0024 埼玉県草加市谷塚上町１９７－５

0489-22-7071

埼玉県

ウエルシア草加柳島店

340-0033 埼玉県草加市柳島町４７５－１

048-923-2256

埼玉県

株式会社ジェーソン草加店

340-0033 埼玉県草加市柳島町５０８－１

048-922-7821

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス草加氷川町店

340-0034 埼玉県草加市氷川町８２５

048-929-6081

埼玉県

ウエルシア東急松原店

340-0043 埼玉県草加市草加３－９－１３東急ストア草加松原店内

048-946-7088

埼玉県

スギドラッグ草加店

340-0043 埼玉県草加市草加３－４－３

048-954-8832

埼玉県

株式会社ツルハ草加５丁目店

340-0043 埼玉県草加市草加５－１２０８－１

048-946-5558

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス草加北谷町店

340-0047 埼玉県草加市北谷町１－２４－１

048-946-5355

埼玉県

ウエルシア草加原町店

340-0048 埼玉県草加市原町３－３８８－１

048-946-5011

埼玉県

株式会社セキ薬品草加原町店

340-0048 埼玉県草加市原町２－３－６７

048-946-2220

埼玉県

ウエルシア草加金明店

340-0052 埼玉県草加市金明町２２０－１

048-933-0557

埼玉県

ダイレックス新田店

340-0052 埼玉県草加市金明町１１１９

048-951-4081

埼玉県

株式会社カワチ薬品新田駅前店

340-0052 埼玉県草加市金明町字道上４６３－２

0489-41-4183

埼玉県

株式会社セキ薬品新善町店

340-0054 埼玉県草加市新善町４９５－１

048-946-0100

埼玉県

株式会社セキ薬品清門町店

340-0055 埼玉県草加市清門町５８０

048-946-3900

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス新栄店

340-0056 埼玉県草加市新栄町１０００－１－１３

048-946-5172

埼玉県

株式会社クスリのアオキ幸手北店

340-0111 埼玉県幸手市北１－１－３５

0480-38-6831

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ幸手北店

340-0111 埼玉県幸手市北２－５－２１

0480-42-8773

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス幸手店

340-0113 埼玉県幸手市幸手１５４－１

0480-44-3041
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埼玉県

ウエルシア幸手東店

340-0114 埼玉県幸手市東４－８－２

0480-40-3672

埼玉県

株式会社セキ薬品幸手店

340-0114 埼玉県幸手市東２－１９－２２

0480-43-8658

埼玉県

ドラッグストアセキ上高野店

340-0155 埼玉県幸手市上高野３３２－１

0480-48-6377

埼玉県

株式会社カワチ薬品幸手店

340-0155 埼玉県幸手市上高野１４１３

0480-43-3462

埼玉県

株式会社ジョイフル本田幸手店

340-0155 埼玉県幸手市上高野１２５８－１

0480-43-3111

埼玉県

株式会社スギ薬局幸手店

340-0164 埼玉県幸手市香日向４－１５－４

0480-38-6765

埼玉県

株式会社セキ薬品ベスタ東鷲宮店

340-0203 埼玉県北葛飾郡鷲宮町桜田２－６－１ベスタ東鷲宮店内

0480-57-0080

埼玉県

ドラッグセイムス八潮緑町店

340-0808 埼玉県八潮市緑町５－１４－１５

048-954-5114

埼玉県

株式会社セキ薬品八潮店

340-0808 埼玉県八潮市緑町４－６－２

048-995-1177

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス南川崎店

340-0814 埼玉県八潮市南川崎１４７

048-999-7411

埼玉県

株式会社セキ薬品八潮中央店

340-0815 埼玉県八潮市八潮７－１８－２０

048-998-5150

埼玉県

株式会社いなげや八潮中馬場店

340-0816 埼玉県八潮市中央２丁目１３－７

0489-97-1033

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ八潮店

340-0822 埼玉県八潮市大瀬８２２－１

048-997-5575

埼玉県

株式会社ヤオコー八潮店

340-0822 埼玉県八潮市大瀬７０３－１

048-994-4811

埼玉県

ウエルシア三郷早稲田店

341-0018 埼玉県三郷市早稲田６－１０－１０

048-950-1811

埼玉県

株式会社クリエイトエス・ディー三郷早稲田店

341-0018 埼玉県三郷市早稲田２－２２－２

048-950-0025

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ三郷早稲田店

341-0018 埼玉県三郷市早稲田２－３－１

048-950-5015

埼玉県

株式会社長崎屋メガドンキホーテ三郷店

341-0021 埼玉県三郷市さつき平１－１－１ラパーク三郷

048-959-3810

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス三郷中央薬局

341-0024 埼玉県三郷市三郷中央地区８１街区１画地谷中４９２

048-949-5760

埼玉県

くすりの福太郎三郷中央店

341-0032 埼玉県三郷市谷中２６８エムズタウン三郷中央１Ｆ

048-949-1858

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ三郷中央駅前店

341-0032 埼玉県三郷市谷中２６３－１

048-949-2733

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス高州店

341-0037 埼玉県三郷市高州２－７５

0489-48-3008

埼玉県

株式会社ウェルパーク三郷戸ケ崎店

341-0044 埼玉県三郷市戸ケ崎２－２４３－５

048-955-0252

埼玉県

株式会社ジェーソン三郷戸ケ崎店

341-0044 埼玉県三郷市戸ケ崎２－７６４

048-955-0227

埼玉県

株式会社セキ薬品三郷戸ケ崎店

341-0044 埼玉県三郷市戸ケ崎３－５９３

048-948-0811

埼玉県

株式会社ジェーソン三郷店

341-0052 埼玉県三郷市彦野２－６０－１

048-954-0751

埼玉県

株式会社セキ薬品中曽根店

342-0033 埼玉県吉川市中曽根６２３

048-984-4280

埼玉県

ドラッグセイムス吉川けやき通り店

342-0034 埼玉県吉川市道庭２－９－２

048-940-8880

埼玉県

イオンリテール株式会社イオン吉川美南店

342-0038 埼玉県吉川市美南３－２３－１

048-984-0701

埼玉県

ウエルシア薬局イオンタウン吉川美南ＡＮＮＥＸ店

342-0038 埼玉県吉川市美南３－１２イオンタウン吉川美南ＡＮＮＥＸ内

048-984-2860

埼玉県

株式会社ジェーソン吉川駅前通り店

342-0041 埼玉県吉川市保１－２９－１

048-982-7911

埼玉県

ホームセンターコーナン吉川栄町店

342-0050 埼玉県吉川市栄町７９７－１

048-984-6660

埼玉県

株式会社セキ薬品吉川店

342-0050 埼玉県吉川市栄町８３４－１

0489-82-5963

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス吉川さくら通り店

342-0055 埼玉県吉川市吉川３３８

048-984-6633

埼玉県

株式会社セキ薬品平沼店

342-0056 埼玉県吉川市平沼１６０３－２

048-984-6000

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス吉川きよみ野店

342-0058 埼玉県吉川市きよみ野４－１－１

048-984-2030

埼玉県

株式会社マツモトキヨシせんげん台東店

343-0001 埼玉県越谷市平方南町１９－１

0489-78-0491

埼玉県

スギドラッグ越谷花田店

343-0015 埼玉県越谷市花田２－２１－１

048-967-1414

埼玉県

株式会社セキ薬品花田店

343-0015 埼玉県越谷市花田１－３－９

048-960-5550

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス花田店

343-0015 埼玉県越谷市花田４－９－１３

0489-69-2381

埼玉県

株式会社サンドラッグ北越谷店

343-0022 埼玉県越谷市東大沢１－５－５

0489-79-6971

埼玉県

ウエルシア東越谷三丁目店

343-0023 埼玉県越谷市東越谷３－１６－１

048-960-3505

埼玉県

ウエルシア東越谷二号店

343-0023 埼玉県越谷市東越谷７－７８－１

048-967-8801

埼玉県

株式会社コモディイイダ越谷店

343-0023 埼玉県越谷市東越谷７－７５－１

0489-69-1484

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス越谷大沢店

343-0025 埼玉県越谷市大沢４－５－２５

048-973-6651

埼玉県

株式会社東急ストア北越谷店

343-0025 埼玉県越谷市大澤３－６－１

048-973-0109

埼玉県

ウエルシア越谷大房店

343-0027 埼玉県越谷市大房１１０８－１

048-970-8480

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ大袋駅西口店

343-0032 埼玉県越谷市袋山１４２４－１

048-970-8206

埼玉県

イオンリテール株式会社イオンせんげん台店

343-0041 埼玉県越谷市千間台西３－２－１２

048-978-8121

埼玉県

株式会社カワチ薬品千間台店

343-0041 埼玉県越谷市千間台西１丁目８－１６

0489-76-8887

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス千間台店

343-0041 埼玉県越谷市千間台西１－９－７

048-973-0221

埼玉県

マツモトキヨシセブンタウンせんげん台店

343-0042 埼玉県越谷市千間台東２－７０７セブンタウンせんげん台内

048-970-1240

埼玉県

株式会社セキ薬品せんげん台店

343-0042 埼玉県越谷市千間台東町３－２８－７

0489-79-4004

埼玉県

株式会社トウブドラッグ弥十郎店

343-0047 埼玉県越谷市弥十郎３４４－８

0489-79-9029

埼玉県

ウエルシア越谷宮本店

343-0806 埼玉県越谷市宮本町１－１７８

048-969-6908

埼玉県

ロヂャース越谷店

343-0806 埼玉県越谷市宮本町５－１６２－１

0489-65-6711

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ越谷赤山店

343-0807 埼玉県越谷市赤山町２丁目５９－１

0489-62-0801

埼玉県

株式会社ウェルパーク越谷店

343-0821 埼玉県越谷市瓦曽根２－１３－２

048-963-8850

埼玉県

イオンリテール株式会社イオンレイクタウン店

343-0826 埼玉県越谷市東町２－８ＭＯＲＩ内

048-930-7000

埼玉県

ドラッグストアマツモトキヨシ越谷レイクタウン店

343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン７－２－８

048-961-1215

埼玉県

株式会社グリーンクロスコア越谷蒲生店

343-0832 埼玉県越谷市南町１－１５－２７

0489-90-8260

埼玉県

株式会社トウブドラッグ東蒲生店

343-0842 埼玉県越谷市蒲生旭町９－６

048-986-3115

埼玉県

株式会社クリエイトエス・ディー越谷七左町店

343-0851 埼玉県越谷市七左町２－１１１

048-969-7550

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ南越谷七左町店

343-0851 埼玉県越谷市七左町２－２３－１

048-986-6721

埼玉県

株式会社ドン・キホーテ越谷店

343-0856 埼玉県越谷市谷中町２－５５－２

048-969-5811

埼玉県

ウエルシア春日部八丁目店

344-0007 埼玉県春日部市小渕１０７－４

048-753-2371

埼玉県

クスリのアオキ小渕店

344-0007 埼玉県春日部市小渕１０２４－１

048-812-7286

埼玉県

株式会社セキ薬品藤の牛島店

344-0011 埼玉県春日部市藤塚１３３８

048-734-0079

埼玉県

株式会社セキ薬品武里店

344-0021 埼玉県春日部市大場１２２７－１

048-733-1200

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス春日部大場店

344-0021 埼玉県春日部市大場９２９－１

048-731-2521

埼玉県

ドラッグセイムス春日部一ノ割４丁目店

344-0031 埼玉県春日部市一ノ割４－８－１６

048-797-6292

埼玉県

株式会社セキ薬品春日部大沼店

344-0038 埼玉県春日部市大沼６－９－１

048-739-4510

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス豊春店

344-0041 埼玉県春日部市増富４６１－１

048-761-5122

埼玉県

株式会社セキ薬品豊春店

344-0046 埼玉県春日部市上蛭田１３０－１

048-755-1269

埼玉県

株式会社ドン・キホーテ春日部店

344-0048 埼玉県春日部市南中曽根８９５－１

048-760-3311

埼玉県

株式会社クスリのアオキ春日部栄町店

344-0058 埼玉県春日部市栄町３－８７

048-720-8687

埼玉県

株式会社コモディイイダ春日部店

344-0062 埼玉県春日部市粕壁東５－７－３７

048-755-1601

埼玉県

株式会社セキ薬品粕壁東店

344-0062 埼玉県春日部市粕壁東３－１８－８

048-753-3335

埼玉県

グリーンシア春日部緑町店

344-0063 埼玉県春日部市緑町３－１２２２－１

048-731-1780

埼玉県

株式会社スギ薬局ベルク春日部緑町店

344-0063 埼玉県春日部市緑町３－１１－２４ベルク春日部緑町店内

048-739-5501

埼玉県

株式会社マツモトキヨシララガーデン春日部店

344-0064 埼玉県春日部市南１－１－１－１Ｆ

048-733-3556

埼玉県

株式会社グリーンクロス・コア春日部谷原店

344-0065 埼玉県春日部市谷原３－８－６

048-734-9991

埼玉県

株式会社セキ薬品春日部中央店

344-0067 埼玉県春日部市中央３－１１－２

048-755-7988
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埼玉県

株式会社セキ薬品春日部米島店

344-0115 埼玉県春日部市米島１１８６－５３

048-718-2800

埼玉県

株式会社ミスターマックス南桜井店

344-0116 埼玉県春日部市大衾４９６－１２

048-745-3001

埼玉県

株式会社ヤオコー南桜井店

344-0116 埼玉県北葛飾郡庄和町大衾原４９６－１４

048-718-2311

埼玉県

イオンリテール株式会社イオン春日部店

344-0122 埼玉県春日部市下柳４２０－１

048-718-3900

埼玉県

株式会社ＬＩＸＩＬビバスーパービバホーム春日部店

344-0122 埼玉県春日部市下柳７６９－１

048-718-0181

埼玉県

株式会社セキ薬品杉戸店

345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地４－１０－２２

0480-35-0223

埼玉県

ウエルシア杉戸倉松店

345-0034 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松１－３－１

0480-37-0525

埼玉県

ドラッグストアセキ新杉戸店

345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸２－３－３

0480-36-1300

埼玉県

株式会社セキ薬品高野台店

345-0045 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西１－１１－１

0480-31-0390

埼玉県

ディスカウントドラッグコスモス宮代店

345-0811 埼玉県南埼玉郡宮代町道佛１－１０

0480-47-0259

埼玉県

株式会社クスリのアオキ宮代南店

345-0811 埼玉県南埼玉郡宮代町道佛３－２－１０

0480-53-6371

埼玉県

株式会社セキ薬品ピアシティ宮代店

345-0811 埼玉県南埼玉郡宮代町道佛５９５

0480-37-1230

埼玉県

株式会社カワチ薬品久喜店

346-0003 埼玉県久喜市中央１－１５－５８

0480-21-3738

埼玉県

ドラッグストアセキ久喜中央店

346-0005 埼玉県久喜市本町８－５－３５

0480-53-9910

埼玉県

株式会社セキ薬品久喜本町店

346-0005 埼玉県久喜市本町５－２－２８

0480-25-0811

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス久喜本町薬局

346-0005 埼玉県久喜市本町１－１－１６

0480-29-3150

埼玉県

株式会社ジェーソン久喜店

346-0014 埼玉県久喜市吉羽１－４５－８

0480-23-8101

埼玉県

アマゾンジャパン合同会社久喜フルフィルメントセンター

346-0038 埼玉県久喜市上清久１０００－１

07024877485

埼玉県

株式会社グリーンクロス・コア菖蒲店

346-0104 埼玉県南埼玉郡菖蒲町三箇５２９

0480-87-2007

埼玉県

マツモトキヨシモラージュ菖蒲店

346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５－１モラージュ菖蒲内

0480-87-3339

埼玉県

ヤオコー久喜菖蒲店

346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲７００１

0480-85-8711

埼玉県

株式会社カワチ薬品菖蒲店

346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲字寺田４９００

0480-85-7900

埼玉県

株式会社セキ薬品菖蒲店

346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲５７０－１

0480-87-0700

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス菖蒲店

346-0113 埼玉県南埼玉郡菖蒲町下栢間２０３２－５

0480-87-2075

埼玉県

株式会社セキ薬品加須店

347-0006 埼玉県加須市上三俣６－６－４

0480-62-8068

埼玉県

株式会社セキ薬品花崎店

347-0016 埼玉県加須市花崎北３－１２－４

0480-67-0355

埼玉県

ウエルシア加須花崎店

347-0032 埼玉県加須市花崎１－１７－５

0480-76-2080

埼玉県

株式会社カワチ薬品加須店

347-0033 埼玉県加須市下高柳１－３

0480-65-6111

埼玉県

ウエルシア加須久下店

347-0063 埼玉県加須市久下３－４３５－１９

0480-67-7003

埼玉県

株式会社クスリのアオキ久下店

347-0063 埼玉県加須市久下１８２０－２

0480-48-7446

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス加須東栄店

347-0064 埼玉県加須市東栄２－４－２８

0480-63-1551

埼玉県

ウエルシア加須店

347-0068 埼玉県加須市大門町２０－５８加須カタクラパーク内

0480-63-0308

埼玉県

マツモトキヨシドラッグストアフォルテ羽生店

348-0037 埼玉県羽生市小松４０６－１

048-560-5311

埼玉県

イオンリテール株式会社イオン羽生店

348-0039 埼玉県羽生市川崎２－２８１－３

048-560-0008

埼玉県

ウエルシアイオンモール羽生店

348-0039 埼玉県羽生市川崎２－２８１－３イオンモール羽生１Ｆ

048-560-2189

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス羽生東店

348-0052 埼玉県羽生市東６－２１－９

048-560-0020

埼玉県

株式会社セキ薬品羽生店

348-0053 埼玉県羽生市南４－８－４１

048-560-2211

埼玉県

ウエルシア蓮田黒浜店

349-0101 埼玉県蓮田市黒浜字椿山２８１１－２８

048-765-7022

埼玉県

セガミメディクス株式会社蓮田店

349-0111 埼玉県蓮田市東４－５－１３ラパーク蓮田店内１Ｆ

048-765-5115

埼玉県

株式会社東武ストア蓮田店

349-0111 埼玉県蓮田市東５－８－６５

048-769-5595

埼玉県

株式会社長崎屋メガドンキホーテ蓮田店

349-0111 埼玉県蓮田市東４－５－１３

048-765-3810

埼玉県

イイズカ薬品蓮田山ノ内店

349-0128 埼玉県蓮田市山ノ内４－２

048-765-8008

埼玉県

株式会社カインズホーム蓮田店

349-0133 埼玉県蓮田市閏戸４１０９

048-767-2000

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス蓮田店

349-0144 埼玉県蓮田市椿山２－２１６

048-768-3451

埼玉県

イイズカ薬品新白岡店

349-0212 埼玉県南埼玉郡白岡町新白岡３－４０－１

0480-93-7440

埼玉県

株式会社クスリのアオキ新白岡店

349-0212 埼玉県白岡市新白岡５－１２－２

0480-31-6866

埼玉県

株式会社セキ薬品白岡店

349-0215 埼玉県南埼玉郡白岡町千駄野６６１－１

0480-93-3480

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス白岡店

349-0215 埼玉県南埼玉郡白岡町千駄野９３９

0480-90-5610

埼玉県

株式会社セキ薬品白岡中央店

349-0217 埼玉県白岡市小久喜９８０－１

0480-90-5511

埼玉県

ウエルシア白岡店

349-0218 埼玉県白岡市白岡１１４３－１

0480-91-6711

埼玉県

株式会社ベイシア栗橋店

349-1103 埼玉県北葛飾郡栗橋町東６－１５－１

0480-55-0700

埼玉県

株式会社セキ薬品南栗橋店

349-1117 埼玉県久喜市南栗橋８－２－９

0480-55-1200

埼玉県

株式会社セキ薬品南古谷店

350-0023 埼玉県川越市並木８５４－６

049-230-1720

埼玉県

株式会社スギ薬局川越南古谷店

350-0026 埼玉県川越市泉町４－３

049-230-4600

埼玉県

株式会社ヤオコー川越南古谷店

350-0026 埼玉県川越市泉町４－３

049-230-3211

埼玉県

ウエルシア川越小仙波店

350-0031 埼玉県川越市小仙波６９４－８

049-229-6026

埼玉県

株式会社ドン・キホーテ川越店

350-0031 埼玉県川越市小仙波９３８－２

049-223-1751

埼玉県

ウエルシア川越仙波二号店

350-0034 埼玉県川越市仙波町２－３－８

049-229-3921

埼玉県

ウエルシア川越仙波店

350-0034 埼玉県川越市仙波町３－１－２

049-227-5290

埼玉県

スギドラッグ川越クレアモール店

350-0043 埼玉県川越市新富町２－９－８

049-298-8314

埼玉県

株式会社サンドラッグプラム川越店

350-0043 埼玉県川越市新富町２－１０－７－２Ｆ

049-227-0988

埼玉県

株式会社セキ薬品坂戸石井店

350-0209 埼玉県坂戸市塚越１３３８－３

049-288-4100

埼玉県

株式会社カワチ薬品坂戸店

350-0212 埼玉県坂戸市石井２３３３－１

0492-89-7771

埼玉県

ウエルシア坂戸若葉駅東口店

350-0214 埼玉県坂戸市千代田３－１５

049-288-5131

埼玉県

株式会社スギ薬局坂戸千代田店

350-0214 埼玉県坂戸市千代田２－６－７０ヤオコー坂戸千代田店内

049-277-3520

埼玉県

株式会社ヤオコー坂戸千代田店

350-0214 埼玉県坂戸市千代田２－６－７０

0492-84-4611

埼玉県

ドラッグストアトップ柳町店

350-0216 埼玉県坂戸市柳町１５２－２

049-280-3200

埼玉県

ウエルシア坂戸八幡店

350-0223 埼玉県坂戸市八幡２－１－３３

049-280-6505

埼玉県

ドラッグエースアクロスプラザ坂戸店

350-0225 埼玉県坂戸市日の出町５－３０アクロスプラザ坂戸１Ｆ

049-288-0700

埼玉県

ウエルシア坂戸南町店

350-0233 埼玉県坂戸市南町５－１２

049-280-8500

埼玉県

Ｊマート坂戸店

350-0263 埼玉県坂戸市堀込８１－１

0492-84-1116

埼玉県

ウエルシア坂戸にっさい花みず木店

350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木４－１８－１

049-280-8010

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス北坂戸店

350-0272 埼玉県坂戸市末広町２０－２

049-296-9700

埼玉県

株式会社ドラッグストアバイゴー鳩山赤沼店

350-0321 埼玉県比企郡鳩山町赤沼３３１－１

049-298-2600

埼玉県

株式会社いなげや毛呂店

350-0441 埼玉県入間郡毛呂山町岩井１４９８－２

0492-95-2111

埼玉県

株式会社ライフコーポレーション毛呂山店

350-0441 埼玉県入間郡毛呂山町岩井２６２１－１

0492-95-7545

埼玉県

ゆずの木薬局

350-0443 埼玉県入間郡毛呂山町長瀬２３１５－２

0492-95-1711

埼玉県

株式会社ヤオコー長瀬店

350-0443 埼玉県入間郡毛呂山町長瀬９６４－１

0492-94-4300

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス毛呂山店

350-0451 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷１２０５－１

0492-76-3043

埼玉県

株式会社セキ薬品武州長瀬店

350-0462 埼玉県入間郡毛呂山町若山１－６－１３

049-276-2300

埼玉県

ウエルシア鶴ヶ島駅西口店

350-0809 埼玉県川越市鯨井新田３－１

049-237-5811

埼玉県

株式会社セキ薬品鶴ヶ島店

350-0809 埼玉県川越市鯨井新田４０－２

049-239-0015

埼玉県

株式会社ウェルパーク川越山田店

350-0822 埼玉県川越市山田字東町２０１３－１

049-223-7550
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埼玉県

株式会社スギ薬局川越山田店

350-0822 埼玉県川越市山田２０４２－１

049-228-5200

埼玉県

ウエルシア川越神明町店

350-0823 埼玉県川越市神明町１２－５

049-229-3013

埼玉県

サンドラッグ川越石原店

350-0824 埼玉県川越市石原町２－５４－２

0492-25-4793

埼玉県

ウェルシア川越的場店

350-1101 埼玉県川越市的場１－１５－９

049-239-7190

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ霞ヶ関店

350-1101 埼玉県川越市的場２２２０－１

0492-32-3577

埼玉県

株式会社マツモトキヨシザ・マーケットプレイス川越的場店

350-1107 埼玉県川越市的場新町２１－１０

049-237-8222

埼玉県

株式会社ウェルパーク川越伊勢原店

350-1108 埼玉県川越市伊勢原町３－２

0492-34-2385

埼玉県

ロヂャース川越店

350-1121 埼玉県川越市脇田新町１１－１１

0492-41-1230

埼玉県

ドン・キホーテ川越東口店

350-1122 埼玉県川越市脇田町４－２

049-228-7111

埼玉県

株式会社サンドラッグ川越駅前店

350-1122 埼玉県川越市脇田町６－２０

0492-26-5336

埼玉県

株式会社東武ストア川越店

350-1122 埼玉県川越市脇田町１０３

0492-25-3101

埼玉県

ウエルシア川越新宿店

350-1124 埼玉県川越市新宿町６－２７－１

049-249-0260

埼玉県

株式会社セキ薬品新宿町店

350-1124 埼玉県川越市新宿町３－６－１

049-249-3800

埼玉県

株式会社ウェルパーク川越新河岸駅前店

350-1133 埼玉県川越市砂９３７－６

049-249-7560

埼玉県

株式会社エフケイドラッグエース新河岸店

350-1133 埼玉県川越市砂１０３６－１

0492-43-9406

埼玉県

株式会社セキ薬品新河岸店

350-1137 埼玉県川越市砂新田９３

049-249-8100

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス新河岸店

350-1137 埼玉県川越市砂新田４－９－１

0492-41-2715

埼玉県

ウエルシア川越中台元町店

350-1138 埼玉県川越市中台元町１－２５－１

049-249-0223

埼玉県

スギドラッグ川越藤間店

350-1142 埼玉県川越市藤間２１８－３ヤオコー川越藤間店２Ｆ

049-293-6895

埼玉県

株式会社コモディイイダ上福岡店

350-1142 埼玉県川越市藤間８７１

0492-43-5454

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス諏訪町店

350-1147 埼玉県川越市諏訪町１０－１

0492-45-3488

埼玉県

株式会社ウェルパーク川越南大塚東店

350-1162 埼玉県川越市南大塚１１９６－１

049-238-2681

埼玉県

ドラッグストアセキ南大塚店

350-1165 埼玉県川越市南台２－５－２

049-265-5300

埼玉県

株式会社ウェルパーク川越南大塚駅前店

350-1165 埼玉県川越市南台３－３－１６

0492-41-3075

埼玉県

クスリのアオキ笠幡店

350-1175 埼玉県川越市笠幡３７８７－１

049-298-7812

埼玉県

株式会社セキ薬品笠幡店

350-1175 埼玉県川越市笠幡４８７０－３

049-237-8800

埼玉県

株式会社ウエルパーク川越かわつる店

350-1176 埼玉県川越市川鶴２－１１－３

049-233-6652

埼玉県

株式会社ドラッグストアバイゴー日高原宿店

350-1205 埼玉県日高市原宿字向方２１０－１

042-984-1570

埼玉県

株式会社ベイシアひだかモール店

350-1211 埼玉県日高市森戸新田藤久保８８－５

042-984-3811

埼玉県

株式会社セキ薬品武蔵高萩店

350-1213 埼玉県日高市高萩字新宿２２８６－１

042-984-1400

埼玉県

株式会社ヤオコー高麗川店

350-1231 埼玉県日高市鹿山３０８－１

042-985-1836

埼玉県

株式会社ドラッグストアバイゴー日高こま川店

350-1234 埼玉県日高市上鹿山４－３

042-984-1580

埼玉県

ウエルシア狭山東三ツ木薬局

350-1302 埼玉県狭山市東三ツ木１９７－１

042-969-6676

埼玉県

株式会社セイジョーヘルスケアセイジョー新狭山店

350-1302 埼玉県狭山市東三ツ木１－１

04-2968-0630

埼玉県

生協さいたまコープポレール狭山台

350-1304 埼玉県狭山市狭山台２－２９－１

042-950-1361

埼玉県

株式会社マツモトキヨシベスタ狭山店

350-1305 埼玉県狭山市入間川１０２５

04-2958-0301

埼玉県

ウェルパーク狭山中央店

350-1308 埼玉県狭山市中央１－３－２９

04-2968-4717

埼玉県

株式会社サンドラッグビッグサン狭山店

350-1308 埼玉県狭山市中央４－１６－１６

042-950-7255

埼玉県

株式会社ジェーソン狭山入曽店

350-1315 埼玉県狭山市北入曽１３６４－７

04-2958-2012

埼玉県

株式会社スギ薬局北入曽店

350-1315 埼玉県狭山市北入曽７２０－１

04-2950-5850

埼玉県

株式会社ヤオコー入曽店

350-1317 埼玉県狭山市水野４８２－１

042-950-0511

埼玉県

株式会社ドラッグストアバイゴー根岸店

350-1319 埼玉県狭山市広瀬１－３１－３３

04-2969-3060

埼玉県

スギドラッグ狭山広瀬東店

350-1320 埼玉県狭山市広瀬東４－２－１

04-2955-3801

埼玉県

株式会社ドラッグストアバイゴー上広瀬店

350-1326 埼玉県狭山市つつじ野１－４２

042-952-0491

埼玉県

カルフール狭山店

350-1333 埼玉県狭山市上奥富１１２６－１

042-969-7700

埼玉県

株式会社ドラッグストアバイゴー鶴ヶ島一本松店

350-2200 埼玉県鶴ケ島市新田区画整理地区４５－２

049-279-7061

埼玉県

株式会社セキ薬品若葉店

350-2201 埼玉県鶴ケ島市富士見２－３－１

049-279-3800

埼玉県

株式会社ヤオコー若葉ウォーク店

350-2201 埼玉県鶴ケ島市富士見１－２－１

049-272-5211

埼玉県

ドラッグストアマツモトキヨシ鶴ヶ島店

350-2203 埼玉県鶴ケ島市上広谷４０－７

049-279-0510

埼玉県

ドラッグストアマツモトキヨシ鶴ヶ丘店

350-2204 埼玉県鶴ケ島市鶴ヶ丘２７６－１

049-279-5010

埼玉県

株式会社コモディイイダ鶴ヶ島店

350-2204 埼玉県鶴ケ島市鶴ケ丘６３－２

0492-71-1601

埼玉県

株式会社ヤオコー鶴ケ島店

350-2204 埼玉県鶴ケ島市鶴ヶ丘３４０－１

049-279-0911

埼玉県

株式会社セキ薬品藤金店

350-2206 埼玉県鶴ケ島市藤金８９７－５

049-279-7200

埼玉県

ウエルシア鶴ケ島脚折店

350-2211 埼玉県鶴ケ島市脚折町５－８－２

049-279-5002

埼玉県

ドラッグストアセキ脚折町店

350-2211 埼玉県鶴ケ島市脚折町６－４－３０

049-279-0300

埼玉県

株式会社ジェーソン鶴ケ島店

350-2211 埼玉県鶴ケ島市脚折町６－３３－１

049-285-2325

埼玉県

株式会社ローソンエンタテインメントＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳｏｎｌｉｎｅ物流センター
350-2218 埼玉県鶴ケ島市柳戸町８－２１ＬＤＣ内

05031595201

埼玉県

株式会社ベイシア鶴ケ島店

350-2219 埼玉県鶴ケ島市三ツ木新町２－５－１５

049-272-4111

埼玉県

ウエルシア鶴ケ島新町店

350-2227 埼玉県鶴ケ島市新町１－６－２

049-279-7003

埼玉県

ウエルシア朝霞根岸台店

351-0005 埼玉県朝霞市根岸台６－１４７５－１

048-451-5060

埼玉県

ウエルシア朝霞駅東口店

351-0005 埼玉県朝霞市根岸台５－５－３

048-450-7727

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス朝霞駅前店

351-0006 埼玉県朝霞市仲町２－１－６－１０２号

048-451-3033

埼玉県

株式会社ウェルパーク朝霞本町店

351-0011 埼玉県朝霞市本町３－３－５

048-460-5550

埼玉県

株式会社エフケイドラッグエース本町店

351-0011 埼玉県朝霞市本町１－１８－２８

048-450-2266

埼玉県

イイズカ薬品あさか栄店

351-0012 埼玉県朝霞市栄町５－１－２０

048-468-8335

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス膝折店

351-0014 埼玉県朝霞市膝折町４－２－３

048-462-0380

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス朝霞台店

351-0022 埼玉県朝霞市東弁財３－１３－４

048-464-2191

埼玉県

薬マツモトキヨシ朝霞台駅南口店

351-0022 埼玉県朝霞市東弁財１－５－１８

048-486-4580

埼玉県

株式会社セイジョーココカラファイン朝霞店

351-0023 埼玉県朝霞市溝沼２－１－３

048-462-0075

埼玉県

株式会社ウェルパーク朝霞三原店

351-0025 埼玉県朝霞市三原５－２８２－９７

048-450-2655

埼玉県

株式会社サンドラッグ朝霞台店

351-0025 埼玉県朝霞市三原３－３４５－５

048-469-6628

埼玉県

ダイレックス宮戸店

351-0031 埼玉県朝霞市宮戸２－１－３０

048-260-6303

埼玉県

株式会社エフケイドラッグエース朝志ヶ丘店

351-0035 埼玉県朝霞市朝志ヶ丘２－１－３２

048-485-3766

埼玉県

株式会社スギ薬局和光店

351-0101 埼玉県和光市白子３－１７－３０

048-451-3833

埼玉県

株式会社ウェルパーク和光南１丁目店

351-0104 埼玉県和光市南１－１１－３９

048-458-5336

埼玉県

株式会社ジェーソン和光店

351-0111 埼玉県和光市下新倉３－２２－５０

048-466-5590

埼玉県

ウエルシア和光丸山台店

351-0112 埼玉県和光市丸山台２－１１－２１

048-458-4333

埼玉県

トモズシーアイハイツ和光店

351-0114 埼玉県和光市本町３１－１サミットシーアイハイツ和光店２Ｆ

048-483-4761

埼玉県

株式会社いなげや和光新倉店

351-0115 埼玉県和光市新倉１丁目１２－１

048-466-4551

埼玉県

イオンリテール株式会社イオン新座店

352-0001 埼玉県新座市東北２－３２－１２

048-472-2611

埼玉県

株式会社島忠ホームセンター新座店

352-0001 埼玉県新座市東北２－５－２６

048-471-1555

埼玉県

株式会社いなげや新座東店

352-0002 埼玉県新座市東３丁目１－１

048-475-3939

埼玉県

株式会社ウェルパーク新座東店

352-0002 埼玉県新座市東３－１－３７

048-474-1296
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埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス新座中央通り店

352-0002 埼玉県新座市東１－１３－７

048-480-2100

埼玉県

カインズ新座店

352-0004 埼玉県新座市大和田２－６－３２

048-477-8111

埼玉県

ウエルシア新座市役所前店

352-0011 埼玉県新座市野火止１－１４－１２

048-483-7515

埼玉県

ウエルシア新座野火止二号店

352-0011 埼玉県新座市野火止７－８－７

048-480-7226

埼玉県

ウエルシア新座野火止店

352-0011 埼玉県新座市野火止６－１６－１３

048-480-4305

埼玉県

株式会社ドン・キホーテ野火止店

352-0011 埼玉県新座市野火止４－１－７７

048-480-6311

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ新座駅前店

352-0011 埼玉県新座市野火止５－８２１

048-483-0190

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス新座野火止店

352-0011 埼玉県新座市野火止７－７－４

048-489-3680

埼玉県

スギドラッグ新座店

352-0012 埼玉県新座市畑中２－４－３５

048-482-8800

埼玉県

株式会社ウェルパーク大泉学園店

352-0014 埼玉県新座市栄４－１－２６

048-477-7730

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス新座片山店

352-0025 埼玉県新座市片山１－２０－３４

048-480-3361

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス新座片山３丁目店

352-0025 埼玉県新座市片山３－８－１２

048-489-0163

埼玉県

ドラッグセイムス新座新堀店

352-0032 埼玉県新座市新堀３－４－５

042-494-7751

埼玉県

株式会社ウェルパーク新座野寺店

352-0034 埼玉県新座市野寺４－１１－２３

0424-70-7222

埼玉県

株式会社クリエイトＳＤ新座栗原店

352-0035 埼玉県新座市栗原３－１０－１０

042-438-3151

埼玉県

株式会社ヤオコー新座栗原店

352-0035 埼玉県新座市栗原１－１４－２２

042-470-3611

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス西武ひばりケ丘店

352-0035 埼玉県新座市栗原５－１２－１７

042-439-7725

埼玉県

株式会社エフケイドラッグエース宗岡店

353-0001 埼玉県志木市上宗岡５－９－１

048-486-5211

埼玉県

株式会社セキ薬品中宗岡店

353-0002 埼玉県志木市中宗岡４－５－３６

048-470-2300

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス中宗岡１丁目店

353-0002 埼玉県志木市中宗岡１－９－３７

048-486-7511

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス宗岡店

353-0002 埼玉県志木市中宗岡３－２－３０

048-474-4430

埼玉県

株式会社ヤオコー志木宗岡店

353-0003 埼玉県志木市下宗岡２－１１－２７

048-470-5311

埼玉県

株式会社サンドラッグ志木店

353-0004 埼玉県志木市本町６－２２－３８

048-475-3223

埼玉県

株式会社ウェルパーク志木幸町店

353-0005 埼玉県志木市幸町３－４－３４

048-470-7780

埼玉県

生協さいたまコープポレール幸町

353-0005 埼玉県志木市幸町１－１５－４６

048-487-5971

埼玉県

株式会社いなげや志木柏町店

353-0007 埼玉県志木市柏町１－６－７２

048-485-6576

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス柳瀬川店

353-0007 埼玉県志木市柏町６－２８－２２

048-486-5322

埼玉県

ドラッグストアセキみずほ台店

354-0011 埼玉県富士見市水子４６６０－２

049-275-3500

埼玉県

株式会社トウブドラッグマツモトキヨシみずほ台駅店

354-0015 埼玉県富士見市東みずほ台２－２９－４東武ストア内

049-275-2111

埼玉県

株式会社一本堂みずほ台店

354-0015 埼玉県富士見市東みずほ台１－４－１

049-268-1681

埼玉県

株式会社東武ストアみずほ台店

354-0015 埼玉県富士見市東みずほ台２－２９－１

0492-53-7161

埼玉県

ウエルシア富士見鶴瀬駅西口店

354-0021 埼玉県富士見市鶴馬２６１５－２

049-275-1551

埼玉県

ウエルシア薬局富士見鶴馬店

354-0021 埼玉県富士見市鶴馬３－３２－２２

049-268-7551

埼玉県

株式会社エフケイドラッグエース鶴瀬西口店

354-0021 埼玉県富士見市鶴馬３５３９

049-255-6041

埼玉県

ドラッグストアマツモトキヨシららぽーと富士見店

354-0022 埼玉県富士見市山室１－１３１３ららぽーと富士見１Ｆ

049-275-1121

埼玉県

ウエルシア富士見渡戸店

354-0032 埼玉県富士見市渡戸１－１２

049-268-5250

埼玉県

株式会社エフケイドラッグエース富士見諏訪店

354-0033 埼玉県富士見市羽沢３－２７－２

0492-51-3780

埼玉県

株式会社セキ薬品羽沢店

354-0033 埼玉県富士見市羽沢２－１２－１１

049-275-8100

埼玉県

株式会社ヤオコー富士見羽沢店

354-0033 埼玉県富士見市羽沢３－３１－１

0492-52-1211

埼玉県

株式会社エフケイドラッグエースふじみ野店

354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東２－９－１２

049-264-5553

埼玉県

ダイレックス株式会社三芳店

354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保２６３－３

049-274-1330

埼玉県

株式会社セキ薬品藤久保店

354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保２０１－１

049-274-5000

埼玉県

株式会社ヤオコー三芳藤久保店

354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保８５５－４０３

049-257-3011

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムスみよし台店

354-0042 埼玉県入間郡三芳町みよし台５－１

049-274-1711

埼玉県

株式会社スギ薬局三芳町店

354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢３５３－１

049-274-5066

埼玉県

株式会社マツモトキヨシピオニウォーク東松山店

355-0000 埼玉県東松山市東松山都市第二特定土地区画整理２５－１

0493-31-2323

埼玉県

クリエイトエス・ディー東松山東平店

355-0002 埼玉県東松山市東平２３７４－１

0493-36-1050

埼玉県

株式会社サンドラッグ東松山店

355-0013 埼玉県東松山市小松原町１１－６

0493-27-2780

埼玉県

株式会社セキ薬品松葉町店

355-0017 埼玉県東松山市松葉町３－１５－１７

0493-27-1200

埼玉県

株式会社エフケイドラッグエース松山町店

355-0018 埼玉県東松山市松山町２－４－５２

0493-21-5420

埼玉県

株式会社グリーンクロス・コア東松山砂田店

355-0019 埼玉県東松山市砂田町１－５

0493-27-1701

埼玉県

ウエルシアビバモール東松山店

355-0021 埼玉県東松山市神明町２－１１－６ビバモール東松山１Ｆ

0493-81-3020

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ東松山六反町店

355-0023 埼玉県東松山市六反町１－１

0493-25-1310

埼玉県

ウエルシア東松山六軒町店

355-0024 埼玉県東松山市六軒町１８－８

0493-21-1457

埼玉県

株式会社エフケイドラッグエース箭弓町店

355-0028 埼玉県東松山市箭弓町２－８－２８

0493-22-8399

埼玉県

クスリのアオキ高坂店

355-0048 埼玉県東松山市あずま町３－１

0493-81-3863

埼玉県

株式会社クリエイトエス・ディー東松山高坂店

355-0063 埼玉県東松山市元宿１－２１－９

0493-31-0107

埼玉県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ東松山店

355-0072 埼玉県東松山市石橋１６４８－１

0493-27-8711

埼玉県

株式会社セキ薬品吉見店

355-0137 埼玉県比企郡吉見町久保田１７５８－１

0493-53-0200

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス嵐山店

355-0213 埼玉県比企郡嵐山町川島２３１６－２

0493-61-0320

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ嵐山店

355-0215 埼玉県比企郡嵐山町平沢５９

0493-62-8507

埼玉県

株式会社ヤオコー嵐山バイパス店

355-0215 埼玉県比企郡嵐山町平沢土地区画整理内３１街区１０

0493-61-1531

埼玉県

ウエルシア薬局嵐山東口店

355-0216 埼玉県比企郡嵐山町むさし台３－２７－１

0493-61-0166

埼玉県

株式会社ヤオコーみどりが丘店

355-0315 埼玉県比企郡小川町みどりが丘２－８－１

0493-74-2600

埼玉県

ウエルシア小川町店

355-0321 埼玉県比企郡小川町小川４３６

0493-74-6455

埼玉県

株式会社セキ薬品小川町店

355-0321 埼玉県比企郡小川町小川２２－１

0493-71-0100

埼玉県

スギドラッグ小川町店

355-0328 埼玉県比企郡小川町大塚１１５２－１ヤオコー小川ショッピングセンター２Ｆ

0493-59-9520

埼玉県

ウエルシアときがわ玉川店

355-0342 埼玉県比企郡ときがわ町玉川１１６５－１

0493-65-5210

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス都幾川店

355-0361 埼玉県比企郡都幾川村桃木３７－２

0493-65-4901

埼玉県

株式会社ベイシアなめがわモール店

355-0811 埼玉県比企郡滑川町羽尾２７８０

0493-57-1122

埼玉県

ウエルシア森林公園駅前店

355-0814 埼玉県比企郡滑川町みなみ野１－１－２

0493-57-1711

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムスふじみ野清見店

356-0002 埼玉県ふじみ野市清見１－１－９

049-256-5311

埼玉県

サンドラッグふじみ野大原店

356-0003 埼玉県ふじみ野市大原２－１－３０

049-214-6200

埼玉県

株式会社サンドラッグ上福岡大原店

356-0003 埼玉県上福岡市大原１－１－５

049-263-0211

埼玉県

イオンスタイルふじみ野

356-0011 埼玉県ふじみ野市福岡２－１－６

049-278-7111

埼玉県

株式会社エフケイドラッグエース中福岡店

356-0023 埼玉県上福岡市中ノ島１－１－１７

0492-67-3360

埼玉県

ドラッグストアセキ新駒林店

356-0030 埼玉県ふじみ野市新駒林２－４－１２

049-256-5051

埼玉県

株式会社ヤオコー上福岡駒林店

356-0034 埼玉県ふじみ野市駒林２９４

049-256-5411

埼玉県

株式会社セキ薬品鶴ケ舞店

356-0041 埼玉県ふじみ野市鶴ケ舞２－２－１７

049-278-1100

埼玉県

トステムビバ株式会社スーパービバホーム埼玉大井店

356-0044 埼玉県入間郡大井町西鶴ケ岡１－３－１５

049-278-7911

埼玉県

株式会社マツモトキヨシビアシティふじみ野店

356-0044 埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡２－３－１

049-256-8585

埼玉県

イオンリテール株式会社イオン大井店

356-0050 埼玉県ふじみ野市ふじみ野１－２－１

049-261-3101

埼玉県

株式会社コモディイイダ大井店

356-0051 埼玉県入間郡大井町亀久保１１５４－２

0492-64-2565
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埼玉県

株式会社マツモトキヨシ大井町店

356-0051 埼玉県入間郡大井町亀久保東久保３９６－２

0492-61-9301

埼玉県

ウエルシア大井町中央店

356-0058 埼玉県入間郡大井町中央１－１６－１

049-278-2731

埼玉県

株式会社スギ薬局飯能店

357-0023 埼玉県飯能市岩沢２７７－１

042-972-1166

埼玉県

ウエルシア飯能緑町店

357-0024 埼玉県飯能市緑町２－６

042-975-1051

埼玉県

株式会社ジェーソン飯能緑町店

357-0024 埼玉県飯能市緑町１２－９

042-972-8261

埼玉県

株式会社ドラッグストアバイゴー飯能緑町店

357-0024 埼玉県飯能市緑町１２－１

042-971-2005

埼玉県

ドラッグストアビーツー東飯能店

357-0025 埼玉県飯能市栄町１６－２

042-971-3366

埼玉県

クリエイトエス・ディー飯能東町店

357-0034 埼玉県飯能市東町３２－１

042-983-6020

埼玉県

ウエルシア飯能柳町店

357-0035 埼玉県飯能市柳町１５－６

042-983-0310

埼玉県

ドラッグストアビーツー飯能ペペ南口店

357-0036 埼玉県飯能市南町１－２２

0429-71-9021

埼玉県

株式会社クリエイトエス・ディー飯能美杉台店

357-0041 埼玉県飯能市美杉台３－１７－４

042-983-0731

埼玉県

ドラッグストアセキ飯能店

357-0063 埼玉県飯能市飯能５４２－１

042-978-7900

埼玉県

株式会社ドラッグストアバイゴー原市場店

357-0126 埼玉県飯能市下赤工６５１－１

042-970-3245

埼玉県

株式会社ドラッグストアバイゴー入間東店

358-0002 埼玉県入間市東町７－１２５３－１

042-960-6511

埼玉県

株式会社スギ薬局入間駅前店

358-0003 埼玉県入間市豊岡１－４－１０

04-2901-7005

埼玉県

ウエルシア入間春日町店

358-0006 埼玉県入間市春日町２－２－７

04-2901-7320

埼玉県

株式会社いなげや入間春日町店

358-0006 埼玉県入間市春日町２丁目２－７

042-963-2251

埼玉県

株式会社ドラッグストアバイゴー入間春日町店

358-0006 埼玉県入間市春日町１－２－３５

0429-60-6741

埼玉県

株式会社ドラッグストアバイゴ－入間ペペ店

358-0008 埼玉県入間市河原町２－１

0429-60-2661

埼玉県

株式会社ケーヨーＤ２入間下藤沢店

358-0011 埼玉県入間市下藤沢１８８－１

04-2964-1565

埼玉県

株式会社サンドラッグコピオ下藤沢店

358-0011 埼玉県入間市下藤沢１８８－１コピオ内

04-2901-2205

埼玉県

株式会社サンドラッグ下藤沢店

358-0011 埼玉県入間市下藤沢字出原１３１７ヨークマート内

042-965-7575

埼玉県

株式会社セキ薬品武蔵藤沢店

358-0011 埼玉県入間市下藤沢７５３－１

042-901-1200

埼玉県

株式会社ドラッグストアバイゴー入間下藤沢店

358-0011 埼玉県入間市下藤沢８８５－１

042-901-2088

埼玉県

ウエルシア入間武蔵藤沢店

358-0012 埼玉県入間市東藤沢３－４－５

04-2901-0666

埼玉県

生活協同組合さいたまコープ武蔵藤沢店

358-0012 埼玉県入間市東藤沢３－４－１

04-2901-0500

埼玉県

イオンリテール株式会社イオン入間店

358-0013 埼玉県入間市上藤沢４６２－１

04-2901-4500

埼玉県

ウエルシア入間扇台店

358-0023 埼玉県入間市扇台２－５－３５

04-2901-0005

埼玉県

株式会社エフケイドラッグエース小谷田店

358-0026 埼玉県入間市小谷田１３７７－１

042-963-1185

埼玉県

株式会社ドラッグストアバイゴー金子店

358-0045 埼玉県入間市寺竹６９０－１

042-936-5288

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス入間仏子店

358-0053 埼玉県入間市仏子８３９－１

04-2931-3030

埼玉県

ウエルシア入間野田店

358-0054 埼玉県入間市野田１５０３－１

04-2932-8501

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ入間野田店

358-0054 埼玉県入間市野田８９４－１

04-2933-1021

埼玉県

株式会社セキ薬品中富南店

359-0003 埼玉県所沢市中富南２－２５－５

042-990-1200

埼玉県

株式会社スギ薬局所沢北原店

359-0004 埼玉県所沢市北原町１４０４

04-2997-5680

埼玉県

株式会社ヤオコー所沢北原店

359-0004 埼玉県所沢市北原町１４１５－１

042-991-6611

埼玉県

株式会社セイジョーデイリーケアセイジョー所沢中央店

359-0021 埼玉県所沢市東所沢１－１４－７

04-2951-3611

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス東所沢店

359-0021 埼玉県所沢市東所沢１－１８－７

042-946-3485

埼玉県

株式会社スギ薬局東所沢駅前店

359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田２－１－１２

04-2951-4100

埼玉県

株式会社富士薬品東所沢和田薬局

359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田３－１５－２

04-2951-3551

埼玉県

株式会社ドン・キホーテ東所沢店

359-0025 埼玉県所沢市上安松字茨原１２３７－２４

04-2997-5611

埼玉県

生協さいたまコープこぶし

359-0033 埼玉県所沢市こぶし町１９－２９

042-992-7593

埼玉県

株式会社スギ薬局所沢航空公園店

359-0042 埼玉県所沢市並木３－１－６－１０１

04-2991-1731

埼玉県

株式会社ヤオコー所沢美原店

359-0045 埼玉県所沢市美原町４－２９７８－１

04-2990-3611

埼玉県

株式会社コモディイイダ新所沢店

359-0046 埼玉県所沢市北所沢町２０１１

042-996-3311

埼玉県

株式会社サンドラッグ所沢花園店

359-0047 埼玉県所沢市花園３－２３６５－１

042-943-2988

埼玉県

ウェルパーク所沢青葉台店

359-1105 埼玉県所沢市青葉台１３３５－９

04-2936-9171

埼玉県

ホームズ所沢店

359-1105 埼玉県所沢市青葉台１３２７

04-2928-2736

埼玉県

ウェルパーク新所沢西口店

359-1111 埼玉県所沢市緑町１－１－４

04-2902-6603

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ所沢緑町店

359-1111 埼玉県所沢市緑町３－１５－１

042-924-8131

埼玉県

ドラッグストアマツモトキヨシ所沢有楽町店

359-1117 埼玉県所沢市有楽町６－２

04-2940-5570

埼玉県

ウエルシア所沢けやき台店

359-1118 埼玉県所沢市けやき台２－３８－１

04-2929-0720

埼玉県

株式会社サンドラッグ所沢駅前店

359-1123 埼玉県所沢市日吉町１１－１９

04-2929-1505

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス星の宮店

359-1127 埼玉県所沢市星の宮２－１１７５－３

0429-21-6685

埼玉県

株式会社ウェルパーク所沢西武園店

359-1133 埼玉県所沢市荒幡１３５９－１７

04-2903-1215

埼玉県

スギドラッグ小手指店

359-1141 埼玉県所沢市小手指町４－５－３

04-2947-4561

埼玉県

株式会社セキ薬品宮本町店

359-1143 埼玉県所沢市宮本町２－２３－３０

04-2903-2100

埼玉県

株式会社ドン・キホーテ所沢宮本町店

359-1143 埼玉県所沢市宮本町２－２５－１５

04-2929-2311

埼玉県

株式会社セイジョーデイリーケアセイジョー所沢山口店

359-1145 埼玉県所沢市山口１５１１－１

04-2903-0643

埼玉県

株式会社セキ薬品小手指南店

359-1146 埼玉県所沢市小手指南３－２７－４０

04-2938-3600

埼玉県

株式会社ウェルパーク所沢狭山ヶ丘店

359-1151 埼玉県所沢市若狭１－２９３８－１

042-947-6558

埼玉県

株式会社サンドラッグ狭山ヶ丘店

359-1151 埼玉県所沢市若狭４－２４６８－１３

042-947-6461

埼玉県

株式会社ホームピック所沢西店

359-1151 埼玉県所沢市若狭１－２６１７－１

042-947-2310

埼玉県

株式会社ドラッグストアバイゴー北野店

359-1152 埼玉県所沢市北野６０５－３

042-949-5971

埼玉県

クリエイトエス・ディー熊谷上之店

360-0012 埼玉県熊谷市上之３１１４－１

048-528-9100

埼玉県

ドラッグストアマツモトキヨシフォルテ上之店

360-0012 埼玉県熊谷市上之２１３８フォルテ上之店内

048-501-8533

埼玉県

ウエルシア熊谷箱田２丁目店

360-0014 埼玉県熊谷市箱田２－２０－４８

048-501-0812

埼玉県

ウエルシア薬局熊谷箱田店

360-0014 埼玉県熊谷市箱田７－１６１－１０

048-529-2066

埼玉県

株式会社スギ薬局熊谷箱田店

360-0014 埼玉県熊谷市箱田１－１４－１

048-599-0300

埼玉県

株式会社ヤオコー熊谷箱田店

360-0014 埼玉県熊谷市箱田１－１４－１

048-599-0611

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス熊谷中央店

360-0018 埼玉県熊谷市中央２－４４５

048-599-2501

埼玉県

ウエルシア熊谷佐谷田店

360-0023 埼玉県熊谷市佐谷田２４０２－１

048-525-8251

埼玉県

株式会社クスリのアオキ熊谷銀座店

360-0032 埼玉県熊谷市銀座５－９－１

048-594-8805

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ熊谷ニットモール店

360-0032 埼玉県熊谷市銀座２－１２３－１

048-525-2259

埼玉県

株式会社いなげや大里江南店

360-0114 埼玉県大里郡江南町中央２－１９－１

048-536-3811

埼玉県

株式会社セキ薬品熊谷妻沼店

360-0201 埼玉県熊谷市妻沼３１１－３

048-567-0800

埼玉県

株式会社関東セイムスドラッグセイムス熊谷妻沼店

360-0201 埼玉県熊谷市妻沼３５６－５

048-588-5949

埼玉県

株式会社セキ薬品熊谷円光店

360-0813 埼玉県熊谷市円光１－１４－７

048-599-1900

埼玉県

株式会社セキ薬品熊谷広瀬店

360-0833 埼玉県熊谷市広瀬２６６－１

048-599-1880

埼玉県

ダイレックス株式会社籠原店

360-0841 埼玉県熊谷市新堀字北原９６２－２

048-530-1500

埼玉県

株式会社マツモトキヨシかごはら南店

360-0842 埼玉県熊谷市新堀新田６７３

048-532-6566

埼玉県

株式会社サンドラッグ籠原店

360-0846 埼玉県熊谷市拾六間７０６－１

048-532-7037

埼玉県

株式会社クスリのアオキ籠原南店

360-0847 埼玉県熊谷市籠原南１－１８４－２

048-501-7526
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埼玉県

株式会社グリーンクロス・コア熊谷籠原店

360-0856 埼玉県熊谷市別府１－４６

048-530-3321

埼玉県

株式会社ジェーソン行田店

361-0021 埼玉県行田市富士見町１－１０－７

048-554-7631

埼玉県

株式会社クスリのアオキ行田長野店

361-0023 埼玉県行田市長野１８８１－１

048-501-7838

埼玉県

株式会社グリーンクロス・コア行田佐間店

361-0032 埼玉県行田市佐間１－５－５

048-564-2151

埼玉県

株式会社スギ薬局行田門井店

361-0044 埼玉県行田市門井町２－３－１５

048-594-8156

埼玉県

クスリのアオキ持田店

361-0056 埼玉県行田市持田９２９－１

048-578-4018

埼玉県

ドン・キホーテ行田持田インター店

361-0056 埼玉県行田市持田２１６０－１

048-564-8011

埼玉県

株式会社ナガタ薬局谷郷店

361-0062 埼玉県行田市谷郷２－１０５０－１

048-555-1145

埼玉県

株式会社サンドラッグ行田店

361-0074 埼玉県行田市旭町２３０－１

048-564-0151

埼玉県

ウエルシア上尾上店

362-0001 埼玉県上尾市上８５－１

048-778-1788

埼玉県

スギドラッグ上尾平塚店

362-0011 埼玉県上尾市平塚２５１８－１

048-778-8942

埼玉県

株式会社ジェーソン上尾店

362-0015 埼玉県上尾市緑丘３－３－１１－２ＰＡＰＡプリンス内

048-772-7601

埼玉県

株式会社ドン・キホーテ北上尾ＰＡＰＡ店

362-0015 埼玉県上尾市緑丘３－３－１１－１ＰＡＰＡプリンス内

048-779-3601

埼玉県

株式会社サンドラッグ二ツ宮店

362-0017 埼玉県上尾市二ツ宮９２７－１

048-779-2481

埼玉県

ウエルシア上尾原市店

362-0021 埼玉県上尾市原市１－１２

048-724-3011

埼玉県

株式会社いなげや上尾沼南駅前店

362-0021 埼玉県上尾市原市２２５４

048-723-6433

埼玉県

株式会社セキ薬品沼南店

362-0021 埼玉県上尾市原市２２５５－１

048-720-1550

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス上尾原市店

362-0021 埼玉県上尾市原市字１９番耕地３７２５－１

048-723-6110

埼玉県

株式会社グリーンクロス・コア上尾栄店

362-0033 埼玉県上尾市栄町１－７

048-772-1059

埼玉県

イオンスタイル上尾

362-0034 埼玉県上尾市愛宕３－８－１

048-770-3800

埼玉県

株式会社スギ薬局丸広上尾店

362-0036 埼玉県上尾市宮本町１－１丸広百貨店上尾店１Ｆ

048-871-9252

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムスエージオタウン薬局

362-0036 埼玉県上尾市宮本町３－２

048-778-1531

埼玉県

イイズカ薬品上町２丁目店

362-0037 埼玉県上尾市上町２－３－１

048-777-6025

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ上尾ショーサン通り店

362-0042 埼玉県上尾市谷津２－１－２５ショーサン上尾ビル内

048-779-2271

埼玉県

ウエルシア上尾大谷本郷店

362-0044 埼玉県上尾市大谷本郷７３５－３

048-780-6033

埼玉県

生協さいたまコープ今泉

362-0046 埼玉県上尾市壱丁目台下４８５

048-781-3438

埼玉県

株式会社セキ薬品上尾川店

362-0048 埼玉県上尾市川２８４－３

048-780-3300

埼玉県

ドラッグストアセキ小泉店

362-0063 埼玉県上尾市小泉４－１８－９

048-780-7700

埼玉県

株式会社スギ薬局上尾小泉店

362-0063 埼玉県上尾市小泉１３１

048-726-8291

埼玉県

株式会社サンドラッグ小敷谷店

362-0064 埼玉県上尾市小敷谷７８７－２

048-783-1722

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ上尾井戸木店

362-0071 埼玉県上尾市井戸木１－５

048-772-3271

埼玉県

ウエルシア上尾春日店

362-0074 埼玉県上尾市春日１－４８－２

048-778-3755

埼玉県

株式会社スギ薬局ドラッグスギ上尾春日店

362-0074 埼玉県上尾市春日１－３４－３０

048-778-1931

埼玉県

株式会社セキ薬品柏座店

362-0075 埼玉県上尾市柏座４－６－１４

048-778-0820

埼玉県

株式会社グリーンクロス・コア上尾弁財店

362-0076 埼玉県上尾市弁財２－４－１

048-779-6220

埼玉県

株式会社スギ薬局伊奈店

362-0803 埼玉県北足立郡伊奈町大針１１２５－１

048-720-7570

埼玉県

ウエルシア伊奈栄店

362-0805 埼玉県北足立郡伊奈町栄６－６０

048-720-5530

埼玉県

ウエルシア伊奈町役場前店

362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室９４７７

048-720-5330

埼玉県

株式会社スギ薬局伊奈小室店

362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室５６４０－２

048-723-6799

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス伊奈寿店

362-0807 埼玉県北足立郡伊奈町寿３－１３０

048-729-1051

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス伊奈羽貫店

362-0807 埼玉県北足立郡伊奈町寿２－１４５－１

048-728-7909

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス加納店

363-0008 埼玉県桶川市坂田字宮前６７２－１

048-729-0677

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス桶川末広店

363-0012 埼玉県桶川市末広３－２－１

048-778-3431

埼玉県

ウエルシア桶川泉店

363-0021 埼玉県桶川市泉１－８－６

048-789-2115

埼玉県

株式会社東武ストア桶川マイン店

363-0022 埼玉県桶川市若宮１－５－２

048-787-6300

埼玉県

ドラッグストアマツモトキヨシ桶川下日出谷店

363-0025 埼玉県桶川市下日出谷１２５－２

048-789-0100

埼玉県

株式会社スギ薬局ベニバナウォーク桶川店

363-0025 埼玉県桶川市下日出谷東特定土地区画整理事業地内４２－１

048-729-6681

埼玉県

株式会社セキ薬品上日出谷店

363-0026 埼玉県桶川市上日出谷６５０－２

048-789-5110

埼玉県

ダイレックス下日出谷店

363-0028 埼玉県桶川市下日出谷西１－３３－１

048-657-8351

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ北本深井店

364-0001 埼玉県北本市深井６－８７

048-543-7707

埼玉県

株式会社セキ薬品東間店

364-0007 埼玉県北本市東間７－２２５－１

048-540-6350

埼玉県

株式会社スギ薬局とりせん北本店

364-0012 埼玉県北本市北中丸１－７５－１とりせん北本店内

048-598-4755

埼玉県

ウエルシア北本中丸店

364-0013 埼玉県北本市中丸２－１

048-590-4710

埼玉県

ロヂャース北本店

364-0013 埼玉県北本市中丸７－１２３

048-594-1234

埼玉県

株式会社ジェーソン北本店

364-0014 埼玉県北本市二ツ家４－８８－１

048-594-1530

埼玉県

株式会社スギ薬局北本南店

364-0023 埼玉県北本市下石戸下７－３７

048-578-8727

埼玉県

株式会社いなげや北本駅前店

364-0031 埼玉県北本市中央３－４５

048-590-5700

埼玉県

株式会社ウェルパーク北本駅前店

364-0031 埼玉県北本市中央２－１７２

048-593-5341

埼玉県

株式会社ヤオコー北本中央店

364-0031 埼玉県北本市中央４－４５－２

048-590-2311

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス北本西店

364-0033 埼玉県北本市本町６－４０－１

048-590-5623

埼玉県

株式会社スギ薬局北本西高尾店

364-0035 埼玉県北本市西高尾２－１５４

048-590-1166

埼玉県

ドラッグストアセキ鴻巣広田店

365-0005 埼玉県鴻巣市広田３６５０－１

048-501-5200

埼玉県

株式会社セキ薬品鴻巣免許センター前店

365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣７２４－１

048-540-3200

埼玉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス鴻巣店

365-0036 埼玉県鴻巣市天神４－２２３－２

048-541-7657

埼玉県

株式会社いなげやブルーミングブルーミー鴻巣駅前店

365-0038 埼玉県鴻巣市本町１－１－２エルミこうのすショッピングモール内

048-544-0011

埼玉県

株式会社マツモトキヨシエルミこうのすショッピングモール店

365-0038 埼玉県鴻巣市本町１－１－２

048-543-8227

埼玉県

ドラッグストアセキピアシティ原馬室店

365-0043 埼玉県鴻巣市原馬室１１４－１ピアシティ原馬室内

048-540-5200

埼玉県

株式会社ヤオコー鴻巣逆川店

365-0047 埼玉県鴻巣市逆川２－２１６

048-540-0611

埼玉県

ウエルシア深谷中央店

366-0033 埼玉県深谷市国済寺７２－１

048-570-6100

埼玉県

株式会社クスリのアオキ国済寺店

366-0033 埼玉県深谷市国済寺４８７－７

048-501-8151

埼玉県

株式会社セキ薬品上柴店

366-0051 埼玉県深谷市上柴町東３－１３－１

048-570-5180

埼玉県

ウエルシア深谷上野台二号店

366-0801 埼玉県深谷市上野台３１８５－２

048-551-5851

埼玉県

株式会社クスリのアオキ上野台店

366-0801 埼玉県深谷市上野台２３９１－３

048-598-6921

埼玉県

株式会社クスリのアオキ深谷桜ケ丘店

366-0801 埼玉県深谷市上野台２９１４－１

048-594-7256

埼玉県

株式会社サンドラッグ深谷店

366-0801 埼玉県深谷市上野台３０２８－１

048-571-9311

埼玉県

株式会社ナガタ薬局深谷上野台店

366-0801 埼玉県深谷市上野台２８７０

048-570-4133

埼玉県

株式会社クスリのアオキ田谷店

366-0821 埼玉県深谷市田谷１０１－１

048-501-2330

埼玉県

ウエルシア深谷仲町店

366-0822 埼玉県深谷市仲町７－１０

048-551-8015

埼玉県

株式会社セキ薬品東大沼店

366-0828 埼玉県深谷市東大沼１９０－１

048-551-6280

埼玉県

株式会社ナガタ薬局東大沼店

366-0828 埼玉県深谷市東大沼３０９

048-575-4500

埼玉県

スギドラッグ本庄東台店

367-0021 埼玉県本庄市東台２－５－１８

0495-71-6210

埼玉県

株式会社ジェーソン本庄店

367-0021 埼玉県本庄市東台５－４－１３

0495-22-0336

埼玉県

株式会社スギ薬局ベスタ本庄店

367-0023 埼玉県本庄市寿３－５－１９

0495-27-2201
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埼玉県

株式会社クリエイトエス・ディー本庄朝日町店

367-0026 埼玉県本庄市朝日町３－６－２６

0495-25-5601

埼玉県

株式会社ナガタ薬局朝日町店

367-0026 埼玉県本庄市朝日町３２８２

0495-21-4439

埼玉県

株式会社ベイシア本庄早稲田ゲート店

367-0031 埼玉県本庄市早稲田駅周辺土地区画４３－４０

0495-27-7000

埼玉県

ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ本庄店

367-0048 埼玉県本庄市南１－２－１０

0495-24-7311

埼玉県

ドラッグストアマツモトキヨシフォルテ本庄店

367-0051 埼玉県本庄市本庄２－３－６フォルテ本庄内

0495-25-5629

埼玉県

株式会社セキ薬品本庄銀座店

367-0052 埼玉県本庄市銀座１－８－１９

0495-25-5900

埼玉県

ウエルシア本庄万年寺店

367-0064 埼玉県本庄市万年寺１－１１－３３

0495-27-6611

埼玉県

株式会社グリーンクロス・コア児玉店

367-0211 埼玉県児玉郡児玉町吉田林３８０－１

0495-73-1155

埼玉県

ウエルシア薬局本庄児玉南店

367-0212 埼玉県本庄市児玉町児玉３０８－３

0495-72-7381

埼玉県

株式会社クスリのアオキ児玉店

367-0212 埼玉県本庄市児玉町児玉３１８－１

0495-71-8401

埼玉県

株式会社サンドラッグ本庄児玉店

367-0217 埼玉県本庄市児玉町八幡山４９

0495-73-3361

埼玉県

株式会社サンドラッグ秩父店

368-0031 埼玉県秩父市上野町８０５－１４

0494-21-2321

埼玉県

株式会社セキ薬品秩父店

368-0046 埼玉県秩父市宮側町１０－７

0494-27-3200

埼玉県

株式会社ドラッグストアバイゴー秩父太田店

368-0065 埼玉県秩父市太田田原２９７－１

0494-63-1511

埼玉県

株式会社グリーンクロスコア小鹿野店

368-0105 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野字１９７９

0494-72-7400

埼玉県

スギドラッグフジモール吹上店

369-0131 埼玉県鴻巣市袋９０－１ＦＵＪＩＭＡＬＬ吹上１Ｆ

048-594-9341

埼玉県

株式会社クスリのアオキ岡部店

369-0201 埼玉県深谷市岡中央土地区画整理事業地内５１街区２６

048-578-8760

埼玉県

メガセンタートライアル上里店

369-0306 埼玉県児玉郡上里町七本木２０８７－２

0570-03-5550

埼玉県

株式会社スギ薬局上里店

369-0306 埼玉県児玉郡上里町七本木２２７２－１

0495-35-0810

埼玉県

株式会社マツモトキヨシ上里七本木店

369-0306 埼玉県児玉郡上里町七本木２５６０－４

0495-34-0818

埼玉県

株式会社ユニリビング流通センター

369-1107 埼玉県深谷市畠山字天神沢１５００アイリスオーヤマ（株）内

048-545-8155

埼玉県

株式会社ベイシア寄居北店

369-1202 埼玉県大里郡寄居町桜沢２９１６

048-580-1112

埼玉県

ドラッグストアマツモトキヨシフォルテ寄居店

369-1203 埼玉県大里郡寄居町寄居６１８－１

048-581-1031

埼玉県

株式会社ヤオコー寄居店

369-1203 埼玉県大里郡寄居町寄居１４４３－１

048-581-9811

埼玉県

ウエルシア寄居富田店

369-1216 埼玉県大里郡寄居町富田３２５０－３

048-577-2502

埼玉県

株式会社クスリのアオキ花園インター店

369-1245 埼玉県深谷市荒川１６９

048-594-6354

埼玉県

ウエルシア深谷小前田店

369-1246 埼玉県深谷市小前田２６４０－１

048-584-7255

埼玉県

株式会社クスリのアオキ下影森店

369-1871 埼玉県秩父市下影森１１９８

0494-26-6561

埼玉県

株式会社グリーンクロス・コア秩父影森店

369-1872 埼玉県秩父市上影森字原３０６

0494-21-1488

千葉県

株式会社ジェーソン千葉都町店

260-0001 千葉県千葉市中央区都町１２４４－１

043-235-3581

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ千葉都町店

260-0001 千葉県千葉市中央区都町２－２２－２１

043-214-1380

千葉県

株式会社ドン・キホーテ千葉中央椿森店

260-0007 千葉県千葉市中央区祐光３－１０－６

043-202-4351

千葉県

くすりの福太郎千葉中央店

260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２－３８－８

043-223-5677

千葉県

ドラッグセイムス千葉富士見店

260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２－５－１

043-306-2778

千葉県

株式会社マツモトキヨシ千葉富士見町店

260-0015 千葉県千葉市中央区富士見１－１５

043-222-6888

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス問屋町店

260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町１１２－２５

043-203-1151

千葉県

マツモトキヨシペリエ千葉店

260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉１－１－１ペリエ千葉１Ｆ

043-221-2260

千葉県

株式会社スギ薬局千葉駅西口店

260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉１－４－３－１Ｆ

043-239-7650

千葉県

くすりの福太郎仁戸名店

260-0801 千葉県千葉市中央区仁戸名町６９８－１１

043-305-0429

千葉県

株式会社サンドラッグ仁戸名店

260-0801 千葉県千葉市中央区仁戸名町７２０－３４－１

043-209-3133

千葉県

株式会社マツモトキヨシ千葉仁戸名店

260-0801 千葉県千葉市中央区仁戸名町５５７

043-268-0765

千葉県

株式会社オリンピック千葉店

260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町１７０－１

043-268-2117

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックス本部

260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町１２５０－２

043-262-0089

千葉県

ココカラファインアリオ蘇我店

260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町５２－７アリオ蘇我１Ｆ

043-312-5518

千葉県

株式会社島忠ホームズ蘇我店

260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町７－２１

043-305-1950

千葉県

株式会社千葉薬品スーパーヤックス白旗店

260-0841 千葉県千葉市中央区白旗３丁目２８－１

043-264-7341

千葉県

マツモトキヨシフォルテ蘇我店

260-0842 千葉県千葉市中央区南町２－５－６フォルテ蘇我内

043-268-5017

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス蘇我店

260-0843 千葉県千葉市中央区末広５－１

043-209-3361

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ千葉みなと店

261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町１－１２－５

043-307-8068

千葉県

株式会社ミスターマックス美浜店

261-0002 千葉県千葉市美浜区新港３２－１１

043-302-0381

千葉県

イオンリテール株式会社イオンマリンピア店

261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲３－１３－１

043-277-6111

千葉県

株式会社マツモトキヨシミノリア稲毛海岸店

261-0005 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸２－３－９

043-204-5122

千葉県

株式会社ヤオコー稲毛海岸店

261-0005 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸５－３－１

043-246-9111

千葉県

イオンリテール株式会社イオンスタイル検見川浜店

261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂４－２－６

043-270-5600

千葉県

クリエイトＳ・Ｄ美浜真砂店

261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂３－１５－１８

043-303-5027

千葉県

株式会社サンドラッグ検見川浜駅前店

261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂４－２－５

043-279-4067

千葉県

株式会社サンドラッグ稲毛海岸店

261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂１－２－７

043-277-6670

千葉県

カルフ－ル幕張店

261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野１－３－１０４

043-350-5511

千葉県

イオンリテール株式会社イオン幕張新都心店

261-0024 千葉県千葉市美浜区豊砂１－１

043-351-8100

千葉県

ウエルシアイオンタウン幕張西店

261-0026 千葉県千葉市美浜区幕張西４－２－１２イオンタウン幕張西１Ｆ

043-274-0345

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ千種店

262-0012 千葉県千葉市花見川区千種町２４９

043-301-6700

千葉県

ウエルシア千葉さつきが丘店

262-0014 千葉県千葉市花見川区さつきが丘１－３１－３

043-216-6556

千葉県

ウエルシア千葉宮野木台店

262-0015 千葉県千葉市花見川区宮野木台３－１－１

043-207-6071

千葉県

株式会社サンドラッグ宮野木店

262-0018 千葉県千葉市花見川区畑町６１８－２

043-276-2589

千葉県

くすりの福太郎花見川瑞穂店

262-0026 千葉県千葉市花見川区瑞穂３－２０－２

043-239-6201

千葉県

ウエルシア千葉武石店

262-0031 千葉県千葉市花見川区武石町２－６１６

043-350-3410

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシ幕張本郷店

262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷６－２２－２２

043-272-9179

千葉県

ウエルシア花見川作新台店

262-0045 千葉県千葉市花見川区作新台２－１－３

043-215-6037

千葉県

株式会社サンドラッグ花見川店

262-0045 千葉県千葉市花見川区作新台６－９－１

043-298-5271

千葉県

株式会社ウェルパーククレッセ稲毛店

263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町７３１－１７クレッセ稲毛内

043-423-9991

千葉県

ウエルシア千葉山王店

263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町１４０－４

043-424-6340

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ千葉山王店

263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町４８－２

043-312-8927

千葉県

ウエルシア千葉長沼店

263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町１４６－１

043-215-3688

千葉県

ドン・キホーテ稲毛長沼店

263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町３３０－５０ワンズモール１Ｆ

0570-055-506

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー稲毛長沼店

263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町２８６－１

043-290-0271

千葉県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター長沼店

263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町７１－１

043-216-0160

千葉県

株式会社スギ薬局作草部店

263-0015 千葉県千葉市稲毛区作草部５９２－２

043-305-5761

千葉県

イオンリテール株式会社イオン稲毛店

263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台１－４－２０

043-251-3211

千葉県

ウエルシア千葉小仲台店

263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台７－２０－７

043-251-3211

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー稲毛小仲台店

263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台８－８－８

043-207-7356

千葉県

ウエルシア千葉園生店

263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町８８０－１

043-207-5858

千葉県

株式会社ジェーソン稲毛園生店

263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町２３６

043-284-2545

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー千葉千城台店

264-0002 千葉県千葉市若葉区千城台東３－１－１

043-236-7511
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千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグヤックスケアタウン千城台店

264-0004 千葉県千葉市若葉区千城台西２－１－３

043-312-0561

千葉県

マツモトキヨシイコアス千城台店

264-0005 千葉県千葉市若葉区千城台北３－２１－１

043-236-7117

千葉県

ウエルシア千葉小倉町店

264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町１７５４－１

043-234-6605

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス小倉町店

264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町７８２

043-233-1171

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ大宮台店

264-0015 千葉県千葉市若葉区大宮台７－３２０８－６

043-312-8600

千葉県

株式会社サンドラッグ若松店

264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町５０２－７０

043-423-6272

千葉県

株式会社マツモトキヨシ千葉若松町店

264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町２１５７－６

043-233-1766

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ若松店

264-0021 千葉県千葉市若葉区若松町８９５

043-304-7660

千葉県

株式会社オリンピック千葉桜木店

264-0022 千葉県千葉市若葉区桜木町３２２－１

043-235-2811

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス桜木店

264-0022 千葉県千葉市若葉区桜木町３４５

043-214-5131

千葉県

くすりの福太郎都賀駅前店

264-0025 千葉県千葉市若葉区都賀３－１３－８－１Ｆ

043-226-3029

千葉県

ウエルシア千葉都賀店

264-0025 千葉県千葉市若葉区都賀３－２１－１

043-214-1101

千葉県

株式会社クリエイトＳＤ千葉みつわ台店

264-0032 千葉県千葉市若葉区みつわ台２－３５－１

043-207-5332

千葉県

ウエルシア千葉東寺山コープ店

264-0035 千葉県千葉市若葉区東寺山町４２２－１

043-290-1051

千葉県

ウエルシア千葉東寺山店

264-0035 千葉県千葉市若葉区東寺山町７９０－１

043-207-5118

千葉県

株式会社マツモトキヨシ東寺山店

264-0035 千葉県千葉市若葉区東寺山町５７２－１４

043-251-4521

千葉県

株式会社クリエイトＳＤ千葉御成台店

265-0077 千葉県千葉市若葉区御成台３－１１６８－２２

043-236-7661

千葉県

株式会社ツルハ誉田店

266-0006 千葉県千葉市緑区大膳野町３－４マミーマート誉田店内

043-293-7771

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ鎌取店

266-0011 千葉県千葉市緑区鎌取町１１４－３０

043-292-4811

千葉県

株式会社ベイシアちば古市場店

266-0026 千葉県千葉市緑区古市場町８３５

043-209-3555

千葉県

イオンリテール株式会社イオン鎌取店

266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野３－１６－１

043-226-9211

千葉県

ウエルシア千葉おゆみ野店

266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野３－１

043-300-3025

千葉県

株式会社ミスターマックスおゆみ野店

266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央２－３－１

043-300-5505

千葉県

ディスカウントドラッグコスモスおゆみ野南店

266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南６－７－１

043-309-9006

千葉県

株式会社ツルハおゆみ野南店

266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南５－７－２

043-292-4511

千葉県

株式会社トライアルカンパニーディスカウントストアあすみが丘店

267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘５－４６－１

043-295-2666

千葉県

株式会社マツモトキヨシあすみが丘店

267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘７－１

043-205-0260

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ土気店

267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘４－１９－３

043-295-8080

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムスあすみが丘店

267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘４－１９－１０

043-205-8011

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス土気駅前店

267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘１－２０－４

043-295-3671

千葉県

ウエルシア千葉土気店

267-0067 千葉県千葉市緑区あすみが丘東２－１９－３

043-205-7710

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー松戸大金平店

270-0006 千葉県松戸市大金平５－３６８－１

047-312-0521

千葉県

株式会社マツモトキヨシ小金原店

270-0021 千葉県松戸市小金原６－５－４

047-341-2022

千葉県

株式会社マツモトキヨシ小金原４丁目店

270-0021 千葉県松戸市小金原４－３６－７

047-341-7733

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシ二ツ木店

270-0023 千葉県松戸市八ケ崎８－３４－３

047-374-5170

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー松戸八ケ崎店

270-0023 千葉県松戸市八ケ崎２－９－３

047-309-2721

千葉県

株式会社コモディイイダ馬橋店

270-0026 千葉県松戸市三ケ月入谷津１４２２

047-374-6100

千葉県

サンドラッグ新松戸店

270-0034 千葉県松戸市新松戸５－１３４

047-345-1931

千葉県

株式会社ジェーソン新松戸店

270-0034 千葉県松戸市新松戸４－２３６－１

047-344-5405

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディ－新松戸南店

270-0035 千葉県松戸市新松戸南３－２４６

047-345-0820

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス運河店

270-0101 千葉県流山市東深井３８３－１

0471-56-7511

千葉県

ウエルシア流山美原店

270-0103 千葉県流山市美原３－９２－１

04-7178-2262

千葉県

トライアルｂｏｘ江戸川台店

270-0103 千葉県流山市美原２－１３１－１

04-7153-8225

千葉県

株式会社ジェ－ソン江戸川台店

270-0103 千葉県流山市美原４－１２１２

04-7156-6211

千葉県

アマゾンジャパン合同会社流山ＦＣＱＣＢ１

270-0107 千葉県流山市西深井１６０３－１

07011898941

千葉県

ウエルシア流山おおたかの森店

270-0121 千葉県流山市西初石５－９９－３

04-7178-2800

千葉県

ウエルシア流山西初石店

270-0121 千葉県流山市西初石３－１２－５

04-7156-6557

千葉県

株式会社マツモトキヨシ流山おおたかの森駅店

270-0121 千葉県流山市西初石６－１８１－３

04-7178-2128

千葉県

株式会社東武ストア初石店

270-0121 千葉県流山市西初石３－９６－２４

0471-54-6685

千葉県

薬のヒグチ流山おおたかの森アゼリアテラス店

270-0128 千葉県流山市おおたかの森西１－２－３

04-7168-0873

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー流山おおたかの森店

270-0133 千葉県流山市十太夫１０９－１

04-7155-8020

千葉県

ウエルシア流山野々下店

270-0135 千葉県流山市野々下３－７５６－１

04-7141-7022

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシＬＥＶＥＮおおたかの森店

270-0137 千葉県流山市市野谷５８５－１

04-7158-7018

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシアクロスプラザ流山店

270-0143 千葉県流山市向小金１－２４１－１アクロスプラザ流山内

04-7142-8055

千葉県

ウエルシア流山西平井店

270-0156 千葉県流山市西平井１４４３

04-7140-7005

千葉県

くすりの福太郎南流山店

270-0163 千葉県流山市南流山３－１１－５

04-7157-6521

千葉県

株式会社ジェーソン南流山店

270-0163 千葉県流山市南流山２－８－９

047-157-6411

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス南流山店

270-0163 千葉県流山市南流山２－２－７

0471-40-7176

千葉県

ウエルシア野田関宿店

270-0222 千葉県野田市木間ケ瀬６７５－１

04-7198-5680

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ関宿店

270-0222 千葉県東葛飾郡関宿町木間ケ瀬４９３４－１

0471-20-4620

千葉県

クスリのアオキ尾崎店

270-0235 千葉県野田市尾崎６６－１

04-7199-3151

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー我孫子都店

270-1102 千葉県我孫子市都６－８

04-7189-3131

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ我孫子新木店

270-1112 千葉県我孫子市新木２６５１－１

04-7179-3570

千葉県

ウエルシア我孫子新木駅前店

270-1119 千葉県我孫子市南新木２－２－１

04-7187-2560

千葉県

カワチ薬品湖北店

270-1122 千葉県我孫子市中里３３５－１マスダ湖北店２Ｆ

04-7188-2260

千葉県

株式会社マツモトキヨシ湖北台店

270-1132 千葉県我孫子市湖北台９－６－１６

0471-88-3525

千葉県

ウエルシア我孫子下ケ戸店

270-1138 千葉県我孫子市下ケ戸４７８－１

04-7165-2007

千葉県

クリエイトＳ・Ｄ我孫子天王台店

270-1143 千葉県我孫子市天王台１－２１－１

04-7179-1222

千葉県

ウエルシア我孫子若松店

270-1147 千葉県我孫子市若松１０２

04-7181-8818

千葉県

株式会社サンドラッグ我孫子店

270-1153 千葉県我孫子市緑１－９－２５

04-7181-0171

千葉県

株式会社マツモトキヨシ手賀沼公園店

270-1153 千葉県我孫子市緑１－３１－３

0471-79-1131

千葉県

株式会社トウブドラッグ天王台店

270-1177 千葉県我孫子市柴崎４－６－１２

04-7184-1470

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス木下店

270-1328 千葉県印西市木下南２－１０－１２

0476-40-3580

千葉県

ディスカウントドラッグコスモス西の原店

270-1334 千葉県印西市西の原５－１３－１

0476-33-7079

千葉県

コレコレ千葉ニュータウン店

270-1337 千葉県印西市草深１４９４－７

0476-40-7550

千葉県

株式会社マツモトキヨシ牧の原モア店

270-1337 千葉県印西市草深字原２０７２

0476-45-0600

千葉県

ドラッグセイムスフォルテ千葉ニュータウン店

270-1340 千葉県印西市中央南２－２－１フォルテ千葉ニュータウン内

0476-33-6744

千葉県

株式会社ドン・キホーテイオンモール店

270-1350 千葉県印西市中央北２－２

0476-47-7511

千葉県

株式会社ベイシア千葉ニュータウン店

270-1360 千葉県印西市泉野１－１４４－６

0476-48-5555

千葉県

ヤックスドラッグ白井店

270-1408 千葉県白井市西白井１－１９－２６

047-407-1422

千葉県

ウエルシア白井十余一店

270-1411 千葉県白井市十余一字一本桜５０－５

047-498-0551

千葉県

クスリのアオキ桜台店

270-1412 千葉県白井市桜台２－１３－１

047-497-8651

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシ千葉ニュータウン店

270-1412 千葉県白井市桜台１－１－１３

047-491-5531

19 / 47 ページ

モイストラボ

BBエッセンスクリーム・薬用美白 BBクリーム
店舗名

都道府県

お取り扱い店舗一覧
郵便番号

2021年12月時点

住所

電話番号

千葉県

ホーマック関東株式会社スーパーデポ白井店

270-1426 千葉県白井市笹塚１－２－１

047-498-2222

千葉県

株式会社カワチ薬品白井店

270-1426 千葉県白井市笹塚１－１－１

047-492-7461

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシフォルテ白井店

270-1431 千葉県白井市根４７６－２フォルテ白井内

047-498-0850

千葉県

株式会社サンドラッグ白井東店

270-1431 千葉県白井市根７３－３スーパータイヨー白井店内

047-498-0850

千葉県

ウエルシア白井冨士店

270-1432 千葉県白井市冨士１２０－３

047-441-8351

千葉県

株式会社サンドラッグ白井店

270-1432 千葉県白井市冨士字栄１２９－２３

047-441-2651

千葉県

株式会社マツモトキヨシ白井店

270-1432 千葉県白井市冨士１０２－１

047-444-0179

千葉県

ウエルシア西白井店

270-1435 千葉県白井市清水口１－１－２６

047-498-3933

千葉県

ヤックスドラッグ安食店

270-1516 千葉県印旛郡栄町安食９４７－５

0476-33-6001

千葉県

ウエルシア松戸六高台パート２店

270-2203 千葉県松戸市六高台７－２０－１

047-394-5288

千葉県

クリエイトエス・ディー松戸六高台店

270-2203 千葉県松戸市六高台２－９６

047-311-2020

千葉県

株式会社サンドラッグ六高台店

270-2203 千葉県松戸市六高台８－１３６－１

047-394-5212

千葉県

株式会社マツモトキヨシ六高台店

270-2203 千葉県松戸市六高台８－１１

047-311-5533

千葉県

株式会社マツモトキヨシ松戸六実店

270-2204 千葉県松戸市六実６－５－２

047-311-2068

千葉県

ヤックスドラッグ松戸五香店

270-2213 千葉県松戸市五香２－２－８

047-712-2288

千葉県

株式会社マツモトキヨシ五香店

270-2213 千葉県松戸市五香７－６６－１

047-384-7655

千葉県

株式会社マツモトキヨシ松飛台店

270-2214 千葉県松戸市松飛台６８－１

047-388-0061

千葉県

ウエルシア松戸五香西店

270-2218 千葉県松戸市五香西２－３７－１

047-394-0530

千葉県

株式会社ジェーソン松戸五香西店

270-2218 千葉県松戸市五香西３－１－４

047-389-3535

千葉県

株式会社マツモトキヨシ五香西店

270-2218 千葉県松戸市五香西３－２－１

047-394-0808

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス東松戸店

270-2221 千葉県松戸市紙敷区画整理事業地内４８街区

047-312-8561

千葉県

サンテドラッグ高塚店

270-2222 千葉県松戸市高塚新田１６０－４５

047-312-7350

千葉県

株式会社トウブドラッグ稔台店

270-2231 千葉県松戸市稔台１０１－１

047-703-3162

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス稔台店

270-2231 千葉県松戸市稔台１０４２－１

047-308-7670

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシマミーマート松戸新田店

270-2241 千葉県松戸市松戸新田３０－１マミーマート松戸新田店内

047-330-0081

千葉県

株式会社マツモトキヨシ松戸新田店

270-2241 千葉県松戸市松戸新田４３２－１２

047-361-5222

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシ松戸千駄堀店

270-2252 千葉県松戸市千駄堀１８４３

047-349-2300

千葉県

ヤックスドラッグ八柱店

270-2252 千葉県松戸市千駄堀１４８７－３

047-710-7078

千葉県

株式会社マツモトキヨシ八柱店

270-2253 千葉県松戸市日暮５－５０

047-389-3222

千葉県

株式会社ジェーソン松戸河原塚店

270-2254 千葉県松戸市河原塚３７４－３

047-311-1391

千葉県

ウエルシア松戸常盤平店

270-2261 千葉県松戸市常盤平４－８－１９

047-383-0771

千葉県

株式会社グリーンクロス・コア牧の原店

270-2261 千葉県松戸市常盤平６－２８－７

047-311-0111

千葉県

くすりの福太郎フォレストモール印西牧の原店

270-2329 千葉県印西市滝野３－１フォレストモール印西牧の原内

0476-97-7229

千葉県

株式会社マツモトキヨシ馬橋店

271-0046 千葉県松戸市西馬橋蔵元町２５

047-346-7100

千葉県

株式会社マツモトキヨシ松戸栄町店

271-0062 千葉県松戸市栄町２－７６－３

047-331-2200

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー北松戸店

271-0063 千葉県松戸市北松戸２－７－１０

047-703-3211

千葉県

ウエルシア松戸樋野口店

271-0067 千葉県松戸市樋野口９３２－１

047-308-2125

千葉県

ウエルシア松戸古ケ崎店

271-0068 千葉県松戸市古ケ崎４－３５７９

047-703-3288

千葉県

株式会社ジェーソン松戸古ケ崎店

271-0068 千葉県松戸市古ケ崎２－３２２７－１

047-366-6737

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ二十世紀が丘店

271-0084 千葉県松戸市二十世紀が丘丸山町１３０

047-712-1621

千葉県

株式会社ライフコーポレイション松戸二十世紀ケ丘店

271-0085 千葉県松戸市二十世紀が丘中松町９７

047-392-2331

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー松戸二十世紀が丘店

271-0086 千葉県松戸市二十世紀が丘萩町１９

047-330-1211

千葉県

セガミメディクス株式会社松戸駅前店

271-0092 千葉県松戸市松戸１２８６－１

047-308-6581

千葉県

トモズキテミテマツド店

271-0092 千葉県松戸市松戸１３０７－１ＫｉｔｅＭｉｔｅＭａｔｓｕｄｏ内

047-369-7771

千葉県

マツモトキヨシプラーレ松戸店

271-0092 千葉県松戸市松戸１１４９－１プラーレ松戸５Ｆ

047-394-8021

千葉県

くすりの福太郎松戸小山店

271-0093 千葉県松戸市小山４７２－２

047-308-3129

千葉県

株式会社マツモトキヨシ矢切店

271-0097 千葉県松戸市栗山字中台１２５－１

047-368-3001

千葉県

ホームセンターコーナン市川原木店

272-0004 千葉県市川市原木２５２６－６

047-329-7981

千葉県

株式会社ヤオコー市川田尻店

272-0014 千葉県市川市田尻１－６－１８

047-300-8511

千葉県

株式会社マツモトキヨシニッケコルトンプラザ店

272-0015 千葉県市川市鬼高１－１－１

047-378-2770

千葉県

くすりの福太郎八幡駅前店

272-0021 千葉県市川市八幡３－３－１京成八幡ビル１Ｆ

047-329-1129

千葉県

株式会社マツモトキヨシ本八幡駅前店

272-0023 千葉県市川市南八幡４－１－１０

047-378-8625

千葉県

株式会社長崎屋メガドンキホーテ本八幡店

272-0023 千葉県市川市南八幡４－９－１

047-378-3810

千葉県

くすりの福太郎市川店

272-0034 千葉県市川市市川１－６－１１

047-320-0551

千葉県

コクミンドラッグシャポー市川店

272-0034 千葉県市川市市川１－１－１シャポー市川Ｂ１Ｆ

047-325-0593

千葉県

株式会社オリンピック市川店

272-0034 千葉県市川市市川１－５－１７

047-325-6411

千葉県

株式会社ダイエー市川店

272-0034 千葉県市川市市川１－４－１０

047-326-3311

千葉県

株式会社サンドラッグ市川新田店

272-0035 千葉県市川市新田３－１３－７

047-314-7356

千葉県

イオンリテール株式会社イオン市川妙典店

272-0111 千葉県市川市妙典５－３－１

047-397-9831

千葉県

株式会社マツモトキヨシ妙典店

272-0111 千葉県市川市妙典４－４－２７

047-701-0075

千葉県

株式会社オリンピック行徳店

272-0114 千葉県市川市塩焼３－１－１０

047-307-8181

千葉県

株式会社マツモトキヨシ富浜店

272-0115 千葉県市川市富浜１丁目７－１６

047-399-0137

千葉県

ヤスイ薬局本店

272-0133 千葉県市川市行徳駅前１－１３－６

047-399-3113

千葉県

株式会社ドン・キホーテ行徳駅前店

272-0133 千葉県市川市行徳駅前２－３－１５９

047-318-7311

千葉県

薬マツモトキヨシ行徳駅前店

272-0133 千葉県市川市行徳駅前２－１３－１

047-323-6675

千葉県

イオンリテールストア株式会社イオン南行徳店

272-0138 千葉県市川市南行徳２－２０－２５

047-306-1147

千葉県

ウェルシア南行徳店

272-0138 千葉県市川市南行徳４－３－１７

047-701-1500

千葉県

サンテドラッグ南行徳店

272-0138 千葉県市川市南行徳１－９－１５

047-390-2201

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス南行徳店

272-0138 千葉県市川市南行徳１－１５－８

047-390-1209

千葉県

株式会社ジェーソン欠真間店

272-0142 千葉県市川市欠真間１－８－１４

047-306-7311

千葉県

ウエルシア南行徳駅前店

272-0143 千葉県市川市相之川４－９－１０

047-300-2721

千葉県

スギドラッグ南行徳店

272-0143 千葉県市川市相之川４－９－１

047-702-5763

千葉県

株式会社ドン・キホーテピカソ南行徳駅前店

272-0143 千葉県市川市相之川４－６－７

047-306-8311

千葉県

クリエイトＳ・Ｄ市川柏井町店

272-0802 千葉県市川市柏井町２－６７－１

047-303-7303

千葉県

株式会社マツモトキヨシ市川大野店

272-0804 千葉県市川市南大野３－２４－３

047-338-0315

千葉県

くすりの福太郎市川大野駅前店

272-0805 千葉県市川市大野町２－２１５

047-303-5129

千葉県

くすりの福太郎宮久保４丁目店

272-0822 千葉県市川市宮久保４－２５－７

047-382-6128

千葉県

ウエルシア市川国府台店

272-0827 千葉県市川市国府台４－７－３

047-374-7037

千葉県

株式会社ヤオコー市川中国分店

272-0835 千葉県市川市中国分３－１９－３２

047-318-4511

千葉県

ウエルシア市川堀之内店

272-0837 千葉県市川市堀之内３－２５－９

047-318-5061

千葉県

株式会社マツモトキヨシ北国分店

272-0837 千葉県市川市堀ノ内３－６－１５

047-372-6620

千葉県

くすりの福太郎船橋市場通り店

273-0001 千葉県船橋市市場４－２１－１１

047-460-5531

千葉県

ホームセンターコーナン船橋花輪インター店

273-0003 千葉県船橋市宮本９－５－１５

047-432-6801
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千葉県

くすりの福太郎船橋南口店

273-0005 千葉県船橋市本町１－３２－１

047-460-5129

千葉県

くすりの福太郎船橋本町１丁目店

273-0005 千葉県船橋市本町１－２４－１０

047-495-0529

千葉県

くすりの福太郎船橋ＦＡＣＥ２店

273-0005 千葉県船橋市本町１－３－１船橋ＦＡＣＥ－２１０

047-460-0229

千葉県

コクミンドラッグシャポー船橋店

273-0005 千葉県船橋市本町７－１－１シャポー船橋Ｂ１Ｆ

047-425-9593

千葉県

スギドラッグ船橋駅南店

273-0005 千葉県船橋市本町４－４１－２１

047-409-7862

千葉県

株式会社コクミン船橋駅前店

273-0005 千葉県船橋市本町１－３

047-460-8008

千葉県

株式会社スギ薬局船橋本町店

273-0005 千葉県船橋市本町２－１－３０－１Ｆ

047-468-8061

千葉県

株式会社ビックカメラ船橋ＥＣセンター

273-0012 千葉県船橋市浜町２－３１ＭＦＬＰ船橋２Ｆ

047-401-6660

千葉県

株式会社マツモトキヨシららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店

273-0012 千葉県船橋市浜町２－１－１ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ西館１Ｆ

047-421-7745

千葉県

マツモトキヨシ船橋日の出店

273-0015 千葉県船橋市日の出１－１８－４

047-420-1750

千葉県

くすりの福太郎西船橋南口二号店

273-0025 千葉県船橋市印内町６０６－１

047-495-4629

千葉県

くすりの福太郎船橋山野店

273-0026 千葉県船橋市山野町２１－３

047-410-1029

千葉県

株式会社ジェーソン船橋山野町店

273-0026 千葉県船橋市山野町９４－１

047-432-1220

千葉県

くすりの福太郎行田店

273-0031 千葉県船橋市西船２－２８－１

047-420-0229

千葉県

くすりの福太郎西船橋４丁目店

273-0031 千葉県船橋市西船４－１４－１２

047-420-7014

千葉県

ドラッグセイムス船橋西船店

273-0031 千葉県船橋市西船６－１０－４５

047-335-2321

千葉県

株式会社マツモトキヨシ西船橋店

273-0031 千葉県船橋市西船４－１０－１７

047-436-5088

千葉県

株式会社スギ薬局西船橋駅前店

273-0032 千葉県船橋市葛飾町２－３５１

047-420-1521

千葉県

株式会社ドン・キホーテ西船橋店

273-0033 千葉県船橋市本郷町４７４－１

047-302-8311

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス本郷町店

273-0033 千葉県船橋市本郷町５３４－１

047-302-7311

千葉県

くすりの福太郎下総中山店

273-0035 千葉県船橋市本中山２－１７－２

047-302-8829

千葉県

マツモトキヨシ下総中山駅前店

273-0035 千葉県船橋市本中山２－１６－１

047-302-5500

千葉県

株式会社セイジョー下総中山店

273-0035 千葉県船橋市本中山２－１８－１

047-318-1370

千葉県

株式会社マツモトキヨシ厚木中山店

273-0035 千葉県船橋市本中山７－１２７２－１

047-335-8700

千葉県

株式会社ジェーソン船橋北本町店

273-0042 千葉県船橋市前貝塚町４６４－５

047-406-8681

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシフォルテ船橋店

273-0044 千葉県船橋市行田１－５０－２

047-406-6057

千葉県

イオンリテール株式会社イオン船橋店

273-0045 千葉県船橋市山手１－１－８

047-420-7200

千葉県

株式会社ケーヨーＤ２新船橋店

273-0045 千葉県船橋市山手１－２－１

0474-35-0662

千葉県

ウエルシア船橋藤原店

273-0047 千葉県船橋市藤原７－３２－１

047-429-2556

千葉県

トモズ馬込沢駅前店

273-0047 千葉県船橋市藤原７－２－２サミットストア馬込沢駅前店内

047-404-2503

千葉県

株式会社サンドラッグ藤原店

273-0047 千葉県船橋市藤原３－３６－１

047-429-0311

千葉県

株式会社スギ薬局船橋藤原店

273-0047 千葉県船橋市藤原１－３－３０

047-712-0900

千葉県

株式会社マツモトキヨシ船橋法典駅前店

273-0047 千葉県船橋市藤原１丁目２７－３

047-337-3385

千葉県

株式会社サンドラッグ鎌ケ谷店

273-0101 千葉県鎌ケ谷市富岡１－１－３

047-498-6181

千葉県

株式会社ジェーソン東鎌ケ谷店

273-0104 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷２－３－１３

047-442-3780

千葉県

株式会社ジェーソン鎌ケ谷店

273-0105 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷２－１２－２４

047-446-8370

千葉県

イオンリテール株式会社イオン鎌ケ谷店

273-0107 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－７－１

047-441-7711

千葉県

くすりの福太郎東道野辺店

273-0115 千葉県鎌ケ谷市東道野辺５－１６－３８

047-446-3929

千葉県

くすりの福太郎アクロスモール新鎌ケ谷店

273-0121 千葉県鎌ケ谷市初富９２８－２２２５区画３５－１

047-441-6200

千葉県

くすりの福太郎新鎌ケ谷駅前店

273-0121 千葉県鎌ケ谷市初富９２８

047-441-7229

千葉県

ウエルシア鎌ケ谷初富店

273-0121 千葉県鎌ケ谷市初富３－９０８－６

047-441-6200

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー鎌ケ谷南初富店

273-0123 千葉県鎌ケ谷市南初富２－９－３４

047-441-5641

千葉県

くすりの福太郎初富本町店

273-0125 千葉県鎌ケ谷市初富本町１－１－２４

047-498-5229

千葉県

株式会社サンドラッグ初富本町店

273-0125 千葉県鎌ケ谷市初富本町２－１９－５

047-441-3580

千葉県

ウエルシア鎌ケ谷くぬぎ山店

273-0128 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山３－１４－１４

047-394-5017

千葉県

ウエルシア鎌ケ谷西佐津間店

273-0134 千葉県鎌ケ谷市西佐津間１－２４－３３

047-446-4845

千葉県

生協ちばコープ鎌ヶ谷

273-0137 千葉県鎌ケ谷市道野辺本町１－５－１

047-443-9953

千葉県

くすりの福太郎夏見台２丁目店

273-0866 千葉県船橋市夏見台２－２－６０

047-429-7729

千葉県

くすりの福太郎船橋日大前店

274-0062 千葉県船橋市坪井町１３３５－４

047-410-8029

千葉県

ウエルシア船橋習志野台店

274-0063 千葉県船橋市習志野台２－１４－１

047-490-1061

千葉県

株式会社マツモトキヨシ北習志野駅前店

274-0063 千葉県船橋市習志野台２－１－６

047-402-1701

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ習志野店

274-0063 千葉県船橋市習志野台４－２０－１０

047-465-7103

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムスゆめまち習志野台モール店

274-0063 千葉県船橋市習志野台８－５８－１ゆめまち習志野台モール内

047-456-6457

千葉県

ドイ薬局エポカ高根台店

274-0065 千葉県船橋市高根台１－２－１

047-463-1788

千葉県

株式会社マツモトキヨシエポカ高根台店

274-0065 千葉県船橋市高根台１－２－１

047-490-2733

千葉県

株式会社サンドラッグ東習志野店

274-0071 千葉県船橋市習志野５－２－１

047-455-5571

千葉県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ習志野店

274-0071 千葉県船橋市習志野４－５－５コジマ×ビックカメラ習志野店内

047-403-7511

千葉県

ウエルシア船橋田喜野井店

274-0073 千葉県船橋市田喜野井６－２３－２

047-456-6566

千葉県

生活協同組合ちばコープ薬円台店

274-0077 千葉県船橋市薬円台５－１９－１

047-496-2440

千葉県

株式会社サンドラッグ船橋三咲店

274-0804 千葉県船橋市みやぎ台１－１－２２

047-407-7821

千葉県

株式会社グリーンクロス・コア船橋咲が丘店

274-0807 千葉県船橋市咲が丘４－３７４－７

047-407-8055

千葉県

株式会社ヤオコー船橋三咲店

274-0812 千葉県船橋市三咲５－３３－１

047-440-3811

千葉県

株式会社マツモトキヨシ船橋芝山店

274-0816 千葉県船橋市芝山３－６－１

047-469-8581

千葉県

くすりの福太郎津田沼店

274-0825 千葉県船橋市前原西２－１３－１３－１Ｆ

047-470-3229

千葉県

ウエルシア船橋前原駅前店

274-0825 千葉県船橋市前原西８－１－１

047-490-1777

千葉県

株式会社スギ薬局津田沼駅北店

274-0825 千葉県船橋市前原西２－３８－１０

047-409-8861

千葉県

ウエルシア習志野実籾店

275-0001 千葉県習志野市東習志野３－１－２４

047-403-9950

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス東習志野店

275-0001 千葉県習志野市東習志野７－１－１５１

047-455-6070

千葉県

イオンリテール株式会社イオン津田沼店

275-0016 千葉県習志野市津田沼１－２３－１

047-455-6000

千葉県

カインズ幕張店

275-0023 千葉県習志野市芝園１－２－１

047-408-2500

千葉県

株式会社ミスターマックス新習志野店

275-0024 千葉県習志野市茜浜２－２－１

047-408-1160

千葉県

株式会社サンドラッグ津田沼南口店

275-0028 千葉県習志野市奏の杜２－１－１フォルテ津田沼内

047-470-3261

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシ勝田台店

276-0023 千葉県八千代市勝田台１－３１－７－１Ｆ

047-485-6300

千葉県

株式会社マツモトキヨシフルルガーデン八千代店

276-0028 千葉県八千代市村上３７８８－１

047-405-1231

千葉県

株式会社長崎屋メガドンキホーテ八千代１６号バイパス店

276-0028 千葉県八千代市村上１２４５

047-483-1511

千葉県

株式会社富士薬品ドラツグセイムス八千代台店

276-0031 千葉県八千代市八千代台北１０－１２－１６

047-489-3835

千葉県

ウエルシア八千代台東店

276-0032 千葉県八千代市八千代台東２－１－１

047-486-0010

千葉県

セガミメディクス株式会社八千代台店

276-0032 千葉県八千代市八千代台東１－１－１０

047-484-1403

千葉県

株式会社グリーンクロス・コア八千代台店

276-0034 千葉県八千代市八千代台西９－１－１６

047-484-2252

千葉県

株式会社ジェーソン八千代店

276-0037 千葉県八千代市高津東３－１－８

047-485-4601

千葉県

スギドラッグ八千代中央店

276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台３－５－３

047-409-8165

千葉県

株式会社マツモトキヨシ八千代中央店

276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台３－１－３

047-482-0545

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー京成大和田店

276-0045 千葉県八千代市大和田５７５－１

047-481-5556
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千葉県

ウエルシア八千代大和田店

276-0046 千葉県八千代市大和田新田３４４－１

047-486-1623

千葉県

ウエルシア八千代大和田２号店

276-0046 千葉県八千代市大和田新田４４６－４７

047-450-2080

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー八千代大和田新田店

276-0046 千葉県八千代市大和田新田１２１－１

047-480-3023

千葉県

株式会社サンドラッグ八千代緑ヶ丘店

276-0046 千葉県八千代市大和田新田７２－２

047-480-3150

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ大和田新田店

276-0046 千葉県八千代市大和田新田３２６－６

047-455-3036

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス八千代緑が丘西店

276-0046 千葉県八千代市大和田新田１１７５－７

047-458-1181

千葉県

生協ちばコープ八千代

276-0046 千葉県八千代市大和田新田４１１－３

047-450-5411

千葉県

株式会社トライアルカンパニーメガセンタートライアル八千代店

276-0047 千葉県八千代市吉橋１８５１

047-480-0039

千葉県

イオンリテール株式会社イオン八千代緑が丘店

276-0049 千葉県八千代市緑が丘２－１－３

047-458-5211

千葉県

株式会社マツモトキヨシ八千代緑が丘店

276-0049 千葉県八千代市緑が丘４－１－２

047-458-8151

千葉県

株式会社サンドラッグ柏南口駅前店

277-0005 千葉県柏市柏１－２－３１

04-7160-3375

千葉県

株式会社ビックカメラ柏店

277-0005 千葉県柏市柏１－１－２０

047-165-1111

千葉県

株式会社マツモトキヨシ柏二番街店

277-0005 千葉県柏市柏１－２－３３

04-7168-2122

千葉県

株式会社マツモトキヨシ柏東口店

277-0005 千葉県柏市柏２－２－２浅野ビル

0471-67-7056

千葉県

株式会社長崎屋ドン・キホーテ柏駅前店

277-0005 千葉県柏市柏１－３－１

04-7162-7811

千葉県

マツモトキヨシ柏千代田店

277-0025 千葉県柏市千代田３－７－１６

04-7166-5031

千葉県

ウエルシア名戸ヶ谷店

277-0032 千葉県柏市名戸ケ谷８５７－２

0471-65-7773

千葉県

クリエイトエス・ディー柏増尾店

277-0033 千葉県柏市増尾２－１－２４

04-7172-1390

千葉県

くすりの福太郎逆井店

277-0042 千葉県柏市逆井１３－１

04-7172-3629

千葉県

株式会社マツモトキヨシ加賀店

277-0051 千葉県柏市加賀１丁目３－１

0471-76-4121

千葉県

株式会社マツモトキヨシ柏酒井根店

277-0053 千葉県柏市酒井根２－２－１

04-7170-5005

千葉県

ウエルシア柏南増尾店

277-0054 千葉県柏市南増尾８－３－３１

04-7160-7667

千葉県

株式会社マツモトキヨシｅ！マツモトキヨシ

277-0054 千葉県柏市南増尾７－３－３

04-7160-0077

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ柏光ケ丘店

277-0065 千葉県柏市光ケ丘２－２３－１

04-7189-8889

千葉県

株式会社マツモトキヨシピアシティ柏中新宿店

277-0066 千葉県柏市中新宿３－１１－１ピアシティ柏中新宿内

04-7170-8105

千葉県

株式会社マツモトキヨシ新柏店

277-0071 千葉県柏市豊住１－３

04-7174-6600

千葉県

株式会社ドン・キホーテＰＡＷ柏店

277-0081 千葉県柏市富里３－３－２

0471-41-1611

千葉県

株式会社東武ストア新柏店

277-0084 千葉県柏市新柏１－４－１

0471-62-2111

千葉県

株式会社サンドラッグ花野井店

277-0812 千葉県柏市花野井６８１

0471-33-3238

千葉県

株式会社サンドラッグ柏松葉町店

277-0827 千葉県柏市松葉町２－１５－１

04-7135-6676

千葉県

株式会社ジェーソン柏松葉町店

277-0827 千葉県柏市松葉町７－１４－３

047-135-5900

千葉県

ウエルシア北柏店

277-0832 千葉県柏市北柏４－３－１０

04-7160-2750

千葉県

クスリのアオキ大山台店

277-0837 千葉県柏市大山台１－３６

04-7192-6701

千葉県

コスメドンキ・お菓子ドンキ・驚辛ドンキ

277-0837 千葉県柏市大山台２－３－１モラージュ柏内

0570-066-061

千葉県

ドラッグストアスマイル柏あけぼの店

277-0841 千葉県柏市あけぼの３－８－３７

04-7141-3176

千葉県

マツモトキヨシ柏駅西口店

277-0842 千葉県柏市末広町４－１

04-7140-1021

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー柏篠籠田店

277-0862 千葉県柏市篠籠田１３８１－１２

04-7148-6226

千葉県

ウエルシア南柏店

277-0863 千葉県柏市豊四季８１６－１４

04-7160-7885

千葉県

株式会社ジェーソン柏豊四季店

277-0863 千葉県柏市豊四季２５１－２

04-7145-0862

千葉県

株式会社マツモトキヨシフィールズ南柏店

277-0863 千葉県柏市豊四季字桑原５０９－１２フィールズ南柏ＭＡＬＬ１内

04-7172-1155

千葉県

株式会社マツモトキヨシ豊四季店

277-0863 千葉県柏市豊四季２０３

04-7147-6677

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス柏豊四季店

277-0863 千葉県柏市豊四季１３２－１

04-7144-5016

千葉県

株式会社東急ストアららぽーと柏の葉店

277-0871 千葉県柏市若柴１７５

04-7134-0109

千葉県

株式会社ＣＦＳハックドラッグ柏の葉店

277-0871 千葉県柏市若柴１７５ららぽーと柏の葉１Ｆ－１１３０

04-7136-8889

千葉県

くすりの福太郎柏の葉店

277-0872 千葉県柏市十余二３８０－３５

04-7137-6629

千葉県

マツモトキヨシ柏の葉公園店

277-0872 千葉県柏市十余二５７５－５０

04-7137-2380

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー柏西原店

277-0885 千葉県柏市西原７－８－１２－１Ｆ

04-7154-8051

千葉県

ジェーソン柏西原店

277-0886 千葉県柏市西柏台２－２－１２

04-7154-0110

千葉県

ジェーソン柏沼南店

277-0921 千葉県柏市大津ケ丘２－８－５

04-7192-2323

千葉県

ウエルシア沼南店

277-0922 千葉県東葛飾郡沼南町大島田３０５－５

047-190-1813

千葉県

ドン・キホーテセブンパークアリオ柏店

277-0922 千葉県柏市大島田１－６－１セブンパークアリオ柏内

0570-080-911

千葉県

マツモトキヨシアリオ柏店

277-0922 千葉県柏市大島田１－６－１セブンパークアリオ柏内

04-7197-5291

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシ柏高柳駅前店

277-0941 千葉県柏市高柳１５２０－３

04-7193-5026

千葉県

ウエルシア柏しいの木台店

277-0945 千葉県柏市しいの木台２－１

047-330-6220

千葉県

株式会社セキ薬品野田宮崎店

278-0005 千葉県野田市宮崎１３２－５

04-7126-2500

千葉県

株式会社マツモトキヨシ野田宮崎店

278-0005 千葉県野田市宮崎５６－３６

04-7126-5585

千葉県

ディスカウントドラッグコスモス柳沢店

278-0006 千葉県野田市柳沢２４－７

04-7186-6030

千葉県

株式会社トライアルカンパニードラッグストアトライウェル野田店

278-0006 千葉県野田市柳沢７５－１１

04-7125-7707

千葉県

ヤックスドラッグ野田山崎店

278-0022 千葉県野田市山崎１３２７－７

04-7193-8201

千葉県

ホーマック関東株式会社スーパーデポ野田みずき店

278-0027 千葉県野田市みずき３－１

04-7121-2788

千葉県

株式会社マツモトキヨシ野田みずき店

278-0027 千葉県野田市みずき１－１３－７

0471-23-8231

千葉県

株式会社スギ薬局野田下町店

278-0037 千葉県野田市野田４９－３０

04-7186-7300

千葉県

株式会社スギ薬局野田愛宕店

278-0037 千葉県野田市野田８３６

04-7125-2121

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ野田店

278-0043 千葉県野田市清水１１７－３

0471-21-1786

千葉県

ディスカウントドラッグコスモス野田さくらの里店

278-0048 千葉県野田市桜の里２－５－７

04-7199-3001

千葉県

株式会社セキ薬品桜の里店

278-0048 千葉県野田市桜の里１－２－４

04-7120-3200

千葉県

ウエルシア野田七光台店

278-0051 千葉県野田市七光台４－２ロックタウンＥ棟

047-127-7330

千葉県

株式会社セキ薬品川間店

278-0051 千葉県野田市七光台４４９－１

04-7127-7770

千葉県

株式会社セキ薬品岩名店

278-0055 千葉県野田市岩名２－４３－５

04-7127-6100

千葉県

株式会社マツモトキヨシ浦安南口駅前店

279-0002 千葉県浦安市北栄１－１６－１８

047-306-2260

千葉県

イオンリテールストア株式会社イオン新浦安店

279-0012 千葉県浦安市入船１－４－１

047-350-1147

千葉県

株式会社コクミン新浦安店

279-0012 千葉県浦安市入船１－１－１

047-390-6814

千葉県

株式会社マツモトキヨシ新浦安モナ店

279-0012 千葉県浦安市入船１－５－１モナ新浦安１Ｆ

047-390-7077

千葉県

トモズニューコースト新浦安店

279-0014 千葉県浦安市明海４－１－１ニューコースト新浦安１Ｆ

047-316-1040

千葉県

ウエルシアライフガーデン新浦安店

279-0021 千葉県浦安市富岡３－２－２ライフガーデン新浦安内

047-304-3786

千葉県

トモズイクスピアリ店

279-0031 千葉県浦安市舞浜１－４イクスピアリ２Ｆ

047-305-5895

千葉県

くすりの福太郎浦安堀江店

279-0041 千葉県浦安市堀江１－３３－１

047-304-7447

千葉県

株式会社マツモトキヨシ浦安東野店

279-0042 千葉県浦安市東野１－１－４３

047-350-0778

千葉県

株式会社ヤオコー浦安東野店

279-0042 千葉県浦安市東野２－２９４－２

047-306-4811

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシ浦安富士見店

279-0043 千葉県浦安市富士見１－６－２５

047-700-7250

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス舞浜店

279-0043 千葉県浦安市富士見５－７－４０

047-306-5561

千葉県

株式会社トライアルカンパニードラッグストアトライウェル東金求名店

283-0003 千葉県東金市道庭字下谷９８３

0475-50-6877

千葉県

株式会社ベイシア東金店

283-0003 千葉県東金市道庭字三斗蒔４９５－２

0475-50-7575

22 / 47 ページ

モイストラボ

BBエッセンスクリーム・薬用美白 BBクリーム
店舗名

都道府県

お取り扱い店舗一覧
郵便番号

2021年12月時点

住所

電話番号

千葉県

ジェーソン東金店

283-0005 千葉県東金市田間１２８０－１

0475-50-6115

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ東金新町店

283-0005 千葉県東金市田間１３－９

0475-78-5567

千葉県

株式会社富士薬品ドラツグセイムス東金田間店

283-0005 千葉県東金市田間字倉の内５１５－１

0475-50-0065

千葉県

株式会社マツモトキヨシせんどう東金店

283-0062 千葉県東金市家徳２８０－１

0475-53-1388

千葉県

ウエルシア東金押堀店

283-0065 千葉県東金市押堀能代１１－１

0475-50-0271

千葉県

株式会社マツモトキヨシ東金東上宿店

283-0067 千葉県東金市東上宿６－８１

0475-55-5101

千葉県

株式会社サンドラッグ九十九里店

283-0104 千葉県山武郡九十九里町片貝３９１－２

0475-70-3555

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ片貝店

283-0104 千葉県山武郡九十九里町片貝６７６９－２

0475-76-1150

千葉県

株式会社ツルハ九十九里店

283-0116 千葉県山武郡九十九里町西野６４５－１

0475-70-3411

千葉県

ウエルシア四街道大日桜ケ丘店

284-0001 千葉県四街道市大日５４－１１

043-420-0031

千葉県

株式会社サンドラッグ四街道店

284-0001 千葉県四街道市大日４２９Ｍ２プラザ１Ｆ

043-304-8420

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ四街道大日店

284-0001 千葉県四街道市大日５４６－５

043-304-2070

千葉県

ウエルシア四街道鹿渡店

284-0003 千葉県四街道市鹿渡１１２１－１

043-433-3761

千葉県

株式会社マツモトキヨシフォーレ四街道店

284-0003 千葉県四街道市鹿渡２００２－１０

043-422-2411

千葉県

ウエルシア四街道津ノ守店

284-0005 千葉県四街道市四街道１５３１－６

043-420-1040

千葉県

ウエルシア四街道もねの里店

284-0016 千葉県四街道市もねの里２－３７－１９

043-304-8131

千葉県

ドラッグセイムスもねの里モール店

284-0016 千葉県四街道市もねの里６－１０－１もねの里モール内

043-308-4363

千葉県

ウエルシア四街道めいわ店

284-0043 千葉県四街道市めいわ３－１０１－２

043-433-7001

千葉県

株式会社長崎屋メガドンキホ－テ四街道店

284-0043 千葉県四街道市めいわ２－１－１

043-433-3810

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシ佐倉城址公園前店

285-0012 千葉県佐倉市田町１１６－１

043-484-6327

千葉県

ウエルシア佐倉鏑木店

285-0025 千葉県佐倉市鏑木町４０５－１

043-481-0621

千葉県

株式会社いなげや佐倉店

285-0025 千葉県佐倉市鏑木町３９９－１

043-484-2888

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ佐倉店

285-0025 千葉県佐倉市鏑木町１１６８

043-485-1811

千葉県

株式会社マツモトキヨシ大崎台店

285-0817 千葉県佐倉市大崎台１－３０－２

043-484-4547

千葉県

株式会社ベイシア佐倉店

285-0818 千葉県佐倉市寺崎特定土地区画整理事業１０－１

043-481-0011

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ佐倉寺崎店

285-0818 千葉県佐倉市寺崎１６０５

043-497-6621

千葉県

ウエルシア佐倉寺崎店

285-0819 千葉県佐倉市寺崎北１－７－３

043-483-7601

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシライフガーデン佐倉店

285-0819 千葉県佐倉市寺崎北５－１－１

043-308-8086

千葉県

ウエルシア佐倉染井野店

285-0831 千葉県佐倉市染井野３－３９－１

043-460-2881

千葉県

株式会社カワチ薬品そめい野店

285-0831 千葉県佐倉市染井野４－８－１

043-488-3340

千葉県

イオンリテール株式会社イオン臼井店

285-0837 千葉県佐倉市王子台１－２３

043-461-1111

千葉県

ウエルシア佐倉王子台店

285-0837 千葉県佐倉市王子台４－１４－１

043-460-0171

千葉県

セガミメディクス株式会社臼井駅ビル店

285-0837 千葉県佐倉市王子台３－３０－４京成臼井駅ビル１Ｆ

043-489-0499

千葉県

ウエルシア佐倉西志津店

285-0845 千葉県佐倉市西志津２－２２－４８

043-464-0031

千葉県

株式会社グリーンクロス・コア志津店

285-0846 千葉県佐倉市上志津１６２０－１

043-464-0801

千葉県

株式会社マツモトキヨシ志津店

285-0846 千葉県佐倉市上志津１７０７－１７

043-489-3331

千葉県

イオンリテール株式会社イオンスタイルユーカリが丘店

285-0850 千葉県佐倉市西ユーカリが丘６－１２－３イオンタウンユーカリが丘内

043-489-1600

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシユーカリが丘店

285-0850 千葉県佐倉市西ユーカリが丘５－１１－１

043-460-1210

千葉県

ウエルシア佐倉小竹店

285-0853 千葉県佐倉市小竹６６９－１

043-460-0175

千葉県

ウエルシアユーカリが丘店

285-0854 千葉県佐倉市上座２８８－１９

043-460-5333

千葉県

株式会社ジェーソンユーカリが丘店

285-0854 千葉県佐倉市上座６８７

043-463-8851

千葉県

クスリのアオキ井野店

285-0855 千葉県佐倉市井野１３８７－２

043-312-7914

千葉県

株式会社マツモトキヨシ佐倉井野店

285-0855 千葉県佐倉市井野字北側１４９０－３

043-463-6581

千葉県

くすりの福太郎ユーカリが丘店

285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘４－１－１スカイプラザモール１Ｆ

043-464-0029

千葉県

グリーンシアユーカリヶ丘店

285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘３－３－１３

043-460-8873

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ酒々井店

285-0905 千葉県印旛郡酒々井町上岩橋６３

043-312-1667

千葉県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター酒々井店

285-0926 千葉県印旛郡酒々井町本佐倉４５７－２

043-481-8088

千葉県

株式会社マツモトキヨシ成田はなのき台店

286-0007 千葉県成田市はなのき台１－２２－１２

0476-20-5022

千葉県

株式会社ジェーソン成田店

286-0013 千葉県成田市美郷台１－１１－１

0476-24-3511

千葉県

株式会社マツモトキヨシ成田美郷台店

286-0013 千葉県成田市美郷台２－１－３

0476-23-7077

千葉県

イオンリテール株式会社イオンドラッグボンベルタなりた店

286-0017 千葉県成田市赤坂２－１－１０ボンベルタ成田１Ｆ

0476-26-5051

千葉県

イオンリテール株式会社イオン成田店

286-0029 千葉県成田市ウイング土屋２４

0476-23-8300

千葉県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ成田店

286-0029 千葉県成田市ウイング土屋８２

0476-20-3711

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ成田店

286-0041 千葉県成田市飯田町１２９－３

0476-27-0832

千葉県

株式会社マツモトキヨシ成田江弁須店

286-0047 千葉県成田市江弁須１５４－７８

0476-20-6075

千葉県

ウエルシア成田公津の杜店

286-0048 千葉県成田市公津の杜３－２６－３

0476-20-8020

千葉県

セガミメディクス株式会社公津の杜店

286-0048 千葉県成田市公津の杜４－５ＳＣ成田ユアエルムＢ１

0476-20-5326

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ三里塚店

286-0111 千葉県成田市三里塚１７１－１

0476-40-4720

千葉県

カワチ薬品三里塚店

286-0115 千葉県成田市西三里塚２４８－１

0476-35-2300

千葉県

株式会社マツモトキヨシ成田日吉台店

286-0201 千葉県富里市日吉台２－１

0476-92-6500

千葉県

株式会社クスリのアオキ七栄店

286-0221 千葉県富里市七栄６４６－１３８

0476-33-6882

千葉県

株式会社ジェーソン富里店

286-0221 千葉県富里市七栄４４８－１

0476-92-6131

千葉県

株式会社ベイシア富里店

286-0221 千葉県富里市七栄５３２

0476-90-3377

千葉県

株式会社マツモトキヨシ富里店

286-0221 千葉県富里市七栄６５１－１２１

0476-91-4881

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ富里インター店

286-0221 千葉県富里市七栄５７５－２６４

0476-90-2101

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ富里店

286-0221 千葉県富里市七栄６４６－７８

0476-91-2680

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラック佐原店

287-0000 千葉県佐原市道元州４１８７－１

0478-55-1187

千葉県

ジェーソン香取佐原店

287-0003 千葉県香取市佐原イ４１５２－１

0478-50-1150

千葉県

ドラッグてらしま佐原店

287-0003 千葉県佐原市佐原イ－４２００

0478-54-5848

千葉県

株式会社ケーヨーＤ２佐原店

287-0042 千葉県佐原市山之辺１４０５－１

0478-52-0600

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ銚子明神店

288-0002 千葉県銚子市明神町２－２６５

0479-30-4860

千葉県

ウエルシア銚子笠上町店

288-0004 千葉県銚子市笠上町６８７０－１

0479-20-2552

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ銚子南小川店

288-0033 千葉県銚子市南小川町５６５

0479-24-5373

千葉県

イオンリテール株式会社イオン銚子店

288-0815 千葉県銚子市三崎町２－２６６０－１

0479-20-0100

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ下総店

289-0107 千葉県香取郡下総町猿山１３５４

0476-80-6020

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ神崎店

289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿６６６

0478-72-1012

千葉県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター小見川店

289-0305 千葉県香取市分郷２１８－１

0478-80-1800

千葉県

ヤックスドラッグ小見川店

289-0313 千葉県香取市小見川６９５－１

0478-79-8006

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグケアタウン旭入野店

289-0515 千葉県旭市入野７０３－１

0479-74-7091

千葉県

ヤックスドラッグ旭萬力店

289-0517 千葉県旭市萬力２９１７－１４

0479-85-5991

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ東庄店

289-0601 千葉県香取郡東庄町笹川い５４２０－２０

0478-86-5330

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス八街朝日店

289-1103 千葉県八街市八街に２５２－６

043-442-7571

千葉県

ドラッグストアトライウェル八街北店

289-1104 千葉県八街市文違３０１－２６５４

043-442-7740
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千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ八街東店

289-1104 千葉県八街市文違３０１－３８３６

043-309-7813

千葉県

セガミメディクス株式会社八街店

289-1111 千葉県八街市大木６７０－１９

043-440-7560

千葉県

株式会社サンドラッグ東吉田店

289-1114 千葉県八街市東吉田８１８－１２

043-440-1851

千葉県

株式会社ケーヨーＤ２八街店

289-1115 千葉県八街市八街ほ－７３４

043-443-5831

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ八街中央店

289-1115 千葉県八街市八街ほ８４４－１

043-442-4460

千葉県

株式会社サンドラッグ八街店

289-1144 千葉県八街市八街ろ１６９－１

043-440-3109

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ日向店

289-1212 千葉県山武郡山武町木原５８－１

0475-88-3773

千葉県

株式会社サンドラッグ山武店

289-1223 千葉県山武市埴谷１８７３－１

0475-80-8511

千葉県

株式会社ツルハ山武白幡店

289-1306 千葉県山武市白幡２０８１－７

0475-80-0800

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ成東店

289-1326 千葉県山武郡成東町成東４－１

0475-82-1170

千葉県

株式会社ツルハ松尾店

289-1523 千葉県山武市松尾町五反田３０２２－２

0479-80-7588

千葉県

ウエルシア成田三里塚店

289-1608 千葉県山武郡芝山町岩山２２６４－８

0479-77-1127

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ芝山店

289-1624 千葉県山武郡芝山町小池８７３－１

0479-70-8300

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ横芝光町店

289-1732 千葉県山武郡横芝光町横芝２１４８－１

0479-85-7007

千葉県

株式会社サンドラッグ横芝店

289-1733 千葉県山武郡横芝町栗山４５７０－１

0479-80-0411

千葉県

ヤックスドラッグ蓮沼店

289-1802 千葉県山武市蓮沼ロ２７８５－６

0475-77-7881

千葉県

ウエルシア匝瑳八日市場店

289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ７０１－１

0479-70-1780

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ八日市場店

289-2146 千葉県八日市場市ホ９２－１

0479-79-1943

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ多古台店

289-2241 千葉県香取郡多古町多古字多古台２０００－１３９

0479-74-8955

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ多古店

289-2241 千葉県香取郡多古町多古１５１１－１

0479-76-4773

千葉県

プチコレ旭店

289-2504 千葉県旭市ニ字五郎作５８８８－１

0479-60-3140

千葉県

マツモトキヨシ千葉旭店

289-2504 千葉県旭市ニ１６９

0479-63-3731

千葉県

株式会社カワチ薬品旭店

289-2504 千葉県旭市ニ５３８４－１

0479-62-5721

千葉県

株式会社サンドラッグ旭店

289-2504 千葉県旭市ニ字西遊正６０１７－７

0479-60-3771

千葉県

株式会社ドン・キホーテ旭店

289-2505 千葉県旭市鎌数４３３９－１

0479-60-0511

千葉県

株式会社クスリのアオキ旭中央店

289-2516 千葉県旭市ロ１４０

0479-85-5720

千葉県

株式会社千葉薬品ヤツクスドラッグ旭中央店

289-2516 千葉県旭市ロ字谷近３０４－１

0479-60-3270

千葉県

スーパーセンタートライアル旭川口店

289-2535 千葉県旭市川口３４３５－１

0479-62-6106

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ飯岡店

289-2705 千葉県海上郡飯岡町飯岡横根字渡戸３５０２－１

0479-50-5650

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ野栄店

289-3182 千葉県匝瑳郡野栄町今泉６５６０－１

0479-80-9280

千葉県

株式会社マツモトキヨシ辰巳台店

290-0003 千葉県市原市辰巳台東３－５－１

0436-75-6681

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ市原辰巳台店

290-0003 千葉県市原市辰巳台東１－１－１

0436-26-7103

千葉県

株式会社グリーンクロス・コア辰巳台店

290-0004 千葉県市原市辰巳台西２－２－１

0436-75-8821

千葉県

株式会社マツモトキヨシ市原店

290-0008 千葉県市原市古市場字京田５９４－１

0436-42-7345

千葉県

株式会社マツモトキヨシ市原松ヶ島店

290-0035 千葉県市原市松ケ島１４－８

0436-24-5315

千葉県

Ｃｒｅｍｏアクロスプラザ市原更級店

290-0050 千葉県市原市更級４－２－１アクロスプラザ市原更級内

0436-20-6061

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー市原君塚店

290-0051 千葉県市原市君塚３－３－１

0436-26-8861

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス五井店

290-0055 千葉県市原市五井東１－１６－１

0436-20-7165

千葉県

ウエルシア市原五井店

290-0056 千葉県市原市五井５４９０－５

0436-26-8216

千葉県

株式会社ベイシア市原八幡店

290-0062 千葉県市原市八幡字海岸２３８１－１

0436-40-7120

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ市原八幡店

290-0062 千葉県市原市八幡３３６－１

0436-37-6100

千葉県

株式会社マツモトキヨシ市原五所店

290-0066 千葉県市原市五所１７６１－１

0436-40-3320

千葉県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター八幡宿店

290-0067 千葉県市原市八幡海岸通１９７１－１

0436-42-6655

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー市原北国分寺台店

290-0071 千葉県市原市北国分寺台２－８－３

0436-40-1385

千葉県

ウエルシア市原国分寺台店

290-0075 千葉県市原市南国分寺台４－１－１

0436-20-8077

千葉県

ウエルシア市原ちはら台店

290-0141 千葉県市原市ちはら台東８－３－１

0436-52-7720

千葉県

マツモトキヨシもりまち市原ちはら台モール店

290-0142 千葉県市原市ちはら台南２－３２－２

0436-75-1238

千葉県

ヤックスドラッグちはら台店

290-0142 千葉県市原市ちはら台南６－２

0436-37-6615

千葉県

コスメドンキユニモちはら台店

290-0143 千葉県市原市ちはら台西３－４ユニモちはら台２Ｆ

0570-078-133

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー市原ユニモちはら台店

290-0143 千葉県市原市ちはら台西３－４

0436-76-0778

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムスちはら台店

290-0143 千葉県市原市ちはら台西５－２３－３

0436-40-5061

千葉県

ウエルシア市原牛久店

290-0225 千葉県市原市牛久１０６６－１

0436-50-0855

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ光風台店

290-0255 千葉県市原市光風台１－３７５－２

0436-37-7121

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス光風台店

290-0255 千葉県市原市光風台２－１６１

0436-36-9111

千葉県

株式会社カインズホーム木更津金田店

292-0008 千葉県木更津市中島４３８

0438-40-1555

千葉県

ウエルシア木更津高柳店

292-0014 千葉県木更津市高柳２－３－１４

0438-40-0662

千葉県

ウエルシア木更津岩根店

292-0016 千葉県木更津市高砂２－２９５３－１

0438-40-1850

千葉県

株式会社マツモトキヨシアピタ木更津店

292-0035 千葉県木更津市中尾伊豆島６９街区アピタ木更津店内

0438-97-0651

千葉県

株式会社カワチ薬品ほたる野店

292-0038 千葉県木更津市ほたる野４－３－２

0438-98-7350

千葉県

株式会社マツモトキヨシ清見台東店

292-0041 千葉県木更津市清見台東３－１－３

0438-30-5233

千葉県

ドラッグセイムス木更津太田１丁目店

292-0044 千葉県木更津市太田１－３－１０

0438-40-5715

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス木更津太田店

292-0044 千葉県木更津市太田４－１５－１２

0438-20-3881

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ木更津清見台店

292-0045 千葉県木更津市清見台１－６－８

0438-20-3733

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス木更津岩根店

292-0054 千葉県木更津市長須賀１７７７－１

0438-20-1226

千葉県

ヤックスドラッグ小櫃店

292-0451 千葉県君津市末吉１０５４－１

0439-27-1183

千葉県

株式会社ドン・キホーテ木更津店

292-0801 千葉県木更津市請西２－２－１

0438-36-3911

千葉県

ヤックスドラッグ木更津文京店

292-0804 千葉県木更津市文京３－３４７－１

0438-53-8039

千葉県

株式会社富士薬品ドラツグセイムス木更津店

292-0804 千葉県木更津市文京５－１２－１９

0438-20-1021

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス木更津請西南店

292-0807 千葉県木更津市請西南３－２４

0438-30-7681

千葉県

株式会社ツルハ桜井店

292-0823 千葉県木更津市桜井新町４－３－１

0438-37-7433

千葉県

株式会社クリエイトエス・ディー木更津港南台店

292-0827 千葉県木更津市港南台４－１－２

0438-30-6581

千葉県

ドラッグセイムス木更津新田店

292-0832 千葉県木更津市新田３－１－７

0438-40-5580

千葉県

イオンリテール株式会社イオン木更津店

292-0835 千葉県木更津市築地１－４

0438-38-8600

千葉県

ココカラファインイオンモール木更津店

292-0835 千葉県木更津市築地１－４イオンモール木更津内

0438-38-3507

千葉県

ウエルシア富津大貫店

293-0035 千葉県富津市西大和田１３４０

0439-80-5061

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ富津大貫店

293-0036 千葉県富津市千種新田１２４４

0439-80-5650

千葉県

ウエルシア館山安東店

294-0005 千葉県館山市安東２２－１

0470-20-3370

千葉県

ヤックスドラッグ城山店

294-0036 千葉県館山市館山８３３－１

0470-29-7418

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ館山店

294-0037 千葉県館山市長須賀４５１－３

0470-24-2335

千葉県

イオンリテール株式会社イオン館山店

294-0047 千葉県館山市八幡５４５－１

0470-23-8131

千葉県

ウエルシア館山八幡店

294-0047 千葉県館山市八幡字北鳥居脇６０８

0470-23-8131

千葉県

株式会社カワチ薬品館山店

294-0047 千葉県館山市八幡２６２

0470-23-9740

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシ館山店

294-0048 千葉県館山市下真倉２５５

0470-20-1021
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千葉県

株式会社千葉薬品アタック５館山店

294-0051 千葉県館山市正木字道免８３０

0470-27-5208

千葉県

株式会社マツモトキヨシ館山マーケットプレイス店

294-0054 千葉県館山市湊１８８－１

0470-24-7711

千葉県

ウエルシア南房総千倉店

295-0004 千葉県南房総市千倉町瀬戸２９８０－２１２

0470-44-3933

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ千倉店

295-0004 千葉県安房郡千倉町瀬戸２９３２－１

0470-44-5335

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ鴨川店

296-0001 千葉県鴨川市横渚字鎌田１０５

0470-99-2077

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシ鴨川貝渚店

296-0004 千葉県鴨川市貝渚６０

04-7099-0140

千葉県

株式会社ベイシア鴨川店

296-0004 千葉県鴨川市貝渚字中川間３００

0470-99-0888

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ鴨川長狭店

296-0112 千葉県鴨川市宮山１７０７

04-7099-8271

千葉県

株式会社カインズホーム茂原店

297-0007 千葉県茂原市腰当字北川端６５３－１

0475-20-1111

千葉県

株式会社サンドラッグ茂原店

297-0011 千葉県茂原市谷本２１２２

0475-20-0710

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ茂原谷本店

297-0011 千葉県茂原市谷本１８１０－１

0475-22-7861

千葉県

株式会社ツルハ茂原店

297-0012 千葉県茂原市六ツ野３８７０

0475-22-7811

千葉県

株式会社ツルハ茂原東部台店

297-0015 千葉県茂原市東部台３－６－２

0475-20-2680

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ茂原高師店

297-0021 千葉県茂原市高師町２－１３－２

0475-36-7721

千葉県

株式会社ドン・キホーテ茂原店

297-0026 千葉県茂原市茂原１５７５－２

0475-27-5411

千葉県

株式会社マツモトキヨシ茂原マーケットプレイス店

297-0026 千葉県茂原市茂原１０

0475-22-3310

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス茂原西店

297-0026 千葉県茂原市茂原南古屋敷１３９５

0475-27-1831

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ上茂原店

297-0052 千葉県茂原市上茂原榎町３８８－４

0475-25-5215

千葉県

株式会社ツルハ早野店

297-0055 千葉県茂原市綱島８８５－１

0475-27-1212

千葉県

株式会社カワチ薬品茂原店

297-0074 千葉県茂原市小林１６０６－１０

0475-25-1951

千葉県

株式会社マツモトキヨシ茂原高師店

297-0074 千葉県茂原市小林１６１９－１１

0475-26-3520

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ長南店

297-0115 千葉県長生郡長南町千田２６４

0475-36-6207

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ大原店

298-0001 千葉県夷隅郡大原町若山４６－１

0470-64-0030

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ大原初芝店

298-0004 千葉県夷隅郡大原町大原字初芝９００９

0470-64-0210

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ夷隅店

298-0124 千葉県夷隅郡夷隅町弥正４８９－１

0470-86-3636

千葉県

ウエルシア大多喜船子店

298-0204 千葉県夷隅郡大多喜町船子８６５－１

0470-80-0501

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ大多喜店

298-0204 千葉県夷隅郡大多喜町船子８５５

0470-82-5535

千葉県

ホームプラザナフコ大多喜店

298-0212 千葉県夷隅郡大多喜町猿稲３９７－１

0470-82-6411

千葉県

ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ市原店

299-0101 千葉県市原市青柳北１－１

0436-20-0511

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ市原青柳店

299-0102 千葉県市原市青柳特定土地区画整理事業地３５下街区１

0436-20-2882

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス青柳店

299-0104 千葉県市原市白塚１７７

0436-20-7156

千葉県

株式会社ケーヨーＤ２姉崎店

299-0106 千葉県市原市今津朝山３１５－１

0436-60-8351

千葉県

株式会社マツモトキヨシ姉崎店

299-0111 千葉県市原市姉崎１８１１－１

0436-62-3780

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ姉崎店

299-0111 千葉県市原市姉崎２０６５－１

0436-60-8282

千葉県

ウエルシア薬局袖ケ浦横田店

299-0236 千葉県袖ケ浦市横田２６３２－１

0438-75-7781

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ横田店

299-0236 千葉県袖ケ浦市横田１２１０

0438-75-7796

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ袖ケ浦店

299-0245 千葉県袖ケ浦市蔵波台５丁目１９－３

0438-64-0544

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス長浦店

299-0246 千葉県袖ケ浦市長浦駅前４－１１－１

0438-60-2161

千葉県

クスリのアオキのぞみ野店

299-0251 千葉県袖ケ浦市のぞみ野７０－３

0438-97-6661

千葉県

ウエルシア袖ケ浦奈良輪店

299-0263 千葉県袖ケ浦市奈良輪１４１６

0438-63-8031

千葉県

クスリのアオキ神納店

299-0263 千葉県袖ケ浦市奈良輪２４９－１

0438-97-5505

千葉県

ウエルシア君津中島店

299-1106 千葉県君津市中島２８５－３

0439-70-1202

千葉県

株式会社ドン・キホーテピカソ君津店

299-1144 千葉県君津市東坂田１－７－１

0439-50-0911

千葉県

ウエルシア君津西坂田店

299-1145 千葉県君津市西坂田１－３

0439-50-3575

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ人見店

299-1147 千葉県君津市人見２－２０－１０

0439-57-7707

千葉県

株式会社ツルハ中野店

299-1151 千葉県君津市中野６０

0439-55-3511

千葉県

ユニー株式会社アピタ君津店

299-1152 千葉県君津市久保１－１－１

0439-54-8811

千葉県

株式会社ツルハ君津店

299-1162 千葉県君津市南子安６－７－２４

0439-54-1608

千葉県

クリエイトエス・ディー君津杢師店

299-1163 千葉県君津市杢師１－１４－２２

0439-52-6337

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ鋸南店

299-2115 千葉県安房郡鋸南町下佐久間４５１－２

0470-50-1440

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムス岩井店

299-2225 千葉県南房総市竹内字向川３４４－６

0470-50-3715

千葉県

ウエルシア南房総富浦店

299-2403 千葉県南房総市富浦町原岡９５０－１

0470-20-4200

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ丸山店

299-2525 千葉県南房総市加茂２６５１－１

0470-29-7111

千葉県

ウエルシア大網白里店

299-3235 千葉県大網白里市駒込４１５－１

0475-72-4930

千葉県

ヤックスドラッグ大綱店

299-3235 千葉県大網白里市駒込２０６－１

0475-78-4088

千葉県

株式会社マツモトキヨシ大網白里店

299-3235 千葉県山武郡大網白里町駒込４２３－１

0475-73-0261

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ白子店

299-4211 千葉県長生郡白子町五井３８６－２

0475-30-3818

千葉県

株式会社ベイシア長生店

299-4332 千葉県長生郡長生村金田３２３７

0475-30-0190

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ長生店

299-4333 千葉県長生郡長生村七井土１８９８－４

0475-32-6156

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ睦沢店

299-4413 千葉県長生郡睦沢町上之郷２０３５

0475-40-9377

千葉県

株式会社富士薬品ドラッグセイムスいすみ岬店

299-4503 千葉県いすみ市岬町和泉８１３－１

0470-80-3121

千葉県

ドラッグストアマツモトキヨシミサキショッピングガーデン店

299-4612 千葉県いすみ市岬町江場土１８４７

0470-80-3221

千葉県

株式会社千葉薬品ヤックスドラッグ勝浦部原店

299-5223 千葉県勝浦市部原１０５３

0470-62-6601

千葉県

ベイシアスーパーセンター勝浦店

299-5224 千葉県勝浦市新官１３９２

0470-73-8100

千葉県

株式会社セイジョーデイリーケアセイジョー勝浦店

299-5225 千葉県勝浦市墨名６４２－３

0470-73-6303

東京都

株式会社ビックカメラ有楽町店本館

100-0006 東京都千代田区有楽町１－１１－１

03-5221-1111

東京都

株式会社マツモトキヨシ有楽町２丁目店

100-0006 東京都千代田区有楽町２－８－５

03-3201-1688

東京都

株式会社コクミンアトレ秋葉原一店

101-0021 東京都千代田区外神田１－１７－６アトレ秋葉原一店内

03-5289-3843

東京都

株式会社マツモトキヨシアキバ店

101-0021 東京都千代田区外神田１－４－１３

03-5209-1061

東京都

株式会社スギ薬局神田駅東口店

101-0044 東京都千代田区鍛冶町２－２－２神田パークプラザ１Ｆ

03-3254-5631

東京都

スギドラッグ神田駅北口店

101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町３－３－１２－１Ｆ

03-6206-9512

東京都

株式会社スギ薬局一番町店

102-0082 東京都千代田区一番町６相模屋本社ビル１Ｆ

03-5275-3085

東京都

株式会社セイジョー麹町店

102-0083 東京都千代田区麹町４－１－１麹町ダイヤモンドビル１Ｆ

03-6683-2550

東京都

どらっぐぱぱす新人形町店

103-0012 東京都中央区日本橋堀留町１－８－１２さくら掘留ビル１Ｆ

03-3668-4193

東京都

トモズ水天宮前店

103-0013 東京都中央区日本橋人形町１－１４－８

03-6231-0025

東京都

ドラッグイレブンＴーＣＡＴ店

103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町４２－１東京シティエアターミナル２Ｆ

03-5847-5255

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー日本橋本町店

103-0023 東京都中央区日本橋本町３－３－６－１Ｆ

03-6214-3255

東京都

スギドラッグ茅場町店

103-0025 東京都中央区日本橋茅場町１－８－３－１Ｆ

03-6810-9310

東京都

ウエルシア薬局日本橋一号店

103-0027 東京都中央区日本橋２－１－１０－１Ｆ

03-3516-3232

東京都

マツモトキヨシ八重洲地下街店

104-0028 東京都中央区八重洲２－１八重洲地下街中二号

03-3516-6929

東京都

ドラッグイレブン京橋店

104-0031 東京都中央区京橋２－５－１８

03-3538-3577

東京都

株式会社ＣＦＳハックドラッグ東京スクエアガーデン店

104-0031 東京都中央区京橋３－１－１東京スクエアガーデン内

03-3242-0289

東京都

株式会社スギ薬局新川１丁目店

104-0033 東京都中央区新川１－１７－２５

03-6222-8571
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東京都

どらっぐぱぱす築地店

104-0045 東京都中央区築地１－１２－６築地えとビル内

03-5550-9393

東京都

どらっぐぱぱす晴海店

104-0053 東京都中央区晴海３－１２－１

03-3532-9341

東京都

トモズ晴海トリトン店

104-0053 東京都中央区晴海１－８－１６晴海トリトン２Ｆ

03-5144-8215

東京都

ドラッグセイムス勝どき１丁目店

104-0054 東京都中央区勝どき１－３－１－１Ｆ

03-6910-1515

東京都

ダイコクドラッグ銀座１丁目駅前店

104-0061 東京都中央区銀座１－１０－６

03-5524-2225

東京都

マツモトキヨシ銀座みゆきＡｖｅ．店

104-0061 東京都中央区銀座５－８－９ＢＩＮＯ銀座１Ｆ

03-3575-5026

東京都

株式会社ドン・キホーテ銀座店

104-0061 東京都中央区銀座８－１０

03-6215-9688

東京都

くすりの福太郎新橋駅前店

105-0004 東京都港区新橋２－１８－９

03-6228-5923

東京都

スギドラッグニュー新橋ビル店

105-0004 東京都港区新橋２－１６－１ニュー新橋ビル１Ｆ

03-6550-9310

東京都

スギドラッグ新橋駅前店

105-0004 東京都港区新橋１－１２－９－１Ｆ

03-6263-8992

東京都

ドラッグセイムス新橋日比谷口店

105-0004 東京都港区新橋２－６－２－１Ｆ

03-6811-2045

東京都

スギドラッグ芝大門店

105-0012 東京都港区芝大門２－２－１－１Ｆ

03-6435-7676

東京都

株式会社マツモトキヨシカレッタ汐留店

105-0021 東京都港区東新橋１－８－２カレッタ潮留

03-6218-2201

東京都

セガミメディクス株式会社芝浦店

105-0023 東京都港区芝浦１－２－２シーバンスビル内

03-5440-6324

東京都

株式会社ドン・キホーテ六本木店

106-0032 東京都港区六本木３－１４－１０サンレミービル

03-5786-0811

東京都

スギドラッグ赤坂見附店

107-0052 東京都港区赤坂３－９－７

03-5797-8622

東京都

トモズエクスプレス東京ミッドタウン店

107-0052 東京都港区赤坂９－７－２Ｂ－Ｂ１０３

03-5413-3118

東京都

Ｐｒｅｃｃｅプレミアム東京ミッドタウン店

107-0052 東京都港区赤坂９－７－４東京ミッドタウンガレリアＢ１Ｆ

03-5413-5109

東京都

株式会社コスメ・コム

107-0062 東京都港区南青山１－２６－１寿光ビル７Ｆ

03-5785-8895

東京都

株式会社スギ薬局南青山店

107-0062 東京都港区南青山３－８－４０青山センタービル１Ｆ

03-5771-4663

東京都

ドラッグストアスマイル三田店

108-0014 東京都港区芝５－１３－１４

03-5232-2992

東京都

ドラッグセイムス田町西口店

108-0014 東京都港区芝５－３２－１２

03-6435-4070

東京都

株式会社セイジョー三田店

108-0014 東京都港区芝５－２５－１１

03-5439-6754

東京都

サンテドラッグ田町東口店

108-0023 東京都港区芝浦３－１２－２

03-3798-8021

東京都

サンテドラッグ芝浦支店

108-0023 東京都港区芝浦３－６－１２

03-3451-4515

東京都

ドラッグストアスマイル芝浦海岸通店

108-0023 東京都港区芝浦４－１３－２３

03-6459-4117

東京都

ドラッグストアスマイル芝浦３丁目店

108-0023 東京都港区芝浦３－２－２２

03-6459-4886

東京都

マツモトキヨシムスブ田町店

108-0023 東京都港区芝浦３－１－２１ｍｓｂＴａｍａｃｈｉ田町ステーションタワーＳ２Ｆ

03-5439-4177

東京都

ココカラファイン白金台店

108-0071 東京都港区白金台４－３－１９

03-5791-9285

東京都

株式会社ツルハ白金台店

108-0071 東京都港区白金台３－１５－６マスレンビル１Ｆ

03-5475-1321

東京都

ドラッグストアマツモトキヨシ白金高輪店

108-0074 東京都港区高輪１－３－１３－１Ｆ

03-5795-2515

東京都

住商リテイルストアーズ株式会社トモズ品川インターシティ店

108-0075 東京都港区港南２－１５－２品川インターシティ２Ｆ

03-5782-8889

東京都

株式会社ドラッグオゾン鴬谷店

110-0003 東京都台東区根岸１－８－５ビル１Ｆ

03-3871-6508

東京都

コクミンドラッグ御徒町北口店

110-0005 東京都台東区上野５－２６－１０

03-5688-0756

東京都

スギドラッグ上野御徒町店

110-0005 東京都台東区上野４－３－９－１Ｆ

03-6284-4058

東京都

スギドラッグ上野駅前店

110-0005 東京都台東区上野４－１０－５

03-6284-2525

東京都

株式会社アブアブ赤札堂上野店

110-0005 東京都台東区上野４－８－４

03-3833-3111

東京都

どらっぐぱぱす入谷店

110-0013 東京都台東区入谷１－１９－６エチゴヤビル１Ｆ

03-3874-4193

東京都

株式会社一本堂入谷店

110-0013 東京都台東区入谷１－５－４

03-3871-4041

東京都

マツモトキヨシＥｃｈｉｋａｆｉｔ上野店

110-0015 東京都台東区東上野３－１９－６Ｅｃｈｉｋａｆｉｔ上野Ｂ１Ｆ

03-5816-0078

東京都

株式会社ドラック・オゾン

110-0015 東京都台東区東上野 ３丁目３９－７ マルカビル１０１号

03-5688-5702

東京都

株式会社多慶屋本館

110-0016 東京都台東区台東４－３３－２

03-3835-7777

東京都

くすりの福太郎橋場店

111-0023 東京都台東区橋場１－９－６

03-5808-0139

東京都

マツモトキヨシ浅草１丁目店

111-0032 東京都台東区浅草１－２５－１７

03-5830-8084

東京都

株式会社ドン・キホーテ浅草店

111-0032 東京都台東区浅草２－１０

03-5826-2511

東京都

株式会社マツモトキヨシ浅草店

111-0032 東京都台東区浅草１丁目３０－２

03-3845-6918

東京都

薬マツモトキヨシ浅草二天門東参道店

111-0032 東京都台東区浅草２－３４－３

03-3845-6557

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス蔵前３丁目薬局

111-0051 東京都台東区蔵前３－１－１０－１Ｆ

03-5835-2681

東京都

どらっぐぱぱす台東鳥越店

111-0054 東京都台東区鳥越１－８－２鳥越ビル１Ｆ

03-5687-1193

東京都

株式会社スギ薬局小石川店

112-0002 東京都文京区小石川２－１－１２

03-5840-8536

東京都

株式会社スギ薬局茗荷谷店

112-0002 東京都文京区小石川５－３－２－１Ｆ

03-3868-3171

東京都

株式会社一本堂茗荷谷駅前店

112-0006 東京都文京区小日向４－６－１６アマーレ１Ｆ

03-3944-9561

東京都

どらっぐぱぱす新江戸川橋店

112-0014 東京都文京区関口１－１－５神楽坂サニーマンション１Ｆ

03-5228-4193

東京都

株式会社コモディイイダ江戸川橋支店

112-0014 東京都文京区関口１－４７－１２

03-3267-2691

東京都

株式会社一本堂新千駄木店

113-0022 東京都文京区千駄木４－１－２１

03-5832-8681

東京都

株式会社スギ薬局上野広小路店

113-0034 東京都文京区湯島３－３９－１０上野ＴＨビル１Ｆ

03-5812-5923

東京都

株式会社ドン・キホーテ上野広小路店

113-0034 東京都文京区湯島３－３８－１０

03-5816-0511

東京都

クリエイトＳ・Ｄ北区王子店

114-0002 東京都北区王子５－１６－７

03-5902-4750

東京都

トモズ王子店

114-0002 東京都北区王子６－９－１０サミット王子店２Ｆ

03-6908-4127

東京都

株式会社サンドラッグ王子桜田通り店

114-0002 東京都北区王子５－１－４０サミット王子桜田通り店内

03-5902-3581

東京都

株式会社一本堂王子店

114-0002 東京都北区王子１－１４－３

03-5902-5481

東京都

株式会社一本堂王子駅前店

114-0002 東京都北区王子１－９－１５

03-5959-6281

東京都

株式会社東武ストア王子店

114-0002 東京都北区王子１－４－１

03-3914-9351

東京都

ビバホーム豊島５丁目店

114-0003 東京都北区豊島４－１８－２４

03-5959-0911

東京都

マツモトキヨシ王子店

114-0003 東京都北区豊島１－１－１－１Ｆ

03-5959-2545

東京都

生協コープとうきょう豊島店

114-0003 東京都北区豊島３－４－１５

03-3912-2171

東京都

ホームセンターコーナン王子堀船店

114-0004 東京都北区堀船１－２３－１３

03-5902-3500

東京都

トモズアトレヴィ田端店

114-0013 東京都北区東田端１－１７－２アトレヴィ田端２Ｆ

03-5832-1975

東京都

株式会社一本堂田端２丁目店

114-0014 東京都北区田端２－３－１２サントル動坂１Ｆ

03-5832-8701

東京都

生協コープとうきょう田端店

114-0014 東京都北区田端１－５－７

03-3828-4681

東京都

どらっぐぱぱす王子本町店

114-0022 東京都北区王子本町１－７－１３

03-3907-7541

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー北区西ケ原店

114-0024 東京都北区西ケ原４－５１－１３

03-5961-6265

東京都

株式会社スギ薬局西ケ原店

114-0024 東京都北区西ケ原１－３１－２５－１Ｆ

03-5972-4781

東京都

株式会社サンドラッグ東十条店

115-0043 東京都北区神谷１－３１－３

03-5902-5671

東京都

どらっぐぱぱす赤羽南口店

115-0044 東京都北区赤羽南２－９－４３

03-3901-9388

東京都

株式会社サンドラッグ赤羽店

115-0045 東京都北区赤羽２－４－１２

03-3598-9021

東京都

株式会社マツモトキヨシ赤羽すずらんストリート店

115-0045 東京都北区赤羽２－１３－３サトウビル１Ｆ

03-3903-8105

東京都

株式会社マツモトキヨシ赤羽東口駅前店

115-0045 東京都北区赤羽１－９－３

03-3901-0281

東京都

ウエルシア浮間店

115-0051 東京都北区浮間２－１２－２４

03-5916-0511

東京都

株式会社ＣＦＳハックドラッグ赤羽台店

115-0053 東京都北区赤羽台１－５－１８

03-5963-5061

東京都

どらっぐぱぱす町屋店

116-0001 東京都荒川区町屋３－１９－１３

03-3809-4193

東京都

株式会社コモディイイダ町屋店

116-0001 東京都荒川区町屋３－１８－１１

03-3895-5091

東京都

株式会社ドン・キホーテ町屋店

116-0001 東京都荒川区町屋６－３２－２１

03-5855-8011

上野店
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東京都

どらっぐぱぱす京成町屋駅前店

116-0002 東京都荒川区荒川７－４１－３

03-5604-9577

東京都

株式会社一本堂町屋店

116-0002 東京都荒川区荒川６－６－１

03-5692-2551

東京都

くすりの福太郎南千住店

116-0003 東京都荒川区南千住４－７－１ＷｅｌＳｈｉｐ１Ｆ

03-5604-1782

東京都

ロイヤルホームセンター南千住店

116-0003 東京都荒川区南千住４－１－４

03-5615-5631

東京都

株式会社キリン堂南千住店

116-0003 東京都荒川区南千住４－７－２ＬＡＬＡテラス南千住店内

03-5604-3847

東京都

株式会社マツモトキヨシ荒川南千住店

116-0003 東京都荒川区南千住６－２７－１０

03-5615-3424

東京都

株式会社ウェルパーク荒川西尾久店

116-0011 東京都荒川区西尾久１－２３－３

03-5855-8280

東京都

どらっぐぱぱす東尾久４丁目店

116-0012 東京都荒川区東尾久４－２７－４

03-3819-9341

東京都

株式会社サンドラッグ尾久銀座店

116-0012 東京都荒川区東尾久４－１５－１０

03-5855-3651

東京都

株式会社スギ薬局東尾久店

116-0012 東京都荒川区東尾久４－８－１１

03-5901-9205

東京都

ドラッグストアスマイル西日暮里店

116-0013 東京都荒川区西日暮里６－２８－４

03-5855-2338

東京都

ドラッグ・オゾン日暮里店

116-0013 東京都荒川区西日暮里２丁目１８－１増尾ビル１階

03-3805-5219

東京都

株式会社一本堂開成前店

116-0013 東京都荒川区西日暮里３－６－１５

03-3824-1985

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス大谷田店

120-0001 東京都足立区大谷田５－２６－９

03-5697-5575

東京都

ドラッグストアスマイル足立東和店

120-0003 東京都足立区東和２－４－３桜井マンション

03-5673-3555

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス東和中央店

120-0003 東京都足立区東和３－１２－１

03-5697-9515

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス東和店

120-0003 東京都足立区東和５－１１－１０

03-5613-1285

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス東綾瀬店

120-0004 東京都足立区東綾瀬１－１０－６

03-5682-1293

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー足立綾瀬店

120-0005 東京都足立区綾瀬４－２９－１７

03-5613-1566

東京都

株式会社マツモトキヨシ綾瀬店

120-0005 東京都足立区綾瀬３－２－８シティプレイス綾瀬１Ｆ

03-3606-6332

東京都

株式会社クリエイトＳＤ足立谷中店

120-0006 東京都足立区谷中５－１４－１２

03-5697-9590

東京都

どらっぐぱぱす五反野駅前店

120-0013 東京都足立区弘道１－１－４

03-3889-9301

東京都

コクミン薬局北千住店ルミネ２Ｆ

120-0026 東京都足立区千住旭町４２－２北千住ルミネ２階

03-3879-6888

東京都

マツモトキヨシＥＱＵｉＡ北千住駅構内南店

120-0026 東京都足立区千住旭町４２－１ＥＱＵｉＡ北千住内

03-5244-6050

東京都

ドン・キホーテ北千住西口店

120-0034 東京都足立区千住２－２５－１

03-5284-4311

東京都

株式会社サンドラッグプラム北千住店

120-0034 東京都足立区千住３－１

03-5813-5696

東京都

株式会社スギ薬局ベルクス足立中央店

121-0011 東京都足立区中央本町４－２３－２０ベルクス足立中央店内

03-5845-3266

東京都

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ環７梅島店

121-0011 東京都足立区中央本町５－５－１４

03-5845-5655

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス足立青井店

121-0012 東京都足立区青井５－８－８

03-5845-5972

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス加平店

121-0055 東京都足立区加平１－２０－２０

03-5613-1271

東京都

株式会社マツモトキヨシ花畑店

121-0061 東京都足立区花畑４－３８－１２

03-3859-2125

東京都

生活協同組合コープとうきょう花畑店

121-0061 東京都足立区花畑４－１７－１５

03-3858-7881

東京都

ウェルシア足立南花畑店

121-0062 東京都足立区南花畑２－４５－２

03-5851-2831

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス南花畑２丁目店

121-0062 東京都足立区南花畑２－６－１

03-5831-1851

東京都

株式会社サンドラッグ保木間店

121-0064 東京都足立区保木間１－９

03-5851-7305

東京都

株式会社ジェーソン足立保木間店

121-0064 東京都足立区保木間１－１３－２

03-5242-1091

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス足立保木間店

121-0064 東京都足立区保木間３－２０－１０

03-5831-3521

東京都

ドラッグセイムス足立平野店

121-0076 東京都足立区平野３－８－２１

03-5809-6650

東京都

マツモトキヨシ竹の塚店

121-0813 東京都足立区竹の塚６－８－４

03-5686-8411

東京都

株式会社サンドラッグ竹の塚店

121-0813 東京都足立区竹の塚５丁目７－３Ｊｏｙプラザ１階

03-5242-6021

東京都

スギドラッグ足立六月店

121-0814 東京都足立区六月２－１６－１５

03-5856-6158

東京都

ウエルシア足立島根店

121-0815 東京都足立区島根３－２０－１７

03-5831-2840

東京都

ドラッグパパス島根店

121-0815 東京都足立区島根４－１５－４

03-3883-9393

東京都

株式会社サンドラッグ梅島店

121-0816 東京都足立区梅島２－３１－２０

03-5845-5557

東京都

株式会社サンドラッグ西新井トスカ店

121-0816 東京都足立区梅島３－３２－６西新井トスカ２Ｆ

03-5845-1887

東京都

どらっぐぱぱす伊興店

121-0824 東京都足立区西伊興４－６－２５

03-3856-4193

東京都

株式会社ウェルパーク足立舎人店

121-0831 東京都足立区舎人５－２１－２７

03-5838-2373

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス足立舎人店

121-0831 東京都足立区舎人１－１３－１８

03-5839-5461

東京都

株式会社セキ薬品足立入谷店

121-0836 東京都足立区入谷３－１２－３

03-5838-0080

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス入谷舎人店

121-0836 東京都足立区入谷３－１－１２

03-3897-6171

東京都

ウエルシア足立西新井店

123-0841 東京都足立区西新井４－３２－１４

03-5838-0775

東京都

サンドラッグ西新井店

123-0841 東京都足立区西新井６－４２－１０

03-5837-7186

東京都

スギドラッグ西新井店

123-0841 東京都足立区西新井７－１４－２０

03-5837-4801

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス栗原店

123-0842 東京都足立区栗原２－２２－５

03-5851-0221

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス西新井店

123-0842 東京都足立区栗原４－７－１１

03-5839-8587

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー足立西新井栄町店

123-0843 東京都足立区西新井栄町１－８－５

03-5845-3611

東京都

株式会社ドン・キホーテ西新井駅前店

123-0843 東京都足立区西新井栄町２－３－１４

03-5845-7201

東京都

株式会社マツモトキヨシパサージオ西新井店

123-0843 東京都足立区西新井栄町１－１７－１ＰＡＳＳＡＧＧＩＯ１Ｆ

03-5845-8722

東京都

ココカラファインヨークプライス西新井店

123-0844 東京都足立区興野１－１２－７ヨークプライス西新井店２Ｆ

03-5888-5157

東京都

株式会社セキ薬品本木店

123-0853 東京都足立区本木２－７－２４

03-5845-5822

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス谷在家店

123-0862 東京都足立区皿沼２－１８－２

03-3857-5382

東京都

スギドラッグ鹿浜店

123-0864 東京都足立区鹿浜４－４－７

03-3896-1100

東京都

株式会社ジェーソン足立鹿浜店

123-0864 東京都足立区鹿浜６－３４－１９

03-3898-9531

東京都

ウエルシア足立新田店

123-0865 東京都足立区新田２－６－１５

03-5959-1255

東京都

セガミメディクス株式会社ハートアイランド店

123-0865 東京都足立区新田３－３４－５日土地新田ビル１Ｆ

03-5902-3541

東京都

ウエルシア足立江北店

123-0872 東京都足立区江北１－７００－１

03-5839-6341

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー足立江北店

123-0872 東京都足立区江北７－２１－１０－１Ｆ

03-5647-2801

東京都

株式会社トウブドラッグ江北店

123-0872 東京都足立区江北７－２６－１５

03-5839-5552

東京都

株式会社富士薬品セイムス足立扇店

123-0873 東京都足立区扇３－２５－３

03-5838-1163

東京都

ロイヤルホームセンター足立鹿浜店

123-0874 東京都足立区堀之内１－１３－１３

03-5647-5711

東京都

株式会社コモディイイダ小菅店

124-0001 東京都葛飾区小菅３－１１－７

03-5650-3511

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス堀切店

124-0004 東京都葛飾区東堀切２－１１－１

03-5680-5385

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー葛飾堀切店

124-0006 東京都葛飾区堀切１－２３－１８

03-5671-2151

東京都

サミット株式会社葛飾区役所前店

124-0012 東京都葛飾区立石４－１０－１

03-5672-3310

東京都

どらっぐぱぱす奥戸店

124-0022 東京都葛飾区奥戸３－２２－９

03-3696-4193

東京都

株式会社ドン・キホーテピカソ新小岩店

124-0024 東京都葛飾区新小岩１－３０－２

03-5661-2411

東京都

株式会社ウェルパーク葛飾水元店

125-0032 東京都葛飾区水元２－９－３７

03-3600-0889

東京都

株式会社グリーンクロス・コア葛飾水元店

125-0032 東京都葛飾区水元４－１０－５０

03-3826-2559

東京都

株式会社マツモトキヨシ葛飾水元店

125-0032 東京都葛飾区水元１－２－２４

03-5684-2166

東京都

株式会社ライフコーポレーション水元店

125-0032 東京都葛飾区水元２－１１－５

03-3609-9711

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス南水元店

125-0035 東京都葛飾区南水元４－１０－５

03-3627-2004

東京都

ドラッグストアスマイル東金町店

125-0041 東京都葛飾区東金町３－１７－８

03-5699-7720

東京都

株式会社東急ストア金町とうきゅう

125-0041 東京都葛飾区東金町１丁目３６

03-3608-0109
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東京都

コモディイイダ金町店

125-0042 東京都葛飾区金町１－１１

03-5648-7301

東京都

株式会社セイジョー金町店

125-0042 東京都葛飾区金町１－２３－２

03-5648-2510

東京都

株式会社マツモトキヨシ新柴又駅前店

125-0052 東京都葛飾区柴又４－３２－１４

03-3659-5771

東京都

株式会社ライフコーポレーション葛飾鎌倉店

125-0053 東京都葛飾区鎌倉１－１４－７

03-5668-1730

東京都

ウエルシア亀有駅前店

125-0061 東京都葛飾区亀有３－３１－４－１Ｆ

03-3602-8780

東京都

ウエルシア葛飾亀有店

125-0061 東京都葛飾区亀有２－１６－１

03-3838-6998

東京都

トモズ亀有駅北口店

125-0061 東京都葛飾区亀有５－１４－１

03-6802-5890

東京都

株式会社スギ薬局葛飾青戸店

125-0062 東京都葛飾区青戸４－２１－２６

03-6662-9350

東京都

株式会社ドン・キホーテ青戸店

125-0062 東京都葛飾区青戸３－１６５２－１

03-5629-4611

東京都

株式会社サンドラッグ業平店

130-0002 東京都墨田区業平１－１５

03-5819-2037

東京都

ドラッグストアスマイル墨田横川店

130-0003 東京都墨田区横川５－８－２２

03-6658-8735

東京都

ドン・キホーテ錦糸町北口店

130-0013 東京都墨田区錦糸２－３－１１

0570-036-022

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー両国駅東口店

130-0015 東京都墨田区横網１－３－３

03-5625-3061

東京都

どらっぐぱぱす墨田２丁目店

131-0031 東京都墨田区墨田２－４１－２０

03-5630-5593

東京都

株式会社コモディイイダ東向島店

131-0032 東京都墨田区東向島１－２８

03-5655-2611

東京都

ウエルシア墨田八広店

131-0041 東京都墨田区八広１－３０－１０

03-5631-5525

東京都

株式会社ウェルパーク墨田立花店

131-0043 東京都墨田区立花２－２－２

03-5631-7560

東京都

くすりの福太郎小村井店

131-0044 東京都墨田区文花２－１０－３銀星ビル１Ｆ

03-5631-7785

東京都

株式会社マツモトキヨシ東京スカイツリータウンソラマチウエストヤード店

131-0045 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１Ｆ

03-5637-3040

東京都

株式会社ライフコーポレーションセントラルスクエア押上駅前店

131-0045 東京都墨田区押上１－１０－３

03-3622-2320

東京都

くすりの福太郎曳船駅前店

131-0046 東京都墨田区京島１－３８－１曳船駅前プラザ１０５

03-5630-8032

東京都

クスリの福太郎京島店

131-0046 東京都墨田区京島３－１７－５

03-5655-8311

東京都

株式会社いなげや江戸川春江店

132-0003 東京都江戸川区春江町２－３４－１５

03-3676-5211

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス春江店

132-0003 東京都江戸川区春江町２－３２－８

03-5243-5520

東京都

スギドラッグ江戸川瑞江店

132-0011 東京都江戸川区瑞江４－２９－１０

03-6231-8902

東京都

株式会社ドン・キホーテラパーク瑞江店

132-0011 東京都江戸川区瑞江２－１－２

03-3698-3810

東京都

株式会社一本堂瑞江店

132-0014 東京都江戸川区東瑞江１－１９－２

03-5664-2830

東京都

株式会社スギ薬局江戸川中央店

132-0021 東京都江戸川区中央３－１２－１４

03-5661-2715

東京都

株式会社ドン・キホーテピカソ環七江戸川店

132-0022 東京都江戸川区大杉３－１０－１

03-5607-7088

東京都

株式会社ツルハ西一之江店

132-0023 東京都江戸川区西一之江４－１１－１

03-5678-7351

東京都

セガミメディクス株式会社新小岩店

132-0031 東京都江戸川区松島３－１４－７

03-5678-7165

東京都

どらっぐぱぱす小松川店

132-0034 東京都江戸川区小松川３－１１－１リバーウエストＤ館１０２

03-3681-9341

東京都

サンテドラッグ平井店

132-0035 東京都江戸川区平井３－２３－１７

03-3682-5553

東京都

株式会社サンドラッグ平井店

132-0035 東京都江戸川区平井３－２３－１９

03-5609-7127

東京都

どらっぐぱぱす本一色店

133-0044 東京都江戸川区本一色３－２７－１６

03-5662-4193

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー江戸川本一色店

133-0044 東京都江戸川区本一色１－１０－１３

03-5678-8627

東京都

くすりの福太郎南小岩店

133-0056 東京都江戸川区南小岩５－２１－６

03-5612-0838

東京都

くすりの福太郎小岩店

133-0056 東京都江戸川区南小岩７－２７－５

03-5693-7029

東京都

クリエイトＳ・ＤＪＲ小岩駅前店

133-0056 東京都江戸川区南小岩８－１５－３

03-5612-5352

東京都

株式会社スギ薬局南小岩店

133-0056 東京都江戸川区南小岩６－２７－１６－２Ｆ

03-5876-7951

東京都

株式会社ドン・キホーテピカソ小岩駅前店

133-0056 東京都江戸川区南小岩７－２７－１８

03-5612-0581

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス南小岩店

133-0056 東京都江戸川区南小岩６－１７

03-5612-2310

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス南小岩７丁目店

133-0056 東京都江戸川区南小岩７－１－１９

03-5622-7031

東京都

マツモトキヨシ小岩北口通り店

133-0057 東京都江戸川区西小岩１－２１－２０－１Ｆ

03-5693-7180

東京都

株式会社コクミン小岩駅前店

133-0057 東京都江戸川区西小岩１－２３－１３

03-5622-5930

東京都

株式会社サンドラッグ小岩北口店

133-0057 東京都江戸川区西小岩１－２１－１

03-5622-3216

東京都

サミット株式会社篠崎ツインプレイス店

133-0061 東京都江戸川区篠崎町７－２０－１９

03-3676-3310

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー江戸川篠崎町店

133-0061 東京都江戸川区篠崎町１－３４－５

03-5664-0260

東京都

株式会社マツモトキヨシ篠崎駅前店

133-0061 東京都江戸川区篠崎町７－２７－１９

03-5636-4314

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス篠崎店

133-0061 東京都江戸川区篠崎町７－１８－１６

03-5243-1560

東京都

株式会社サンドラッグ南篠崎店

133-0065 東京都江戸川区南篠崎町２－４８－７

03-5664-3323

東京都

株式会社ジェーソン鹿骨店

133-0073 東京都江戸川区鹿骨４－３０－１８

03-5664-0143

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス江戸川鹿骨店

133-0073 東京都江戸川区鹿骨１－６３－２

03-5666-5201

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス春江５丁目店

134-0003 東京都江戸川区春江町５－１４－９

03-5679-3735

東京都

くすりの福太郎北葛西店

134-0081 東京都江戸川区北葛西３－５－５

03-5667-6510

東京都

株式会社ツルハ北葛西４丁目店

134-0081 東京都江戸川区北葛西４－８－８

03-5679-0686

東京都

株式会社ドン・キホーテ葛西店

134-0081 東京都江戸川区北葛西４－１４－１

03-5667-7611

東京都

くすりの福太郎中葛西３丁目店

134-0083 東京都江戸川区中葛西３－３７－９

03-6663-9350

東京都

ウエルシア江戸川中葛西店

134-0083 東京都江戸川区中葛西６－８－１１

03-5679-7817

東京都

くすりの福太郎東葛西店

134-0084 東京都江戸川区東葛西５－９－１７

03-5679-0129

東京都

スギドラッグ葛西駅前店

134-0084 東京都江戸川区東葛西５－１－３－１Ｆ

03-6661-4042

東京都

株式会社ウェルパーク東葛西店

134-0084 東京都江戸川区東葛西７－１９－１４

03-5676-6620

東京都

株式会社マツモトキヨシ葛西駅前店

134-0084 東京都江戸川区東葛西５－１－１

03-5605-0274

東京都

株式会社島忠ホームズ葛西店

134-0084 東京都江戸川区東葛西９－３

03-5659-2191

東京都

株式会社ウェルパーク南葛西店

134-0085 東京都江戸川区南葛西６－２０

03-3675-2361

東京都

株式会社ツルハ南葛西店

134-0085 東京都江戸川区南葛西４－１１－５

03-5679-6675

東京都

くすりの福太郎西葛西店

134-0088 東京都江戸川区西葛西６－２１－９

03-5679-6788

東京都

ドラッグストアいわい西葛西サンパティオ店

134-0088 東京都江戸川区西葛西３－１５－５

03-3877-3531

東京都

株式会社サンドラッグ西葛西店

134-0088 東京都江戸川区西葛西４－２－２８

03-5659-2680

東京都

株式会社マツモトキヨシ西葛西駅前店

134-0088 東京都江戸川区西葛西６－１６－１

03-5696-2552

東京都

どらっぐぱぱす船堀店

134-0091 東京都江戸川区船堀４－１６－２０

03-3869-4493

東京都

株式会社ツルハ船堀店

134-0091 東京都江戸川区船堀１－７－５

03-5667-6321

東京都

株式会社ライフコーポレーション深川猿江店

135-0003 東京都江東区猿江２－１６－８

03-5600-3380

東京都

株式会社スギ薬局江東千石店

135-0015 東京都江東区千石１－５－１２

03-6659-8591

東京都

サミット株式会社イースト２１店

135-0016 東京都江東区東陽６－３－１

03-5632-3310

東京都

マツモトキヨシ東陽町駅前店

135-0016 東京都江東区東陽４－６－１

03-6660-2370

東京都

株式会社セイジョーヘルスケアセイジョー清澄白河店

135-0021 東京都江東区白河１－６－３

03-5621-2601

東京都

ホームセンターコーナン江東深川店

135-0033 東京都江東区深川１－６－２

03-5639-9705

東京都

くすりの福太郎門前仲町店

135-0048 東京都江東区門前仲町１－４－８プラザ門前仲町１Ｆ

03-5646-8051

東京都

株式会社セイジョー門前仲町店

135-0048 東京都江東区門前仲町２－５－１１アカクラビル１Ｆ

03-6854-4295

東京都

くすりの福太郎豊洲１丁目店

135-0061 東京都江東区豊洲１－２－３９

03-6219-5029

東京都

ウエルシアららぽーと豊洲３店

135-0061 東京都江東区豊洲２－２－１アーバンドックららぽーと豊洲３Ｂ１Ｆ

03-5144-5120

東京都

株式会社マツモトキヨシ豊洲店

135-0061 東京都江東区豊洲３－４－８スーバービバホーム豊洲店２Ｆ

03-6220-0882
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東京都

株式会社ＣＦＳハックドラッグららぽーと豊洲店

135-0061 東京都江東区豊洲２－１－１４アーバンドッグららぽーと豊洲１Ｆ

03-3531-5289

東京都

イオンリテール株式会社イオン東雲店

135-0062 東京都江東区東雲１－９－１０

03-6221-3400

東京都

トモズ有明ガーデン店

135-0063 東京都江東区有明２－１－８ショッピングシティ有明ガーデン２Ｆ

03-5962-4237

東京都

Ｉｎａｇｏｒａ株式会社ＲＥＴＡＩＬ倉庫

135-0064 東京都江東区青海３－４－１９青海流通センター一号棟５－６バース内

03-5579-6226

東京都

ドラッグセイムス亀戸１丁目店

136-0071 東京都江東区亀戸１－３８－６－１Ｆ

03-6802-9818

東京都

株式会社コモディイイダ亀戸店

136-0071 東京都江東区亀戸２－１－１２

03-5836-6870

東京都

株式会社ドン・キホーテ亀戸店

136-0071 東京都江東区亀戸１－４０－２

03-5858-2411

東京都

株式会社マツモトキヨシ亀戸駅前店

136-0071 東京都江東区亀戸２－２０－７

03-5609-6221

東京都

株式会社ライフコーポレーション亀戸店

136-0071 東京都江東区亀戸９－２４－１７

03-5609-6160

東京都

株式会社ＣＦＳハックドラッグエクスプレス亀戸店

136-0071 東京都江東区亀戸５－１－１アトレ亀戸１４４１

03-5628-1189

東京都

くすりの福太郎大島駅前店

136-0072 東京都江東区大島６－８－２５

03-5836-5529

東京都

くすりの福太郎大島４丁目団地店

136-0072 東京都江東区大島４－１－１－１Ｆ

03-5609-7029

東京都

くすりの福太郎東大島二号店

136-0072 東京都江東区大島９－４－１東大島ファミールハイツ一号内

03-5858-1321

東京都

ウエルシアダイエー東大島店

136-0072 東京都江東区大島７－３８－３０ダイエー東大島店２Ｆ

03-5609-7048

東京都

サンテドラッグ大島店

136-0072 東京都江東区大島７－７－１

03-3682-2781

東京都

株式会社スギ薬局大島店

136-0072 東京都江東区大島４－５－１４

03-5628-2261

東京都

株式会社サンドラッグ砂町銀座店

136-0073 東京都江東区北砂４－１８－１２

03-5653-5218

東京都

株式会社サンドラッグ東砂店

136-0074 東京都江東区東砂１－３－３８－１Ｆ

03-5633-7405

東京都

イオンリテール株式会社イオン南砂店

136-0076 東京都江東区南砂６－７－１５

03-5677-3500

東京都

ドイト株式会社南砂店

136-0076 東京都江東区南砂６－７－１５

03-5677-4715

東京都

株式会社マツモトキヨシ東陽町店

136-0076 東京都江東区南砂２－６－３

03-5683-4531

東京都

イオンリテール株式会社イオン品川シーサイド店

140-0002 東京都品川区東品川４－１２－５

03-5715-8300

東京都

株式会社サンドラッグ青物横丁店

140-0004 東京都品川区南品川２－７－１２

03-5781-3377

東京都

株式会社クリエイトＳＤ品川大井町店

140-0011 東京都品川区東大井５－２－３

03-5479-6126

東京都

セガミメディクス株式会社大井町ガーデン店

140-0014 東京都品川区大井１－５０－５阪急大井町ガーデン２Ｆ

03-5709-7922

東京都

株式会社ツルハ大井１丁目店

140-0014 東京都品川区大井１－１６－２

03-5746-0268

東京都

マツモトキヨシ西大井駅前店

140-0015 東京都品川区西大井１－４－２０

03-6417-1275

東京都

株式会社一本堂上大崎店

141-0021 東京都品川区上大崎２－１３－３５－１Ｆ

03-5449-6051

東京都

ドン・キホーテ五反田駅東口店

141-0022 東京都品川区東五反田１－１２－１

03-5795-0181

東京都

株式会社ツルハ五反田店

141-0022 東京都品川区東五反田３－２０－１６センチュリービル１Ｆ

03-5791-3385

東京都

株式会社東急ストア五反田とうきゅう

141-0022 東京都品川区東五反田２丁目１－２

03-3447-0109

東京都

どらっぐぱぱす西五反田店

141-0031 東京都品川区西五反田３－１０－１２

03-3490-4193

東京都

トモズ五反田店

141-0031 東京都品川区西五反田２－２８－５

03-3490-4193

東京都

ＫポートＴＯＣ五反田店

141-0031 東京都品川区西五反田７－２２－１７

03-5759-5870

東京都

サンテドラッグ戸越銀座店

142-0041 東京都品川区戸越１－１９－１５

03-3786-1797

東京都

株式会社サンドラッグ戸越銀座店

142-0041 東京都品川区戸越１－１９－１４斎藤ビル１Ｆ

03-5749-5606

東京都

株式会社セイジョー戸越公園店

142-0041 東京都品川区戸越５－６－６

03-5788-3347

東京都

スギドラッグ二葉店

142-0043 東京都品川区二葉４－９－１０－１Ｆ

03-6426-8631

東京都

ココカラファイン戸越銀座駅前店

142-0051 東京都品川区平塚２－１７－１３

03-3786-0822

東京都

スギドラッグ中延店

142-0053 東京都品川区中延４－６－８

03-6426-4725

東京都

株式会社コクミン武蔵小山パルム店

142-0062 東京都品川区小山３－２４－４

03-5750-5930

東京都

株式会社スギ薬局武蔵小山店

142-0062 東京都品川区小山３－８－４

03-5751-7605

東京都

クスリのカツマタ武蔵小山店

142-0063 東京都品川区荏原３－３－１５

03-5749-4343

東京都

株式会社サンドラッグ武蔵小山店

142-0063 東京都品川区荏原３－５－１５

03-3786-5061

東京都

株式会社ドン・キホーテＢＩＧＦＵＮ平和島店

143-0006 東京都大田区平和島１－１－１

03-5753-1811

東京都

株式会社ツルハ大森南店

143-0013 東京都大田区大森南２－１２－１

03-5735-2682

東京都

Ｋポート梅屋敷店

143-0014 東京都大田区大森中２－２０－１

03-5753-0816

東京都

ウエルシア大田大森西店

143-0015 東京都大田区大森西５－２５－２１

03-5767-0675

東京都

クスリのツルハ梅屋敷店

143-0015 東京都大田区大森西６－１１－１６

03-5493-0571

東京都

サンテドラッグ梅屋敷ニ号店

143-0015 東京都大田区大森西６－１４－１３－１ブライトネスオカダ内

03-5753-6440

東京都

スギドラッグ大森町店

143-0015 東京都大田区大森西３－３１－８ｍａｒｕｅｔｓｕ大森町店１Ｆ

03-6410-8432

東京都

ドラッグストアマツモトキヨシマチノマ大森店

143-0015 東京都大田区大森西３－１－３８マチノマ大森２Ｆ

03-5767-8518

東京都

株式会社クリエイトＳＤ大森店

143-0015 東京都大田区大森西１－９－１２

03-5753-8501

東京都

株式会社ジェーソン大森店

143-0015 東京都大田区大森西４－１７－１６プライム大森１Ｆ

03-3298-8500

東京都

コクミンドラッグ大森駅前店

143-0016 東京都大田区大森北１－２－２

03-5767-2593

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー大田大森北店

143-0016 東京都大田区大森北５－７－１８

03-5767-6241

東京都

株式会社東急ストア大森とうきゅう

143-0016 東京都大田区大森北１丁目６－１６

03-3764-1191

東京都

株式会社ＣＦＳハックドラッグエクスプレスアトレ大森店

143-0016 東京都大田区大森北１－６－１６アトレ大森１Ｆ

03-5753-6689

東京都

ドラッグセイムス大田北馬込店

143-0021 東京都大田区北馬込２－２８－４－１Ｆ

03-5728-9665

東京都

セガミメディクス株式会社大森山王店

143-0023 東京都大田区山王２－１－７大森商業ビル１Ｆ

03-5718-2622

東京都

セガミメディクス株式会社大森店

143-0023 東京都大田区山王２－８－２６

03-3776-3234

東京都

メガドンキホーテ大森山王店

143-0023 東京都大田区山王３－６－３

03-3773-1721

東京都

株式会社マツモトキヨシ大田山王店

143-0023 東京都大田区山王１－４１－５

03-5718-7208

東京都

株式会社スマイルドラッグ大森中央店

143-0024 東京都大田区中央３－２６－２２

03-6809-9061

東京都

サンテドラッグ西馬込店

143-0025 東京都大田区南馬込５－４２－６

03-3773-0028

東京都

株式会社スギ薬局南馬込店

143-0025 東京都大田区南馬込６－２１－３

03-5746-3370

東京都

どらっぐぱぱす西馬込店

143-0026 東京都大田区西馬込２－１－５

03-3775-9393

東京都

ツルハドラッグ大鳥居駅前店

144-0033 東京都大田区東糀谷３－３－１５

03-6715-1625

東京都

ツルハドラッグ東糀谷店

144-0033 東京都大田区東糀谷２－３－６

03-6423-2750

東京都

株式会社ツルハ西糀谷店

144-0034 東京都大田区西糀谷１－４－１６

03-5735-3030

東京都

株式会社マツモトキヨシ大田大鳥居店

144-0034 東京都大田区西糀谷３－８－１１

03-5735-5052

東京都

コクミン羽田駅店

144-0041 東京都大田区羽田空港

03-5756-7127

東京都

株式会社コクミンエアポートドラッグ羽田第一ビル店

144-0041 東京都大田区羽田空港３－４－２第一旅客ターミナルビル２Ｆ

03-5756-7100

東京都

株式会社ツルハ穴守稲荷店

144-0043 東京都大田区羽田４－３－１０

03-5735-2680

東京都

ホームセンターコーナン本羽田萩中店

144-0044 東京都大田区本羽田２－３－１

03-5735-5861

東京都

株式会社オリンピック本羽田店

144-0044 東京都大田区本羽田１－２３－２５

03-3745-1011

東京都

株式会社スギ薬局南六郷店

144-0045 東京都大田区南六郷２－１３－１６

03-6424-7461

東京都

ウエルシア大田萩中店

144-0047 東京都大田区萩中１－７－１

03-5735-1985

東京都

ウエルシア大田萩中２号店

144-0047 東京都大田区萩中３－１４－２０－１Ｆ

03-5735-5503

東京都

クスリのカツマタ蒲田駅前店

144-0051 東京都大田区西蒲田７－６６－５ミヤベビル１Ｆ

03-3737-6999

東京都

コクミン東急プラザ蒲田店

144-0051 東京都大田区西蒲田７－６９－１東急プラザ蒲田２Ｆ

03-5480-5930

東京都

コクミン薬局西蒲田店

144-0051 東京都大田区西蒲田７－６６－２ランズビル１階

03-3734-2445

東京都

ドラッグストアスマイル西蒲田店

144-0051 東京都大田区西蒲田５－１０－１１

03-5713-8980
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東京都

株式会社ツルハ蒲田店

144-0051 東京都大田区西蒲田７－６１－１

03-5713-7337

東京都

株式会社ドン・キホーテ蒲田駅前店

144-0051 東京都大田区西蒲田７－３－３

03-5744-3611

東京都

株式会社マツモトキヨシ蒲田駅西口店

144-0051 東京都大田区西蒲田７－６６－３井門蒲田御園ビル内

03-5480-5070

東京都

サンドラッググランデュオ蒲田店

144-0052 東京都大田区蒲田５－１３－１グランデュオ蒲田東館１Ｆ

03-6715-7927

東京都

セガミメディクス株式会社蒲田駅前店

144-0052 東京都大田区蒲田５－３９－３

03-5744-3481

東京都

マツモトキヨシｍａｔｓｕｋｉｙｏＬＡＢ蒲田駅東口店

144-0052 東京都大田区蒲田５－１５－８

03-5711-8370

東京都

株式会社オリンピック蒲田店

144-0052 東京都大田区蒲田５－２８－８

03-5480-5121

東京都

株式会社クリエイトエス・ディーウィングキッチン蒲田店

144-0052 東京都大田区蒲田４－５０－１１ウィングキッチン京急蒲田１Ｆ

03-5711-7165

東京都

株式会社サンドラッグ雑色店

144-0055 東京都大田区仲六郷２－１８－１２

03-5713-8852

東京都

ウエルシア大田西六郷店

144-0056 東京都大田区西六郷４－５１－２

03-5713-0972

東京都

株式会社サンドラッグ新大岡山店

145-0062 東京都大田区北千束１－４４－３

03-5701-3167

東京都

株式会社オリンピック長原店

145-0063 東京都大田区南千束１－３－１

03-3728-5801

東京都

トモズコーエイ長原店

145-0064 東京都大田区上池台１－１３－６

03-5754-3530

東京都

株式会社クリエイトＳＤ上池台店

145-0064 東京都大田区上池台５－３７－８

03-5499-4861

東京都

くすりセイジョー雪谷店

145-0065 東京都大田区東雪谷２丁目１３－４

03-5499-7840

東京都

サンテドラッグ石川台駅前店

145-0065 東京都大田区東雪谷２－１６－１

03-3726-2331

東京都

スギドラッグ石川台店

145-0065 東京都大田区東雪谷２－５－１－１Ｆ

03-6451-7695

東京都

Ｋポート雪谷大塚店

145-0066 東京都大田区南雪谷２－１２－１０

03-3748-6066

東京都

イオンリテール株式会社イオン御嶽山駅前店

145-0073 東京都大田区北嶺町３７－１３

03-3727-4000

東京都

株式会社セイジョーヘルスケアセイジョー御嶽山店

145-0073 東京都大田区北嶺町３１－１４

03-5754-4188

東京都

株式会社カメガヤフィットケア・デポ田園調布南店

145-0076 東京都大田区田園調布南２０－３

03-5732-3555

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー大田仲池上店

146-0081 東京都大田区仲池上１－１－５

03-5748-7560

東京都

株式会社ウェルパーク池上店

146-0082 東京都大田区池上６－２－２

03-3752-2371

東京都

株式会社スギ薬局大田鵜の木店

146-0091 東京都大田区鵜の木２－２９－１４

03-5741-1951

東京都

どらっぐぱぱす下丸子店

146-0092 東京都大田区下丸子２－１９－６

03-3750-9341

東京都

株式会社オリンピック下丸子店

146-0092 東京都大田区下丸子４－２１－４

03-5741-1151

東京都

ドラッグストアスマイル武蔵新田店

146-0093 東京都大田区矢口１－１６－１４

03-6459-8910

東京都

株式会社マツモトキヨシ大田矢口店

146-0093 東京都大田区矢口３－２８－７

03-5732-2520

東京都

株式会社サンドラッグ矢口渡店

146-0094 東京都大田区東矢口２－１６－１６

03-5741-9545

東京都

スギドラッグ多摩川大橋店

146-0095 東京都大田区多摩川１－３６－２５

03-6715-4301

東京都

ディスカウントドラッグコスモス広尾駅店

150-0012 東京都渋谷区広尾５－４－１２－１０１

03-6277-1067

東京都

株式会社マツモトキヨシ恵比寿駅東口店

150-0013 東京都渋谷区恵比寿１－１０－１０

03-5447-5006

東京都

株式会社セイジョーココカラファイン恵比寿店

150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１－２－１

03-6892-0101

東京都

株式会社ＣＦＳハックドラッグ代官山店

150-0034 東京都渋谷区代官山町１７－６代官山アドレスディセ１Ｆ

03-5728-1189

東京都

株式会社ツルハ渋谷センター街店

150-0042 東京都渋谷区宇田川町３４－１

03-5728-6266

東京都

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ渋谷店

150-0042 東京都渋谷区宇田川町２８－６

03-5428-4086

東京都

株式会社マツモトキヨシ渋谷パート２店

150-0042 東京都渋谷区宇田川町２３－１

03-3463-5366

東京都

サンドラッグＣＡＲＥＲ渋谷駅前店

150-0043 東京都渋谷区道玄坂２－３－２

03-5784-7720

東京都

株式会社コクミンシティドラッグフレンチ

150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－１２－５渋谷マークシティウエスト４Ｆ

03-3464-0593

東京都

株式会社ＮＥＴＳＥＡ

150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－１４－６－６Ｆ

03-6416-0931

東京都

ウエルシア薬局代々木３丁目店

151-0053 東京都渋谷区代々木３－３７－５

03-5308-1260

東京都

ヒグチ産業株式会社第３代々木店

151-0053 東京都渋谷区代々木１－３８－２ミヤタビル１８Ｆ

03-3373-8605

東京都

くすりセイジョー代々木八幡店

151-0063 東京都渋谷区富ケ谷１丁目５１－３

03-5790-5933

東京都

ドラッグストアスマイル代々木西原店

151-0066 東京都渋谷区西原１－５０－５

03-3467-0261

東京都

ドラッグストアスマイル幡ケ谷店

151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷２－５－７

03-3299-1761

東京都

トモズクイーンズ伊勢丹笹塚店

151-0073 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４クイーンズ伊勢丹笹塚店Ｂ１Ｆ

03-6804-7181

東京都

株式会社コクミン笹塚店

151-0073 東京都渋谷区笹塚１－５６－１８

03-5302-0678

東京都

株式会社サンドラッグプラム笹塚南口店

151-0073 東京都渋谷区笹塚１－２２－３

03-5790-0561

東京都

くすりセイジョー

152-0002 東京都目黒区目黒本町４丁目２－８

03-5722-2688

東京都

イオンリテールストア株式会社イオンスタイル碑文谷店

152-0003 東京都目黒区碑文谷４－１－１

03-3710-1111

東京都

株式会社サンドラッグ学芸大駅前店

152-0004 東京都目黒区鷹番２－１６－１８Ｋビル１Ｆ

03-5768-0870

東京都

株式会社マツモトキヨシ学芸大学東口店

152-0004 東京都目黒区鷹番２－２０－６

03-3791-3855

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー目黒八雲店

152-0023 東京都目黒区八雲３－２５－１１－１Ｆ

03-5731-0538

東京都

株式会社ヒノミ薬品都立大店

152-0023 東京都目黒区八雲１－４－１１

03-5701-3821

東京都

株式会社東急ストア都立大学店

152-0031 東京都目黒区中根１丁目４－３

03-3725-0109

東京都

株式会社マツモトキヨシ自由が丘店

152-0034 東京都目黒区緑が丘２－２５－７ラ・クール自由が丘内

03-5731-3115

東京都

クスリのカツマタ自由が丘駅前店

152-0035 東京都目黒区自由が丘２－１１－２

03-5731-6670

東京都

株式会社セイジョーヘルスケアセイジョー自由が丘店

152-0035 東京都目黒区自由が丘２－１１－１６日能研自由が丘１Ｆ

03-5731-7141

東京都

株式会社東急ストア自由が丘とうきゅう

152-0035 東京都目黒区自由が丘１丁目６－９

03-3718-0109

東京都

株式会社ドン・キホーテ中目黒本店

153-0042 東京都目黒区青葉台２－１９－１０

03-5768-6311

東京都

ココカラファイン目黒大橋店

153-0044 東京都目黒区大橋１－５－１－２Ｆ

03-6679-5576

東京都

住商リテイルストアーズ株式会社トモズ池尻大橋店

153-0044 東京都目黒区大橋２－２２－８千歳屋ビル

03-5454-9850

東京都

ココカラファイン中目黒店

153-0051 東京都目黒区上目黒２－９－１

03-3714-0301

東京都

株式会社東急ストアプレッセ中目黒店

153-0051 東京都目黒区上目黒２－１－１

03-5768-0109

東京都

株式会社東急ストア中目黒店

153-0051 東京都目黒区上目黒１－２１－１２

03-3714-2456

東京都

株式会社ドン・キホーテピカソ目黒駅前店

153-0064 東京都目黒区下目黒１－１－１５

03-5436-9611

東京都

くすりセイジョー東松原店

154-0000 東京都世田谷区東松原５－２７－１５

03-5329-0271

東京都

株式会社サンドラッグ池尻店

154-0001 東京都世田谷区池尻３－２１－１

03-5431-6360

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー世田谷下馬店

154-0002 東京都世田谷区下馬１－４５－１６

03-5431-5860

東京都

サミット株式会社野沢龍雲寺店

154-0003 東京都世田谷区野沢４－２－１９

03-5431-5671

東京都

トモズコーエイ野沢店

154-0003 東京都世田谷区野沢３－３７－９

03-3412-5778

東京都

くすりセイジョー茶沢通り店

154-0004 東京都世田谷区太子堂２－１６－７

03-5431-7271

東京都

ドラッグストアスマイル世田谷太子堂店

154-0004 東京都世田谷区太子堂４－３０－３１

03-3410-2605

東京都

株式会社サンドラッグ三軒茶屋店

154-0004 東京都世田谷区太子堂２－１５－４

03-5431-3751

東京都

株式会社東急ストア三軒茶屋とうきゅう

154-0004 東京都世田谷区太子堂４丁目１－１

03-3422-0109

東京都

株式会社セイジョー駒沢大学駅前店

154-0012 東京都世田谷区駒沢１－３－１６

03-5712-4575

東京都

くすりセイジヨー桜新町店

154-0015 東京都世田谷区桜新町１－７－９

03-5752-4503

東京都

ドラッグセイムス世田谷桜新町店

154-0015 東京都世田谷区桜新町１－１９－１４

03-5799-6328

東京都

株式会社ウェルパーク桜新町店

154-0016 東京都世田谷区弦巻４－１５－１６

03-5451-1631

東京都

株式会社スギ薬局弦巻店

154-0016 東京都世田谷区弦巻３－８－１２ランバハイム１Ｆ

03-5426-3685

東京都

どらっぐぱぱす世田谷１丁目店

154-0017 東京都世田谷区世田谷１－２５－３

03-3429-0800

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー世田谷４丁目店

154-0017 東京都世田谷区世田谷４－１４－２７－１Ｆ

03-5426-2690

東京都

ココカラファイン梅ヶ丘１丁目店

154-0022 東京都世田谷区梅丘１－２５－１

03-5477-6292

目黒本町店
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東京都

サンテドラッグ三軒茶屋店

154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋１－８－１５

03-3418-2277

東京都

株式会社ドン・キホーテピカソ三軒茶屋店

154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋２－１２－１２

03-5712-2511

東京都

ドン・キホーテ下北沢店

155-0031 東京都世田谷区北沢２－３－６

03-5431-3011

東京都

株式会社一本堂下北沢店

155-0031 東京都世田谷区北沢２－２６－８コニーＧＲビル１Ｆ

03-5738-5321

東京都

トモズコーエイ下北沢店

155-0032 東京都世田谷区代沢５－８－１４

03-3424-0336

東京都

株式会社スギ薬局下高井戸店

156-0044 東京都世田谷区赤堤５－３０－１０

03-6379-2631

東京都

株式会社マツモトキヨシ下高井戸店

156-0044 東京都世田谷区赤堤４－４６－９

03-5355-0231

東京都

サンドラッグ経堂農大通り店

156-0052 東京都世田谷区経堂１－２３－１４

03-6413-6350

東京都

セガミメディクス株式会社経堂コルティ店

156-0052 東京都世田谷区経堂２－１－３３

03-5426-3945

東京都

ドラッグストアスマイル経堂すずらん店

156-0052 東京都世田谷区経堂２－３－５

03-3439-5713

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー世田谷経堂店

156-0052 東京都世田谷区経堂４－３２－１２

03-5426-2021

東京都

ココカラファイン千歳船橋南口店

156-0054 東京都世田谷区桜丘２－２９－９

03-6674-1018

東京都

ドラッグストアスマイル世田谷船橋店

156-0055 東京都世田谷区船橋６－１６－１１ベル・ヴィラージュ千歳船橋内

03-6379-6322

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー世田谷船橋店

156-0055 東京都世田谷区船橋４－１０－１

03-5490-7261

東京都

株式会社ドン・キホ－テ環八世田谷店

156-0056 東京都世田谷区八幡山３－３９

03-5316-7551

東京都

くすりセイジョー烏山北口駅前店

157-0062 東京都世田谷区南烏山６－４－３１

03-5314-0743

東京都

株式会社サンドラッグプラム千歳烏山店

157-0062 東京都世田谷区南烏山６－３－７第二勝栄ビル内

03-5313-7351

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス世田谷給田店

157-0064 東京都世田谷区給田５－１６－３

03-5314-3657

東京都

サミット株式会社成城店

157-0066 東京都世田谷区成城１－３－１

03-5494-6550

東京都

株式会社セイジョー成城一番店

157-0066 東京都世田谷区成城６－６－９

03-5490-7940

東京都

クスリのナカヤマ薬局喜多見駅前店

157-0067 東京都世田谷区喜多見８－１８－１２

03-5727-1030

東京都

ウェエルシア世田谷千歳台店

157-0071 東京都世田谷区千歳台５－８－１

03-5429-1292

東京都

ウエルシア薬局世田谷千歳台２丁目店

157-0071 東京都世田谷区千歳台２－１４－８

03-5490-7008

東京都

ツルハドラッグ世田谷千歳台店

157-0071 東京都世田谷区千歳台６－４－２０

03-5314-9801

東京都

ディスカウントドラッグコスモス祖師谷店

157-0072 東京都世田谷区祖師谷１－３６－７

03-5787-7062

東京都

トモズ祖師ヶ谷大蔵店

157-0072 東京都世田谷区祖師谷３－１－２小田急マルシェ祖師ヶ谷大蔵１Ｆ

03-6805-8167

東京都

株式会社サンドラッグ祖師谷店

157-0072 東京都世田谷区祖師谷３－３４－１１

03-5429-0251

東京都

クリエイトエス・ディー世田谷砧店

157-0073 東京都世田谷区砧３－２－５

03-5494-5018

東京都

株式会社ＣＦＳハックドラッグ砧店

157-0073 東京都世田谷区砧２－１４－３０クイーンズ伊勢丹世田谷砧店２Ｆ

03-5727-0389

東京都

ウェルパーク世田谷鎌田店

157-0077 東京都世田谷区鎌田３－１４－２２

03-6805-6191

東京都

クスリのカツマタ等々力店

158-0082 東京都世田谷区等々力３―５－２

03-3705-1370

東京都

サンテドラッグ奥沢店

158-0083 東京都世田谷区奥沢４－２７－１７

03-3720-9311

東京都

生協コープとうきょう奥沢店

158-0083 東京都世田谷区奥沢３－４７－８奥沢センターマンション地下１階

03-3728-3361

東京都

株式会社セイジョーヘルスケアストア尾山台店

158-0086 東京都世田谷区尾山台３－２２－７

03-5707-7058

東京都

どらっぐぱぱす世田谷中町店

158-0091 東京都世田谷区中町３－２－１７

03-5706-4193

東京都

ディスカウントドラッグコスモス上野毛店

158-0091 東京都世田谷区中町２－４１－１３

03-6432-1618

東京都

株式会社セイジョー用賀中町通り店

158-0091 東京都世田谷区中町５－３１－１２

03-5758-8768

東京都

マツモトキヨシ上野毛店

158-0093 東京都世田谷区上野毛１－１９－１

03-5752-7602

東京都

三千里薬品二子玉川店

158-0094 東京都世田谷区玉川２－２１－１二子玉川ライズオークモール内

03-5797-3180

東京都

ＴｏｋｙｕＳｔｏｒｅ二子玉川ライズ店

158-0094 東京都世田谷区玉川２－２１－１二子玉川ライズショッピングセンターＢ１Ｆ

03-5797-1090

東京都

くすりセイジョー用賀二番店

158-0097 東京都世田谷区用賀４－１１－４第一福島ビル１Ｆ

03-5491-7879

東京都

ダイコクドラッグ新宿てなむビル店

160-0021 東京都新宿区歌舞伎町２－１９－１５－１Ｆ

03-5255-4447

東京都

テンドラッグ歌舞伎町店

160-0021 東京都新宿区歌舞伎町２－２３－１

03-3202-1747

東京都

株式会社コクミン新宿地下店

160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１－３新宿地下街内

03-3354-6180

東京都

株式会社ドン・キホーテ新宿東口店

160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１－１６－５

03-5291-9211

東京都

ダイコクドラッグ新宿５丁目店

160-0022 東京都新宿区新宿５－１８－１２

03-5292-0330

東京都

株式会社サンドラッグ新宿中央東口店

160-0022 東京都新宿区新宿３－２６－２

03-5361-7037

東京都

株式会社ドン・キホーテ新宿東南口店

160-0022 東京都新宿区新宿３－３６－１６

03-5367-9611

東京都

株式会社ビックカメラ新宿新店

160-0022 東京都新宿区新宿３－２９－１

03-3226-1111

東京都

株式会社マツモトキヨシ新宿３丁目店

160-0022 東京都新宿区新宿３－１７－３

03-3226-8618

東京都

どらっぐぱぱす西新宿店

160-0023 東京都新宿区西新宿４－１－１０

03-3373-4193

東京都

ウエルシアＯ－ＧＵＡＲＤ新宿店

160-0023 東京都新宿区西新宿７－１０－１

03-5337-8015

東京都

ダイコクドラッグ新宿南口店

160-0023 東京都新宿区西新宿１－１－６

03-5304-8599

東京都

ダイコクドラッグ西新宿店

160-0023 東京都新宿区西新宿１－１２－１１ヤマギンビル

03-3345-7774

東京都

ダイコクドラッグ西新宿１丁目店

160-0023 東京都新宿区西新宿１－１８－１

03-5323-7200

東京都

株式会社ビックカメラ新宿西口店

160-0023 東京都新宿区西新宿１－５－１

03-5326-1111

東京都

株式会社マツモトキヨシメトロピア西新宿店

160-0023 東京都新宿区西新宿６－７－５１丸の内線西新宿駅構内

03-5330-1251

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス西新宿６丁目薬局

160-0023 東京都新宿区西新宿６－１６－６新宿タツミビル１Ｆ

03-6302-3291

東京都

薬マツモトキヨシ西新宿一丁目店

160-0023 東京都新宿区西新宿１－１６－４－１Ｆ

03-5909-0570

東京都

ドラッグストアスマイル下落合店

161-0033 東京都新宿区下落合４－２１－１９

03-5988-5360

東京都

株式会社ツルハ新宿上落合店

161-0034 東京都新宿区上落合３－８－２５

03-5338-7410

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー新宿早稲田店

162-0045 東京都新宿区馬場下町１－１早稲田ＳＩＡビル１Ｆ

03-5292-5191

東京都

生協コープとうきょう戸山店

162-0052 東京都新宿区戸山２－３３－２

03-3203-0021

東京都

株式会社スギ薬局新宿若松町店

162-0056 東京都新宿区若松町２８－２２

03-6278-9812

東京都

ココカラファインイトーヨーカドー新宿富久店

162-0067 東京都新宿区富久町１７－２イトーヨーカドー食品館１Ｆ

03-3359-5510

東京都

くすりの福太郎神楽坂店

162-0825 東京都新宿区神楽坂５－２８

03-5225-3529

東京都

マツモトキヨシ神楽坂店

162-0825 東京都新宿区神楽坂２－１０－１Ｆ

03-5227-4072

東京都

くすりの福太郎市ヶ谷店

162-0844 東京都新宿区市谷八幡町８ＴＫＰ市ヶ谷ビル１Ｆ

03-5227-8129

東京都

ウエルシア新宿牛込店

162-0853 東京都新宿区北山伏町１－２－１Ｆ

03-5229-6770

東京都

トモズ新宿住友ビル店

163-0290 東京都新宿区西新宿２－６－１新宿住友ビルＢ１Ｆ

03-6258-1550

東京都

マツモトキヨシ中野通り店

164-0001 東京都中野区中野５－６５－５

03-5318-2084

東京都

株式会社サンドラッグ中野店パートⅡ

164-0001 東京都中野区中野５－５２－１５中野ブロードウェイ地下１階

03-3387-9730

東京都

ドラッグストアスマイル新井薬師店

164-0002 東京都中野区上高田５－４５－９

03-3386-6601

東京都

株式会社サンドラッグ小滝橋店

164-0003 東京都中野区東中野５－２３－１６

03-5389-5220

東京都

スギドラッグ中野中央店

164-0011 東京都中野区中央１－２１－４－１Ｆ

03-6908-8354

東京都

生協コープとうきょう中野店

164-0011 東京都中野区中央５－４１－１８全国大学生協会館

03-3382-3191

東京都

スギドラッグ中野坂上店

164-0012 東京都中野区本町１－３２－２８－１Ｆ

03-6276-2367

東京都

マツモトキヨシ中野坂上メトロピア店

164-0012 東京都中野区本町２－４８－２丸ノ内中野坂上駅構内

03-5333-2150

東京都

株式会社ＣＦＳハックドラッグ中野富士見町店

164-0013 東京都中野区弥生町５－２６－９

03-5341-3989

東京都

スギドラッグ南台３丁目店

164-0014 東京都中野区南台３－２３－７－１Ｆ

03-6382-6181

東京都

株式会社スギ薬局中野南台店

164-0014 東京都中野区南台１－１－１４－１Ｆ

03-6300-6091

東京都

どらっぐぱぱす新江古田駅前店

165-0023 東京都中野区江原町２－３１－１０

03-3950-9341

東京都

スギドラッグ中野駅北店

165-0026 東京都中野区新井１－１－５－１Ｆ

03-6454-0851
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東京都

スギドラッグ新井薬師駅前店

165-0026 東京都中野区新井５－１７－１２－１Ｆ

03-5942-8320

東京都

株式会社スギ薬局新井薬師店

165-0026 東京都中野区新井５－１－３パステル中野１Ｆ

03-5345-7011

東京都

有限会社野方薬局北原店

165-0027 東京都中野区野方６－２８－１５軽部ビル１Ｆ

03-3338-0125

東京都

スギドラッグ鷺宮店

165-0032 東京都中野区鷺宮３－４６－１２－１Ｆ

03-6265-5991

東京都

株式会社一本堂都立家政店新館

165-0032 東京都中野区鷺宮１－２８－７鷺宮フラッツ１Ｆ

03-5327-6856

東京都

株式会社一本堂鷺宮店

165-0032 東京都中野区鷺宮３－１９－３

03-3310-6751

東京都

株式会社ツルハ中野若宮店

165-0033 東京都中野区若宮２－５５－６

03-5356-4268

東京都

セガミメディクス株式会社阿佐ヶ谷店

166-0001 東京都杉並区阿佐谷北１－４３－２

03-5364-0531

東京都

セガミメディクス株式会社高円寺店

166-0002 東京都杉並区高円寺北２－２１－１リリーベル高円寺スクエア１Ｆ

03-5327-5267

東京都

株式会社サンドラッグ高円寺庚申通り店

166-0002 東京都杉並区高円寺北３－２３－３

03-5356-2141

東京都

ウエルシア杉並阿佐谷南店

166-0004 東京都杉並区阿佐谷南２－４１－１

03-5356-0694

東京都

株式会社スギ薬局阿佐ヶ谷店

166-0004 東京都杉並区阿佐谷南１－３６－４三幸ビル１Ｆ

03-5305-3395

東京都

株式会社マツモトキヨシ阿佐ヶ谷パールセンター店

166-0004 東京都杉並区阿佐谷南１－３５－１２

03-5305-4532

東京都

株式会社サンドラッグ新高円寺店

166-0011 東京都杉並区梅里２－１９リバーフラット１Ｆ

03-3311-0122

東京都

ウエルシア杉並松ノ木店

166-0014 東京都杉並区松ノ木２－４１－７

03-5929-3770

東京都

株式会社マツモトキヨシ下井草店

167-0022 東京都杉並区下井草２－４０－１２マイライフいづみや１階

03-3394-5822

東京都

株式会社マツモトキヨシ井荻駅前店

167-0022 東京都杉並区下井草５－１８－１３

03-3396-6055

東京都

どらっぐぱぱす井荻駅前店

167-0023 東京都杉並区上井草１－２４－１７

03-3395-9341

東京都

株式会社スギ薬局上井草店

167-0023 東京都杉並区上井草２－３－２

03-6913-9531

東京都

株式会社ドン・キホーテ荻窪駅前店

167-0032 東京都杉並区天沼３－２－８

03-5335-6611

東京都

スギドラッグ杉並清水店

167-0033 東京都杉並区清水３－２９－１５

03-6454-7538

東京都

トモズクイーンズ伊勢丹杉並桃井店

167-0034 東京都杉並区桃井３－５－１クイーンズ伊勢丹杉並桃井店内

03-6454-7808

東京都

株式会社サンドラッグ今川店

167-0035 東京都杉並区今川３－５－１

03-5303-5451

東京都

サミット株式会社善福寺店

167-0041 東京都杉並区善福寺１－３４－２４

03-5311-3311

東京都

住商リテイルストアーズ株式会社トモズ西荻窪駅前店

167-0042 東京都杉並区西荻北３－２０－２

03-3394-3959

東京都

サンドラッグ荻窪西口店

167-0043 東京都杉並区上荻１－１６－１６－２Ｆ

03-6279-9741

東京都

セガミメディクス株式会社荻窪北店

167-0043 東京都杉並区上荻１－９－１タウンセブンビル１Ｆ

03-5397-9401

東京都

マツモトキヨシ荻窪店

167-0043 東京都杉並区上荻１－２３－１７－１Ｆ

03-5347-2502

東京都

セガミメディクス株式会社荻窪南仲通り店

167-0051 東京都杉並区荻窪５－２８－１３

03-5347-4621

東京都

株式会社セイジョー西荻窪店

167-0053 東京都杉並区西荻南３－８－１６

03-5941-0899

東京都

株式会社ドン・キホーテ環七方南町店

168-0062 東京都杉並区方南１－２８

03-5301-0311

東京都

株式会社サミット・コルモコルモピア和泉店

168-0063 東京都杉並区和泉４－５０－１１

03-3317-4851

東京都

株式会社マツモトキヨシ方南町店

168-0063 東京都杉並区和泉４－５１－１０

03-3316-4022

東京都

ココカラファイン永福町駅前店

168-0064 東京都杉並区永福１－４４－１２中根ビル１Ｆ

03-6687-6765

東京都

どらっぐぱぱす浜田山店

168-0065 東京都杉並区浜田山３－３０－２

03-3304-9341

東京都

株式会社オリンピック高井戸店

168-0072 東京都杉並区高井戸東３－２１－１７

03-3331-2511

東京都

スギ薬局宮前４丁目店

168-0081 東京都杉並区宮前４－２２－１３

03-5336-8107

東京都

株式会社サンドラッグ杉並宮前店

168-0081 東京都杉並区宮前５－１５－２１

03-5336-0251

東京都

株式会社スギ薬局高井戸店

168-0081 東京都杉並区宮前１－２０－２９

03-5336-6910

東京都

ドラッグストアマツモトキヨシ久我山駅前店

168-0082 東京都杉並区久我山２－１６－２７

03-5336-6377

東京都

株式会社ドン・キホーテ新宿明治通り店

169-0052 東京都新宿区戸山３－１６－６

03-5155-3121

東京都

ウエルシア新宿大久保１丁目店

169-0072 東京都新宿区大久保１－３－２１－１Ｆ

03-6457-6968

東京都

スギドラッグ大久保２丁目店

169-0072 東京都新宿区大久保２－５－２０

03-6457-3852

東京都

株式会社ドン・キホーテ新宿店

169-0072 東京都新宿区大久保１－１２－６

03-5292-7411

東京都

株式会社マツモトキヨシ大久保１丁目店

169-0072 東京都新宿区大久保１－４－１７

03-5155-4514

東京都

株式会社ドン・キホーテ新大久保駅前店

169-0073 東京都新宿区百人町２－１７－１

03-5332-6911

東京都

ヒジカタ薬局

169-0074 東京都新宿区北新宿１－８－１７

03-3371-4747

東京都

株式会社スギ薬局北新宿３丁目店

169-0074 東京都新宿区北新宿３－４－１

03-5332-7991

東京都

くすりの福太郎高田馬場店

169-0075 東京都新宿区高田馬場１－３３－１３

03-5155-3129

東京都

くすりの福太郎高田馬場駅西口店

169-0075 東京都新宿区高田馬場４－９－１２

03-5338-5329

東京都

株式会社オリンピック早稲田店

169-0075 東京都新宿区高田馬場１丁目１－１５

03-3204-6791

東京都

株式会社スギ薬局高田馬場店

169-0075 東京都新宿区高田馬場１－４－１５三井生命高田馬場ビル

03-5155-8910

東京都

株式会社ツルハ高田馬場店

169-0075 東京都新宿区高田馬場３－３－３ＮＩＡビル１Ｆ

03-5338-6805

東京都

株式会社ドン・キホーテ高田馬場駅前店

169-0075 東京都新宿区高田馬場１－２６－５

03-5286-7711

東京都

株式会社コモディイイダ西巣鴨店

170-0001 東京都豊島区西巣鴨３－６－５

03-3949-5921

東京都

株式会社サンドラッグ巣鴨店

170-0002 東京都豊島区巣鴨２－５－８

03-5961-8021

東京都

スギドラッグ駒込店

170-0003 東京都豊島区駒込３－３－１９－１Ｆ

03-6903-4102

東京都

株式会社コクミン駒込メトロピア店

170-0003 東京都豊島区駒込２－１－４０

03-5319-0593

東京都

くすりの福太郎大塚駅前店

170-0004 東京都豊島区北大塚１－１６－５

03-6903-6397

東京都

タサキ薬局

170-0005 東京都豊島区南大塚３丁目５２－８

03-3987-1931

東京都

タサキ薬局アトレヴィ大塚店

170-0005 東京都豊島区南大塚３－３３－１アトレヴィ大塚１Ｆ

03-5954-1931

東京都

株式会社ライフコーポレーション新大塚店

170-0005 東京都豊島区南大塚２－３－１５

03-3945-7831

東京都

株式会社ドン・キホーテＰＡＷ北池袋店

170-0011 東京都豊島区池袋本町２－７－３

03-5979-6211

東京都

マツモトキヨシ新大塚駅前店

170-0013 東京都豊島区東池袋５－５２－１０

03-5956-1189

東京都

株式会社コクミンサンシヤインシテイー店

170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目１－２

03-3985-6955

東京都

株式会社サンドラッグ池袋東口駅前店

170-0013 東京都豊島区東池袋１－３－５

03-5957-5871

東京都

株式会社マツモトキヨシ池袋パート２店

170-0013 東京都豊島区東池袋１－２２－８

03-5951-0051

東京都

株式会社ヤマダ電機ＬＡＢＩ１池袋モバイルドリーム館

170-0013 東京都豊島区東池袋１－４１－１

03-5958-7770

東京都

トモズ東池袋店

171-0014 東京都豊島区池袋３－４－３

03-6914-2616

東京都

くすりの福太郎池袋西口店

171-0021 東京都豊島区西池袋１－１６－３

03-5956-7329

東京都

株式会社セイジョー西池袋店

171-0021 東京都豊島区西池袋５－５－２１

03-5911-7338

東京都

ココカラファイン目白店

171-0031 東京都豊島区目白３－４－１１

03-3951-2551

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス豊島高松店

171-0042 東京都豊島区高松２－１４－２３

03-5986-7781

東京都

どらっぐぱぱす千川駅前店

171-0043 東京都豊島区要町３－３８－４

03-3959-4193

東京都

どらっぐぱぱす要町駅前店

171-0043 東京都豊島区要町１－９－１

03-3974-1193

東京都

サミット株式会社東長崎店

171-0051 東京都豊島区長崎５－２０－１４

03-5917-2577

東京都

株式会社ライフコーポレーション落合南長崎駅前店

171-0052 東京都豊島区南長崎４－５－２０

03-3565-3261

東京都

株式会社一本堂新板橋店

173-0004 東京都板橋区板橋１－１６－８

03-5943-7111

東京都

どらっぐぱぱす中板橋店

173-0016 東京都板橋区中板橋１５－１４

03-5248-4193

東京都

スギドラッグハッピーロード大山店

173-0023 東京都板橋区大山町６－１－１０３

03-5926-7731

東京都

住商リテイルストアーズ株式会社トモズ大山店

173-0023 東京都板橋区大山町３６－９

03-5965-6610

東京都

株式会社サンドラッグ大山ハッピーロード店

173-0023 東京都板橋区大山町３１－３

03-5995-6022

東京都

株式会社ツルハ大山駅前店

173-0023 東京都板橋区大山町３２－２７

03-5964-7268
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東京都

株式会社マツモトキヨシ大山店

173-0023 東京都板橋区大山町３０－１７ハヤシビル

03-3530-5333

東京都

どらっぐぱぱす大山幸町店

173-0034 東京都板橋区幸町１９－５

03-3972-4193

東京都

株式会社コモディイイダ幸町店

173-0034 東京都板橋区幸町２２－１

03-3973-6811

東京都

トモズ大谷口店

173-0035 東京都板橋区大谷口２－６７－３－１Ｆ

03-5964-5085

東京都

ドラッグセイムス板橋向原店

173-0036 東京都板橋区向原２－８－２

03-6905-9985

東京都

株式会社一本堂浮間舟渡店

174-0041 東京都板橋区舟渡１－１３－２３

03-5914-6288

東京都

スギドラッグ志村坂下店

174-0043 東京都板橋区坂下１－２１－１４

03-5918-8672

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー板橋蓮根店

174-0043 東京都板橋区坂下２－１６－５

03-5916-9700

東京都

株式会社セイジョー蓮根店

174-0046 東京都板橋区蓮根２－１９

03-5914-3238

東京都

株式会社ダイエー西台店

174-0046 東京都板橋区蓮根３－８－１２

03-3965-1751

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー板橋小豆沢店

174-0051 東京都板橋区小豆沢２－４－８東武ストア小豆沢店Ｂ１Ｆ

03-5916-7371

東京都

株式会社サンドラッグ小豆沢店

174-0051 東京都板橋区小豆沢３－５－２

03-5914-6357

東京都

セガミメディクス株式会社西台店

174-0052 東京都板橋区蓮根３－８－２１

03-5914-6071

東京都

どらっぐぱぱす清水町店

174-0053 東京都板橋区清水町３９－４

03-5375-1193

東京都

株式会社コモディイイダ宮本町店

174-0054 東京都板橋区宮本町５３－１２

03-3969-6181

東京都

株式会社セイジョー志村３丁目店

174-0056 東京都板橋区志村３－６－７

03-5916-1610

東京都

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ板橋志村店

174-0056 東京都板橋区志村３－３２－１６

03-5916-6211

東京都

イオンリテール株式会社イオンスタイル板橋前野町店

174-0063 東京都板橋区前野町４－２１－２２

03-5916-8080

東京都

スギドラッグ板橋店

174-0063 東京都板橋区前野町４－３４－１６

03-5392-9300

東京都

株式会社サンドラッグ板橋前野町店

174-0063 東京都板橋区前野町４－１－１７

03-5914-1701

東京都

株式会社マツモトキヨシ板橋前野町店

174-0063 東京都板橋区前野町１－２９－１０

03-3965-7988

東京都

株式会社スマイルドラッグ板橋中台店

174-0064 東京都板橋区中台１－２２－３

03-6281-0818

東京都

トモズ上板橋北口店

174-0071 東京都板橋区常盤台４－３１－３

03-5399-3334

東京都

株式会社セイジョーヘルスケアセイジョーときわ台店

174-0072 東京都板橋区南常盤台１－２３－１２

03-5917-0225

東京都

ドラッグセイムス上板橋南口店

174-0076 東京都板橋区上板橋２－３１－１３－１Ｆ

03-6909-8505

東京都

株式会社コモディイイダ上板橋店

174-0076 東京都板橋区上板橋１－１９－１６

03-5398-3841

東京都

スギドラッグ西台店

175-0082 東京都板橋区高島平１－７６－９－１Ｆ

03-6281-0136

東京都

ドラッグストアいわい高島平店

175-0082 東京都板橋区高島平８－１２－９メゾンソレイユ１Ｆ

03-3932-1968

東京都

株式会社サンドラッグ高島平店

175-0082 東京都板橋区高島平８－１３－６

03-5922-3775

東京都

株式会社スギ薬局高島平店

175-0082 東京都板橋区高島平１－５４－１６－１Ｆ

03-6906-5391

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス西台店

175-0082 東京都板橋区高島平１－１８－１７

03-5922-5737

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス高島平店

175-0082 東京都板橋区高島平４－２３－１１

03-5968-8366

東京都

イオンリテール株式会社イオン板橋店

175-0083 東京都板橋区徳丸２－６－１

03-5398-3131

東京都

クリエイトＳ・Ｄ板橋徳丸店

175-0083 東京都板橋区徳丸８－２６－２

03-5922-2023

東京都

株式会社一本堂徳丸店

175-0083 東京都板橋区徳丸６－３－２

03-5945-9561

東京都

ウエルシア板橋赤塚店

175-0092 東京都板橋区赤塚６－１－２６

03-5904-7800

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス赤塚店

175-0092 東京都板橋区赤塚３－３２－１７

03-5968-4351

東京都

株式会社マツモトキヨシ成増店

175-0094 東京都板橋区成増２丁目１８－８奥山ビル１階

03-5998-7541

東京都

トモズココネリ店

176-0001 東京都練馬区練馬１－１７－１Ｃｏｃｏｎｅｒｉ２Ｆ

03-5946-9461

東京都

株式会社スギ薬局練馬３丁目店

176-0001 東京都練馬区練馬３－２３－１－１Ｆ

03-5946-6751

東京都

サミット株式会社氷川台店

176-0002 東京都練馬区桜台３－４５－８寶新ビル

03-5946-3310

東京都

株式会社ジェーソン練馬氷川台店

176-0003 東京都練馬区羽沢３－４０－１５

03-3992-3476

東京都

株式会社コモディイイダ中村橋店

176-0021 東京都練馬区貫井１－２２－３０

03-3999-3288

東京都

ウエルシア練馬向山店

176-0022 東京都練馬区向山４－３４

03-3577-8501

東京都

どらっぐぱぱす中村橋店

176-0023 東京都練馬区中村北４－４－２

03-3970-9341

東京都

株式会社ジェーソン練馬中村橋店

176-0024 東京都練馬区中村１－２０－１２

03-3577-0561

東京都

株式会社スギ薬局練馬三原台店

177-0031 東京都練馬区三原台１－７－５

03-6904-4351

東京都

株式会社一本堂三原台店

177-0031 東京都練馬区三原台３－８－３

03-5387-7021

東京都

スギドラッグ練馬店

177-0032 東京都練馬区谷原５－２９－８

03-5387-9922

東京都

トモズ練馬高野台店

177-0033 東京都練馬区高野台１－７－３３

03-5923-6330

東京都

株式会社スギ薬局富士見台店

177-0034 東京都練馬区富士見台２－１－１５

03-3577-8057

東京都

株式会社ツルハ練馬南田中店

177-0035 東京都練馬区南田中３－１７－２４

03-5923-0268

東京都

くすりの福太郎石神井公園店

177-0041 東京都練馬区石神井町３－２５－６

03-5923-6729

東京都

ウエルシア練馬石神井店

177-0041 東京都練馬区石神井町６－１２９５－１

03-5923-6729

東京都

株式会社サンドラッグ下石神井店

177-0042 東京都練馬区下石神井２－３１

03-5393-3431

東京都

株式会社ウェルパーク上石神井３丁目店

177-0044 東京都練馬区上石神井３－２９－５

03-5927-0051

東京都

株式会社クリエイトＳＤ練馬石神井台店

177-0045 東京都練馬区石神井台５－２３－２４

03-5927-4231

東京都

株式会社スギ薬局石神井台店

177-0045 東京都練馬区石神井台２－３５－３８

03-5923-6311

東京都

株式会社ライフコーポレーション石神井台店

177-0045 東京都練馬区石神井台２－６－８

03-5372-2960

東京都

ウェルパーク武蔵関駅前店

177-0051 東京都練馬区関町北１－２３－９

03-5903-8087

東京都

株式会社ドン・キホーテｅｓｓｅｎｃｅ関町店

177-0051 東京都練馬区関町北２－２－１

03-5903-3911

東京都

株式会社いなげや練馬上石神井南店

177-0053 東京都練馬区関町南１－９－３６

03-5927-0892

東京都

株式会社ウェルパーク上石神井南店

177-0053 東京都練馬区関町南１－９－３４

03-3594-0436

東京都

生協コープとうきょう関町店

177-0054 東京都練馬区立野町１５－５０

03-3928-9621

東京都

株式会社スギ薬局大泉学園店

178-0061 東京都練馬区大泉学園町６－１１－４２

03-6904-5891

東京都

ウェルパークエスビィ・プラス練馬東大泉店

178-0063 東京都練馬区東大泉６－４８－１ＥＳＢＩ＋内

03-3923-7544

東京都

トモズ大泉学園店

178-0063 東京都練馬区東大泉１－３３－６大泉源セントラルビル１Ｆ

03-5933-2490

東京都

株式会社クリエイトＳＤ練馬東大泉店

178-0063 東京都練馬区東大泉２－７－３２

03-5935-0130

東京都

株式会社スギ薬局東大泉店

178-0063 東京都練馬区東大泉３－２－１５－１Ｆ

03-5935-8051

東京都

株式会社一本堂大泉学園店

178-0063 東京都練馬区東大泉６－４９－２

03-5905-7093

東京都

株式会社いなげや保谷駅南店

178-0064 東京都練馬区南大泉３－１３－３１

03-5947-5210

東京都

株式会社ジェーソン練馬西大泉店

178-0065 東京都練馬区西大泉５－１－２２

03-3921-5835

東京都

イオンリテールストア株式会社イオン練馬店

179-0072 東京都練馬区光が丘５－１－１

03-3976-7711

東京都

どらっぐぱぱす練馬田柄店

179-0073 東京都練馬区田柄１－５－３０

03-3975-4193

東京都

株式会社ウェルパーク練馬春日町駅前店

179-0074 東京都練馬区春日町３－２９－２４

03-3577-8500

東京都

株式会社ジェーソン春日町店

179-0074 東京都練馬区春日町２－７－１８

03-3577-9181

東京都

株式会社マツモトキヨシホームセンター練馬春日町店

179-0074 東京都練馬区春日町６－６－４３

03-5241-8801

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー練馬高松店

179-0075 東京都練馬区高松６－３１－１１

03-5923-0160

東京都

株式会社サンドラッグ光が丘店

179-0075 東京都練馬区高松４－４０８０－１

03-3970-3090

東京都

株式会社ジェーソン練馬高松店

179-0075 東京都練馬区高松３－１３－１２

03-3970-6613

東京都

トモズ東武練馬店

179-0081 東京都練馬区北町２－３９－３

03-6281-0371

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー練馬平和台店

179-0081 東京都練馬区北町６－３１－１

03-5922-6531

東京都

株式会社ドン・キホーテ練馬店

179-0082 東京都練馬区錦２－１９－１

03-5921-1711
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東京都

ウエルシア練馬平和台店

179-0083 東京都練馬区平和台４－２６－８－１Ｆ

03-6906-4131

東京都

どらっぐぱぱす氷川台駅前店

179-0084 東京都練馬区氷川台３－４０－１５ガーデン氷川ハイム内

03-3557-4193

東京都

ウエルシア氷川台駅前店

179-0084 東京都練馬区氷川台３－３７－８

03-5912-6078

東京都

ウエルシア早宮店

179-0085 東京都練馬区早宮４－３７－２

03-5946-3808

東京都

株式会社セイジョーココカラファイン吉祥寺南口店

180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－４－３

0422-40-5038

東京都

スギドラッグ吉祥寺店

180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－８－３

0422-27-6641

東京都

株式会社サンドラッグプラムサンロード店

180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目９－１２ベルプラザ吉祥寺

0422-23-0952

東京都

株式会社マツモトキヨシ吉祥寺ダイヤ街店

180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－７－６白坂ビル

0422-20-6668

東京都

株式会社マツモトキヨシ大正通り店

180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－４－１

0422-20-1505

東京都

株式会社いなげや武蔵野関前店

180-0014 東京都武蔵野市関前１－９－７

0422-60-3306

東京都

株式会社ウェルパーク武蔵野関前店

180-0014 東京都武蔵野市関前１－９－７

0422-60-3681

東京都

ドラッグストアマツモトキヨシ武蔵境店

180-0022 東京都武蔵野市境１－１６－１８

0422-60-2350

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー三鷹牟礼店

181-0002 東京都三鷹市牟礼１－１５－９

0422-79-7355

東京都

株式会社サンドラッグ三鷹牟礼店

181-0002 東京都三鷹市牟礼５丁目８－１１

0422-41-6177

東京都

生協コープとうきょう三鷹牟礼店

181-0002 東京都三鷹市牟礼５－３－１

042-247-0515

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー三鷹新川店

181-0004 東京都三鷹市新川６－４－３０

0422-79-9875

東京都

株式会社ツルハ三鷹店

181-0004 東京都三鷹市新川５－１５－３

0422-70-5761

東京都

株式会社マツモトキヨシ三鷹新川店

181-0004 東京都三鷹市新川１－３－２５

03-5315-7510

東京都

株式会社サンドラッグ三鷹井口店

181-0011 東京都三鷹市井口３－６－１２

0422-34-5710

東京都

株式会社コモディイイダ三鷹店

181-0012 東京都三鷹市上連雀６－２９－７

0422-47-1271

東京都

コクミンドラッグアトレヴィ三鷹店

181-0013 東京都三鷹市下連雀３－４６－１アトレヴィ三鷹３Ｆ

0422-50-0593

東京都

ココカラファイン三鷹店

181-0013 東京都三鷹市下連雀３－３４－１５－１Ｆ

0422-76-7033

東京都

ドラッグストアスマイル三鷹駅南口店

181-0013 東京都三鷹市下連雀３－２７－１４

0422-71-6801

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー三鷹下連雀店

181-0013 東京都三鷹市下連雀４－１４－１６

0422-40-4146

東京都

株式会社サンドラッグ三鷹南口店

181-0013 東京都三鷹市下連雀３－２５－１１

0422-40-1571

東京都

ホームセンターコーナン三鷹店

181-0014 東京都三鷹市野崎３－７－１２

0422-30-3757

東京都

株式会社ドン・キホーテ東八三鷹店

181-0014 東京都三鷹市野崎１－２４

0422-39-3311

東京都

株式会社スギ薬局三鷹深大寺店

181-0016 東京都三鷹市深大寺１－１４－３６

0422-26-1304

東京都

サンドラッグ仙川駅前店

182-0002 東京都調布市仙川町１－１８－１６

03-5314-5081

東京都

株式会社ウェルパーク調布仙川店

182-0002 東京都調布市仙川町３－４－１

03-5315-5233

東京都

株式会社サンドラッグプラム仙川店

182-0002 東京都調布市仙川町１－１２－４４－２Ｆ

03-5314-3022

東京都

くすりセイジヨー調布つつじケ丘店

182-0006 東京都調布市西つつじケ丘３丁目３４－５

0424-42-8051

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー調布つつじケ丘駅前店

182-0006 東京都調布市西つつじケ丘３－３１－８－１Ｆ

042-490-5627

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー調布深大寺東町店

182-0012 東京都調布市深大寺東町１－２８－１

042-490-5360

東京都

株式会社クリエイトＳＤ調布柴崎店

182-0014 東京都調布市柴崎２－２－１

042-490-0122

東京都

株式会社ウェルパーク調布深大寺店

182-0017 東京都調布市深大寺元町１－６－３

042-490-5171

東京都

サンドラッグ国領店

182-0022 東京都調布市国領町６－５－５

042-444-6160

東京都

株式会社ウェルパーク調布国領店

182-0022 東京都調布市国領町３－６－２３

042-490-5617

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー調布国領町店

182-0022 東京都調布市国領町７－３２－１

042-440-0329

東京都

株式会社サンドラッグ調布染地店

182-0023 東京都調布市染地３－１

042-443-1801

東京都

ココカラファイン調布北口店

182-0026 東京都調布市小島町１－１０－１西友調布店１Ｆ

042-486-0711

東京都

サンドラッグ調布パルコ店

182-0026 東京都調布市小島町１－３８－１調布パルコ２Ｆ

042-426-9150

東京都

株式会社サンドラッグラピュア調布店

182-0026 東京都調布市小島町２－５１－３ロイヤルプラザ１Ｆ

0424-88-4728

東京都

サンドラッグ調布富士見町店

182-0033 東京都調布市富士見町３－２４－１０

042-443-6107

東京都

ファーマライズ薬局西調布店

182-0034 東京都調布市下石原３－１１－１キッチンコート西調布店内

042-489-1600

東京都

株式会社いなげや府中浅間町店

183-0001 東京都府中市浅間町３－２－１

042-352-8886

東京都

株式会社セイジョー府中紅葉丘店

183-0004 東京都府中市紅葉丘１－２０－２２

042-354-6631

東京都

株式会社サンドラッグ本部

183-0005 東京都府中市若松町１－３８－１

042-369-6215

東京都

株式会社サンドラッグ東府中店

183-0005 東京都府中市若松町１－３８－１

042-369-4361

東京都

株式会社サンドラッグｅ－ｓｈｏｐ楽天市場店

183-0005 東京都府中市若松町１－３８－１

042-369-6411

東京都

株式会社ジェーソン府中若松店

183-0005 東京都府中市若松町１－２５－２

042-366-3801

東京都

株式会社スギ薬局府中若松店

183-0005 東京都府中市若松町４－３７－１

042-358-3130

東京都

株式会社ライフコーポレーション東府中店

183-0005 東京都府中市若松町２－１－１０

042-360-3011

東京都

株式会社ドン・キホーテ府中店

183-0006 東京都府中市緑町２－６－３

042-333-0071

東京都

ウエルシア府中白糸台店

183-0011 東京都府中市白糸台３－３７－１２

042-340-3200

東京都

株式会社サンドラッグ白糸台店

183-0011 東京都府中市白糸台５－３２－４１

042-354-7727

東京都

薬マツモトキヨシ武蔵野台駅店

183-0011 東京都府中市白糸台４－１８－４

042-319-1156

東京都

ウエルシア府中是政店

183-0014 東京都府中市是政２－４－２

042-358-1328

東京都

サミット株式会社分倍河原店

183-0021 東京都府中市片町３－２２－２６ＭＩＮＡＮＯ内

042-330-3310

東京都

ドラッグストアマツモトキヨシＭＩＮＡＮＯ分倍河原店

183-0021 東京都府中市片町３－２２－２６ＭＩＮＡＮＯ１Ｆ

042-368-8012

東京都

株式会社セイジョーヘルスケアセイジョー府中けやき通り店

183-0022 東京都府中市宮西町１－５－１

042-352-6003

東京都

株式会社サンドラッグ府中駅前店

183-0023 東京都府中市宮町１－１００ル・シーニュ１Ｆ

042-352-5525

東京都

生協コープとうきょう府中南店

183-0026 東京都府中市南町２－１－６

042-336-0061

東京都

ドラッグセイムス府中西府店

183-0031 東京都府中市西府町１－４５－５

042-306-8651

東京都

ウェルパーク府中住吉店

183-0034 東京都府中市住吉町４－４６－９

042-370-1081

東京都

ホームセンターコーナン府中四谷店

183-0035 東京都府中市四谷５－２３－１２

042-354-8844

東京都

株式会社クリエイトＳＤ府中武蔵台店

183-0042 東京都府中市武蔵台３－２３－４７

042-329-6180

東京都

株式会社サンドラッグ府中新町店

183-0052 東京都府中市新町１－５８－３

042-354-8050

東京都

ウエルシア府中天神店

183-0053 東京都府中市天神町３－１２－６

042-352-1180

東京都

ココカラファインケヤキゲート東京府中店

183-0055 東京都府中市府中町１－１－１

042-319-2250

東京都

株式会社スギ薬局府中寿町店

183-0056 東京都府中市寿町２－４－４２コープ府中寿町店１Ｆ

042-319-8861

東京都

株式会社サンドラッグ小金井梶野店

184-0002 東京都小金井市梶野町１－７－３２

042-259-0186

東京都

株式会社ウェルパーク小金井緑町店

184-0003 東京都小金井市緑町５－１６－２２

042-384-1369

東京都

いなげや小金井東町店

184-0011 東京都小金井市東町４－１２－１６

042-386-7911

東京都

株式会社いなげや小金井貫井南店

184-0014 東京都小金井市貫井南町５丁目１４－１８

042-383-6456

東京都

株式会社サンドラッグ貫井坂下店

184-0014 東京都小金井市貫井南町２－８－６

042-386-0031

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー小金井貫井北町店

184-0015 東京都小金井市貫井北町５－１３－２８

042-300-1177

東京都

株式会社サンドラッグ貫井北店

184-0015 東京都小金井市貫井北町２－１０－１９

042-386-8381

東京都

株式会社ジェーソン国分寺並木町店

185-0005 東京都国分寺市並木町３－２３－２

042-328-5531

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス国分寺並木店

185-0005 東京都国分寺市並木町３－９－４

042-359-7031

東京都

ウエルシア国分寺駅北口店

185-0012 東京都国分寺市本町２－２－１

042-329-5066

東京都

株式会社サンドラッグ国分寺本町店

185-0012 東京都国分寺市本町２－１１－５－１Ｆ

042-329-5066

東京都

株式会社セイジョーヘルスケアストア国分寺駅前通り店

185-0012 東京都国分寺市本町３－２－２１

042-300-0588
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東京都

マツモトキヨシセレオ国分寺店

185-0021 東京都国分寺市南町３－２０－３セレオ国分寺１Ｆ

042-327-1024

東京都

クリエイトＳ・Ｄにしこくマイン店

185-0024 東京都国分寺市泉町３－３５－１東武ストアにしこくマイン店１Ｆ

042-320-6026

東京都

株式会社サンドラッグ西国分寺店

185-0024 東京都国分寺市泉町２－９－１

042-300-2317

東京都

生協コープとうきょう国分寺店

185-0032 東京都国分寺市日吉町３－２２－１森田ビル１Ｆ

042-575-3349

東京都

生活協同組合コープみらい国分寺内藤店

185-0033 東京都国分寺市内藤１－２２－１２

042-505-9591

東京都

株式会社ウェルパーク国立矢川店

186-0003 東京都国立市富士見台３－３６－１０

042-580-1571

東京都

株式会社サンドラッグ富士見台店

186-0003 東京都国立市富士見台１－７

042-573-2873

東京都

株式会社マツモトキヨシ国立富士見台店

186-0003 東京都国立市富士見台２－４５－１０

042-571-8177

東京都

スギ薬局国立中店

186-0004 東京都国立市中１－１４－１２

042-505-5982

東京都

株式会社サンドラッグ国立南口店

186-0004 東京都国立市中１－８－４３

042-580-4416

東京都

サンドラッグ小平大沼町店

187-0001 東京都小平市大沼町３－１－９

042-312-1883

東京都

ウェルパーク小平花小金井店

187-0002 東京都小平市花小金井５－３５－２６

042-497-4671

東京都

株式会社いなげや花小金井駅前店

187-0002 東京都小平市花小金井１－８－３

042-460-0081

東京都

株式会社ウェルパーク花小金井駅前店

187-0002 東京都小平市花小金井１－８－３

0424-67-0631

東京都

生活協同組合コープとうきょう花小金井店

187-0002 東京都小平市花小金井３－２２－２

042-479-4310

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス小平天神店

187-0004 東京都小平市天神町４－３５－７

042-349-0281

東京都

株式会社サンドラッグ小平鈴木店

187-0011 東京都小平市鈴木町１－２１４－３

042-345-2681

東京都

株式会社ウェルパーク小平回田店

187-0013 東京都小平市回田町１００－１

042-328-1321

東京都

サンドラッグアクロスプラザ小平店

187-0022 東京都小平市上水本町４－２２－１アクロスプラザ小平内

042-312-4931

東京都

スギドラッグ上水本町店

187-0022 東京都小平市上水本町２－１－６

042-316-8070

東京都

株式会社サンドラッグ恋ヶ窪店

187-0022 東京都小平市上水本町６丁目４－１

042-325-9288

東京都

ウエルシアダイエー小平店

187-0031 東京都小平市小川東町２－１２－１ダイエー小平店１Ｆ

042-349-3705

東京都

株式会社ドン・キホーテ小平府中街道店

187-0031 東京都小平市小川東町１－５－２２

042-349-3031

東京都

株式会社サンドラッグ小平店

187-0032 東京都小平市小川町２－１８１３－１

042-345-9671

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー小平中島町店

187-0033 東京都小平市中島町３１－１７

042-349-3251

東京都

生協コープとうきょう小川西町店

187-0035 東京都小平市小川西町１－２－１

042-344-9226

東京都

ドラッグストアマツモトキヨシ小平仲町店

187-0042 東京都小平市仲町４３９－１

042-313-2070

東京都

株式会社サンドラッグ一ツ橋学園店

187-0043 東京都小平市学園東町１－６－３

042-343-5361

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス小平東店

187-0043 東京都小平市学園東町３－６－２５

042-349-5231

東京都

ウエルシア小平学園西町店

187-0045 東京都小平市学園西町３－２６－２２

042-348-6601

東京都

株式会社マツモトキヨシ新ひばりが丘店

188-0001 東京都西東京市谷戸町２－１－８０

0424-63-7808

東京都

株式会社スギ薬局西東京北原町店

188-0003 東京都西東京市北原町３－３－５４

042-451-5855

東京都

株式会社クリエイトＳＤ田無西原店

188-0004 東京都西東京市西原町４－３－４

042-460-6214

東京都

コクミン田無アスタ店

188-0011 東京都西東京市田無町２－１－１アスタビル１Ｆ

0424-60-2601

東京都

株式会社ＣＦＳハックドラッグ田無駅前店

188-0011 東京都西東京市田無町４－２－１１

042-451-5789

東京都

サンドラッグ西東京向台店

188-0013 東京都西東京市向台町１－１３－３０

042-497-4080

東京都

サンドラッグ西東京芝久保店

188-0014 東京都西東京市芝久保町１－４－２

042-497-4080

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー西東京芝久保店

188-0014 東京都西東京市芝久保町４－４－１１

042-460-3671

東京都

ウエルシア新秋津駅前店

189-0001 東京都東村山市秋津町５－１３－９５

042-390-3915

東京都

ドラッグストアマツモトキヨシ東村山秋津店

189-0001 東京都東村山市秋津町１－７－７

042-390-2037

東京都

株式会社スギ薬局コープ秋津町店

189-0001 東京都東村山市秋津町２－１８－２コープ東村山秋津町店１Ｆ

042-306-2741

東京都

株式会社マツモトキヨシ秋津駅前通り店

189-0001 東京都東村山市秋津町５－９－２

042-398-0708

東京都

株式会社サンドラッグ東村山青葉町店

189-0002 東京都東村山市青葉町２－２５－１

042-390-1830

東京都

株式会社コモディイイダ東村山店

189-0003 東京都東村山市久米川町５－３６－１

042-396-4221

東京都

サンテドラッグ東村山店

189-0011 東京都東村山市恩多町３－２９－１

042-390-4771

東京都

株式会社サンドラッグ東村山店

189-0011 東京都東村山市恩多町５－４７－５

042-390-3020

東京都

株式会社マツモトキヨシ久米川南口駅前店

189-0013 東京都東村山市栄町２－３－２

042-392-1880

東京都

株式会社いなげや東村山市役所前店

189-0014 東京都東村山市本町３－４２

042-398-7141

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー東村山諏訪町店

189-0021 東京都東村山市諏訪町１－２０－２２

042-390-0056

東京都

生活協同組合コープとうきょう東村山駅前店

189-0022 東京都東村山市野口町１－４６

042-399-1921

東京都

ウェルパーク東村山富士見町店

189-0024 東京都東村山市富士見町１－１３－１９

042-306-2151

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー立川若葉町店

190-0001 東京都立川市若葉町１－１３－２

042-538-5077

東京都

株式会社サンドラッグダイレックス立川幸町店

190-0002 東京都立川市幸町３－１９－１

042-538-1122

東京都

株式会社サンドラッグ立川幸町店

190-0002 東京都立川市幸町２－２４－１

042-534-0856

東京都

ウエルシア立川栄町店

190-0003 東京都立川市栄町５－６２－１

042-538-4391

東京都

株式会社いなげや立川栄町店

190-0003 東京都立川市栄町３－７－１

042-523-7201

東京都

株式会社クリエイトＳＤ立川栄町店

190-0003 東京都立川市栄町３－５－１

042-540-8131

東京都

ウエルシア立川柏町店

190-0004 東京都立川市柏町１－２０－２２

042-538-0301

東京都

ウェルパーク立川北口大通り店

190-0012 東京都立川市曙町２－７－１７

042-518-9056

東京都

株式会社サンドラッグヘルスインライフ立川店

190-0012 東京都立川市曙町２－６－１０

042-521-1490

東京都

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ立川店

190-0012 東京都立川市曙町２－１８－１８

042-540-6431

東京都

ドン・キホーテららぽーと立川立飛店

190-0015 東京都立川市泉町９３５－１ららぽーと立川立飛３Ｆ

042-540-3051

東京都

株式会社マツモトキヨシららぽーと立川立飛店

190-0015 東京都立川市泉町９３５－１ららぽーと立川立飛１Ｆ

042-540-6279

東京都

株式会社サンドラッグ立川羽衣店

190-0021 東京都立川市羽衣町２－６６

042-548-1537

東京都

株式会社スギ薬局立川錦町店

190-0022 東京都立川市錦町１－１８－６家具のいしづか１Ｆ

042-519-3616

東京都

コクミンドラッグエキュート立川店

190-0023 東京都立川市柴崎町３－１－１エキュート立川２Ｆ

042-525-1713

東京都

スギドラッグ立川柴崎店

190-0023 東京都立川市柴崎町３－４－１０

042-518-9801

東京都

株式会社東急ストア立川駅南口店

190-0023 東京都立川市柴崎町３－６－２９

042-548-0109

東京都

株式会社クリエイトＳＤ立川砂川店

190-0031 東京都立川市砂川町１－５０－４

042-538-4230

東京都

株式会社いなげやあきる野北伊奈店

190-0142 東京都あきる野市伊奈４９２－１

042-595-3811

東京都

株式会社ウェルパークあきる野伊奈店

190-0142 東京都あきる野市伊奈９７９－１

0425-96-1038

東京都

株式会社ドラッグストアバイゴーあきる野舘谷店

190-0163 東京都あきる野市舘谷８９－３

042-533-0411

東京都

株式会社ドラッグストアバイゴー大久野店

190-0181 東京都西多摩郡日の出町大久野１５１－１

042-597-5381

東京都

イオンリテール株式会社イオン日の出店

190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井字三吉野桜木２３７－３

042-588-8300

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス石畑店

190-1211 東京都西多摩郡瑞穂町石畑７３１－１

042-570-6781

東京都

株式会社ジョイフル本田ホームセンター瑞穂店

190-1212 東京都西多摩郡瑞穂町殿ケ谷４４２

042-568-2311

東京都

株式会社マツモトキヨシ日野駅前店

191-0011 東京都日野市日野本町３－１１－５

042-581-0820

東京都

株式会社ウェルパーク日野万願寺駅前店

191-0022 東京都日野市新井３３－２

042-587-2755

東京都

株式会社ＣＦＳハックドラッグエクスプレス京王高幡店

191-0031 東京都日野市高幡１２８－５京王高幡ショッピングセンター２Ｆ

042-599-0889

東京都

クリエイトエス・ディー日野三沢店

191-0032 東京都日野市三沢１－１８－４

042-599-2350

東京都

ウエルシア日野落川店

191-0034 東京都日野市落川９９７－１

042-599-3304

東京都

株式会社サンドラッグ南平店

191-0041 東京都日野市南平２－６４－５

042-599-3166

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー日野豊田店

191-0053 東京都日野市豊田２－３６－１

042-589-1790
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東京都

イオンリテール株式会社イオン多摩平の森店

191-0062 東京都日野市多摩平２－４－１

042-514-1050

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー日野多摩平店

191-0062 東京都日野市多摩平３－１－１－１Ｆ

042-589-7450

東京都

スーパー三和旭が丘店

191-0065 東京都日野市旭が丘６－７－４中島ビル１階

042-581-3801

東京都

株式会社サンドラッグダイレックス日野旭が丘店

191-0065 東京都日野市旭が丘２－８－１３

042-582-6125

東京都

株式会社クリエイトＳＤ八王子宇津木台店

192-0023 東京都八王子市久保山町１－１１

0426-96-5655

東京都

株式会社サンドラッグ八王子高倉店

192-0033 東京都八王子市高倉町５５－１０

0426-31-5201

東京都

サンドラッグフォレストモール八王子大和田店

192-0045 東京都八王子市大和田町５－７－１８フォレストモール八王子大和田内

042-649-9658

東京都

ウェルパーク八王子八日町店

192-0071 東京都八王子市八日町１０－３

042-686-3675

東京都

株式会社スギ薬局八日町店

192-0071 東京都八王子市八日町８－１ビュータワー八王子１Ｆ

042-686-3981

東京都

ウエルシア八王子駅北口店

192-0082 東京都八王子市東町７－６－１Ｆ

042-631-8615

東京都

株式会社ドン・キホーテ八王子駅前店

192-0085 東京都八王子市中町１－３

042-646-3810

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス西寺方店

192-0153 東京都八王子市西寺方町３８５－１

042-650-5527

東京都

株式会社ウェルパーク八王子下恩方店

192-0154 東京都八王子市下恩方町１８７８

0426-51-0727

東京都

薬マツモトキヨシ京王堀之内駅店

192-0355 東京都八王子市堀之内３－２４－４

042-679-1330

東京都

株式会社ドン・キホーテ京王堀之内店

192-0362 東京都八王子市松木３４－１１

042-670-3411

東京都

スギドラッグ八王子別所店

192-0363 東京都八王子市別所２－４１－１

042-682-3745

東京都

ホームセンターコーナンぐりーんうぉーく多摩店

192-0363 東京都八王子市別所２－５６

042-670-1570

東京都

株式会社サンドラッグ京王堀の内駅前店

192-0363 東京都八王子市別所２－１

042-682-3745

東京都

株式会社サンドラッグ京王堀ノ内店

192-0363 東京都八王子市別所１－１－１

0426-75-1308

東京都

株式会社サンドラッグ南大沢店

192-0364 東京都八王子市南大沢２－２５－１Ｆ

042-679-6701

東京都

株式会社ジェーソン八王子上柚木店

192-0373 東京都八王子市上柚木２９６－１

042-677-0183

東京都

クリエイトエス・ディー八王子高嶺小学校前店

192-0913 東京都八王子市北野台４－３０－１

042-632-6040

東京都

株式会社マツモトキヨシ北野台店

192-0913 東京都八王子市北野台５－５０－１０

0426-36-2651

東京都

株式会社サンドラッグ八王子片倉店

192-0914 東京都八王子市片倉町３５００－１

042-632-5250

東京都

株式会社サンドラッグ八王子みなみ野店

192-0916 東京都八王子市みなみ野１－８－１Ｍｉｏみなみのショッピングセンター内

042-632-8021

東京都

株式会社マツモトキヨシアクロスモール八王子みなみ野店

192-0916 東京都八王子市みなみ野１－２－１

042-637-8200

東京都

ウエルシア八王子川口店

193-0801 東京都八王子市川口町１７４６－１

042-659-7561

東京都

株式会社ジェーソン八王子楢原店

193-0803 東京都八王子市楢原町５８３－１

042-623-3750

東京都

株式会社ＣＦＳハックドラッグ楢原コピオ店

193-0803 東京都八王子市楢原町９５２－１楢原コピオ店内

042-655-1189

東京都

ウエルシア八王子諏訪店

193-0812 東京都八王子市諏訪町４９９

042-650-1351

東京都

ウエルシア八王子弐分方店

193-0822 東京都八王子市弐分方町４８１－４

042-655-2774

東京都

クリエイトエス・ディーコピオ長房店

193-0824 東京都八王子市長房町３４０－１２－１Ｆ

042-669-5321

東京都

株式会社ドラッグストアバイゴー元八王子

193-0826 東京都八王子市元八王子町１－４３６－１

0426-20-0870

東京都

株式会社サンドラッグ八王子並木町店

193-0831 東京都八王子市並木町３５－１

042-668-9175

東京都

スギドラッグ西八王子店

193-0832 東京都八王子市散田町３－１７－１コピオ西八王子２Ｆ

042-673-5385

東京都

株式会社サンドラッグめじろ台店

193-0833 東京都八王子市めじろ台３丁目１－３

0426-68-0361

東京都

ウエルシア八王子東浅川店

193-0834 東京都八王子市東浅川町５５７－４

0426-68-8038

東京都

株式会社サンドラッグ高尾店

193-0834 東京都八王子市東浅川町５５０－１イーアス高尾１Ｆ

042-669-0271

東京都

株式会社ダイエーグルメシティ西八王子店

193-0835 東京都八王子市千人町２－１－９

042-661-3411

東京都

株式会社クリエイトＳＤ八王子台町店

193-0931 東京都八王子市台町２－２２－８

0426-21-0160

東京都

株式会社ドン・キホーテめじろ台店

193-0942 東京都八王子市椚田町５８６－２２

0426-69-0711

東京都

株式会社マツモトキヨシめじろ台店

193-0942 東京都八王子市椚田町５３０－５

042-661-2781

東京都

株式会社東急ストアつくしの店

194-0001 東京都町田市つくし野１丁目３０－１

042-795-2061

東京都

株式会社サンドラッグ町田小川店

194-0003 東京都町田市小川４－２２－３

042-788-2470

東京都

株式会社スギ薬局南町田店

194-0005 東京都町田市南町田１－１３－５０

042-706-8975

東京都

株式会社クリエイトＳＤ町田金森店

194-0012 東京都町田市金森５６９－８

042-728-5021

東京都

ココカラファイン町田マルイ店

194-0013 東京都町田市原町田６－１－６町田マルイ３Ｆ

042-785-5880

東京都

株式会社サンドラッグプラム町田駅前店

194-0013 東京都町田市原町田６－１０－１５－２・３Ｆ

042-710-3019

東京都

株式会社ドン・キホーテ町田駅前店

194-0013 東京都町田市原町田４－２－３

042-709-5411

東京都

株式会社マツモトキヨシ町田店

194-0013 東京都町田市原町田６－９－１８

042-721-5633

東京都

株式会社マツモトキヨシ町田駅東口店

194-0013 東京都町田市原町田６－１５－１５

042-722-7515

東京都

株式会社スギ薬局町田高ケ坂店

194-0014 東京都町田市高ケ坂４７９－６

042-710-8571

東京都

スギドラッグ町田金森東店

194-0015 東京都町田市金森東２－９－２５

042-709-3746

東京都

ドラッグセイムス町田中町店

194-0021 東京都町田市中町１－２－５－１Ｆ

042-851-8250

東京都

スギドラッグ町田旭町店

194-0023 東京都町田市旭町１－２４－１ままともプラザ町田Ｂ１Ｆ

042-860-7882

東京都

株式会社ウェルパーク町田旭町店

194-0023 東京都町田市旭町１－８－２４－１

042-710-0788

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー町田南大谷店

194-0031 東京都町田市南大谷１７９－１

042-710-6634

東京都

株式会社サンドラッグ町田南大谷店

194-0031 東京都町田市南大谷４１－２

042-709-7151

東京都

株式会社カメガヤフィットケア・デポ本町田店

194-0032 東京都町田市本町田２９２５

042-710-6008

東京都

ウエルシア町田滝の沢店

194-0033 東京都町田市木曽町１２０－１

042-710-4782

東京都

株式会社サンドラッグ町田木曽店

194-0033 東京都町田市木曽町２１８５

042-791-1471

東京都

株式会社マツモトキヨシアメリア町田根岸店

194-0034 東京都町田市根岸町２３０－７

042-789-0023

東京都

ツルハドラッグ町田忠生店

194-0035 東京都町田市忠生３－１－１２

042-789-7268

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー町田木曽西店

194-0037 東京都町田市木曽西５－６－３

042-789-2591

東京都

ディスカウントドラッグコスモス町田根岸店

194-0038 東京都町田市根岸２－２５－４

042-794-9334

東京都

株式会社ウェルパーク町田成瀬店

194-0044 東京都町田市成瀬５０８７

042-729-0717

東京都

株式会社ＣＦＳハックドラッグ成瀬ローゼン店

194-0045 東京都町田市南成瀬１－３－５そうてつローゼン成瀬店２Ｆ

042-710-5589

東京都

株式会社いなげや町田相原駅前店

194-0211 東京都町田市相原町１２３２

042-774-6111

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー新町田小山店

194-0212 東京都町田市小山町７７２－５

042-798-6731

東京都

株式会社スギ薬局コピオ多摩境店

194-0215 東京都町田市小山ヶ丘４－５－２コピオ多摩境内

042-703-8656

東京都

株式会社マツモトキヨシ町田多摩境店

194-0215 東京都町田市小山ケ丘６－１－１０

042-770-1561

東京都

株式会社ミスターマックス町田多摩境店

194-0215 東京都町田市小山ケ丘６－１－１０

042-775-2311

東京都

株式会社ウェルパーク町田鶴川店

195-0053 東京都町田市能ケ谷町１１９４

042-737-2001

東京都

ドラッグストアスマイル鶴川団地店

195-0061 東京都町田市鶴川２－１４－１

042-737-7555

東京都

株式会社サンドラッグ野津田店

195-0063 東京都町田市野津田町１１１９

042-737-2081

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー町田金井木倉店

195-0072 東京都町田市金井２－１９－１９

042-737-7772

東京都

株式会社クリエイトＳＤ町田山崎店

195-0074 東京都町田市山崎町１９４３－１

042-792-8301

東京都

株式会社サンドラッグ西武立川店

196-0001 東京都昭島市美堀町１－１－１ヤオコー西武立川駅前店２Ｆ

042-549-0522

東京都

株式会社コクミン拝島駅店

196-0003 東京都昭島市松原町４－１４－４Ｄｉｌａ拝島内

042-500-5930

東京都

株式会社サンドラッグ昭島松原町店

196-0003 東京都昭島市松原町１－４－１３

042-549-7090

東京都

株式会社ドラッグストアバイゴー昭島店

196-0003 東京都昭島市松原町２－１２－１３

042-545-8918

東京都

株式会社カインズホーム昭島店

196-0012 東京都昭島市つつじが丘２－８－５５

042-500-0777

東京都

マツモトキヨシモリタウン昭島店

196-0014 東京都昭島市田中町５６２－１モリタウン本館１Ｆ

042-549-1036
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東京都

株式会社ドラッグストアバイゴー昭島田中町店

196-0014 東京都昭島市田中町２－１

042-543-7581

東京都

株式会社サンドラッグ昭島中神２丁目店

196-0022 東京都昭島市中神町２－１６－６

042-500-6930

東京都

株式会社ドラッグストアバイゴー中神北口店

196-0022 東京都昭島市中神町１１７４－９

042-500-0851

東京都

株式会社マツモトキヨシ昭島中神町店

196-0022 東京都昭島市中神町１－２３－１６

042-546-6145

東京都

イオンリテール株式会社ザ・ビッグ昭島店

196-0024 東京都昭島市宮沢町５００－１

042-500-7011

東京都

ウエルシア昭島朝日町店

196-0025 東京都昭島市朝日町２－１１０１

042-500-4506

東京都

株式会社ウェルパーク西立川店

196-0033 東京都昭島市東町３－５－２２

042-549-7787

東京都

株式会社ジェーソン福生熊川店

197-0003 東京都福生市熊川２６５－１

042-553-4185

東京都

株式会社スギ薬局福生店

197-0003 東京都福生市熊川９８１－７

042-539-4101

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー福生南田園店

197-0004 東京都福生市南田園３－４－１０

042-539-3277

東京都

ウエルシア福生北田園店

197-0005 東京都福生市北田園２－１８－５

042-539-5030

東京都

株式会社サンドラッグ福生店

197-0011 東京都福生市福生９６５

042-539-1788

東京都

株式会社ドラッグストアバイゴー加美平店

197-0012 東京都福生市加美平１－２８－３

0425-39-1251

東京都

株式会社ドラッグストアバイゴー牛浜店

197-0024 東京都福生市牛浜１０９

042-551-3803

東京都

株式会社ドラッグストアバイゴー草花店

197-0802 東京都あきる野市草花３０７３－３

042-559-8001

東京都

株式会社ツルハあきる野とうきゅう店

197-0804 東京都あきる野市秋川１－１７－１あきる野とうきゅう内

042-532-3268

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス秋川薬局

197-0804 東京都あきる野市秋川４－１２－６

042-532-7281

東京都

株式会社東急ストアあきる野とうきゅう

197-0804 東京都あきる野市秋川１丁目１７－１

042-550-0109

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムスあきる野東店

197-0822 東京都あきる野市小川東３－９－１６

042-532-7031

東京都

株式会社ジェーソン野辺店

197-0823 東京都あきる野市野辺９７５－１

042-559-4195

東京都

株式会社サンドラッグあきる野店

197-0825 東京都あきる野市雨間１－５２－１

042-550-6441

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス引田店

197-0834 東京都あきる野市引田５５８－１

042-532-5860

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス青梅大門店

198-0014 東京都青梅市大門３－１６－２２

0428-34-9531

東京都

株式会社ジェーソン青梅今寺店

198-0021 東京都青梅市今寺４－４－２

0428-32-8733

東京都

株式会社ドラッグストアバイゴー藤橋店

198-0022 東京都青梅市藤橋２－５６０－６

0428-32-5001

東京都

ウエルシアラーレ青梅新町店

198-0024 東京都青梅市新町９－２０１６－１ラーレ青梅新町内

0428-30-3301

東京都

ウエルシア青梅新町店

198-0024 東京都青梅市新町２－６９－４

0428-30-7285

東京都

ドラッグストアマツモトキヨシ青梅新町店

198-0024 東京都青梅市新町１－２－４

0428-78-0470

東京都

株式会社サンドラッグ青梅新町店

198-0024 東京都青梅市新町４－３０－２

0428-32-9279

東京都

株式会社ドン・キホーテ青梅新町店

198-0024 東京都青梅市新町９－１－１

0428-30-7011

東京都

株式会社ベイシア青梅インター店

198-0024 東京都青梅市新町６－１６－１５

0428-30-0666

東京都

生協コープとうきょう青梅新町店

198-0024 東京都青梅市新町２－３－１

0428-32-5991

東京都

アマゾンジャパン合同会社青梅ＦＣＴＹＯ４

198-0025 東京都青梅市末広町２－９－１４Ｌａｎｄｐｏｒｔ青梅３内

07011899052

東京都

株式会社ドラッグストアバイゴー師岡店

198-0031 東京都青梅市師岡町３－１８－１

0428-24-1939

東京都

株式会社マツモトキヨシ青梅野上店

198-0031 東京都青梅市師岡町３－２３－１２

0428-24-9571

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー青梅野上町店

198-0032 東京都青梅市野上町２－４－７

0428-20-5050

東京都

イオンスタイル河辺店

198-0036 東京都青梅市河辺町１０－７－１

0428-20-1090

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス青梅河辺店

198-0036 東京都青梅市河辺町７－７－１

0428-30-7441

東京都

株式会社マツモトキヨシ青梅千ケ瀬店

198-0043 東京都青梅市千ケ瀬町４－３２６－１

0428-20-8822

東京都

株式会社ウェルパーク青梅友田町店

198-0051 東京都青梅市友田町５－３４６－１

042-823-4951

東京都

株式会社ドラッグストアバイゴー吉野２号店

198-0063 東京都青梅市梅郷４－６７８－１

0428-76-2816

東京都

株式会社スギ薬局狛江店

201-0003 東京都狛江市和泉本町３－３１－１１

03-5761-5931

東京都

株式会社ウェルパーク狛江松原店

201-0012 東京都狛江市中和泉２－１－５

03-3489-4222

東京都

株式会社サンドラッグ狛江店

201-0014 東京都狛江市東和泉１－１５－７

03-3430-1515

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー西東京住吉町店

202-0005 東京都西東京市住吉町６－４－２

042-438-9160

東京都

株式会社サンドラッグ西東京泉町店

202-0011 東京都西東京市泉町３－１３－１９

042-439-7201

東京都

株式会社マツモトキヨシ西東京泉店

202-0011 東京都西東京市泉町４－３－４

042-425-5380

東京都

株式会社くすりのダイイチ保谷店

202-0012 東京都西東京市東町３－１３－２１

0424-22-1199

東京都

ウェルパーク西東京富士町店

202-0014 東京都西東京市富士町３－８－６

042-452-9756

東京都

株式会社いなげや西東京富士町店

202-0014 東京都西東京市富士町６－１－３０

042-452-0150

東京都

くすりセイジョー柳沢店

202-0015 東京都西東京市保谷町４－１－２３

0424-51-8144

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス西東京保谷薬局

202-0015 東京都西東京市保谷町５－７－２

042-451-7820

東京都

生活協同組合コープとうきょう東伏見店

202-0021 東京都西東京市東伏見３－４－１東伏見ＳＴＥＰ２２内

0424-69-0571

東京都

株式会社ウェルパーク西東京新町店

202-0023 東京都西東京市新町６－１－２

0422-50-1401

東京都

スギドラッグ東久留米上の原店

203-0001 東京都東久留米市上の原１－４－１０

042-420-1362

東京都

スーパービバホーム東久留米店

203-0001 東京都東久留米市上の原２－２－３５

042-470-9011

東京都

イオンリテール株式会社イオン東久留米店

203-0023 東京都東久留米市南沢５－１７－６２

042-460-7300

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス東久留米南町店

203-0031 東京都東久留米市南町３－１－１４

042-439-5812

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー東久留米前沢店

203-0032 東京都東久留米市前沢４－３２－５

042-479-0151

東京都

株式会社サンドラッグ東久留米前沢店

203-0032 東京都東久留米市前沢４－３－２１高橋ビル内

042-479-2331

東京都

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ東久留米店

203-0032 東京都東久留米市前沢５－８－３

042-479-1711

東京都

サンドラッグ滝山店

203-0033 東京都東久留米市滝山７－２３－１６

042-420-7112

東京都

株式会社サンドラツグ滝山店

203-0033 東京都東久留米市滝山４－１－４０

0424-72-4672

東京都

株式会社サンドラッグ東久留米八幡町店

203-0042 東京都東久留米市八幡町１－９－２８

042-470-3171

東京都

株式会社スギ薬局東久留米下里店

203-0043 東京都東久留米市下里４－４－５９

042-470-4701

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー東久留米柳窪店

203-0044 東京都東久留米市柳窪１－７－３２

042-479-2090

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー東久留米幸町店

203-0052 東京都東久留米市幸町３－４－８

042-470-3340

東京都

ウエルシア東久留米本町店

203-0053 東京都東久留米市本町１－４－１７

042-479-0125

東京都

株式会社スギ薬局東久留米駅前店

203-0053 東京都東久留米市本町１－３－３３

042-470-5101

東京都

ウェルパーク東久留米中央町店

203-0054 東京都東久留米市中央町２－１－５７

042-420-6371

東京都

株式会社ウェルパーク秋津駅前店

204-0004 東京都清瀬市野塩１－３２７－１

0424-95-8760

東京都

株式会社サンドラッグ清瀬下清戸店

204-0011 東京都清瀬市下清戸５－８６０－３

042-494-6034

東京都

住商リテイルストアーズ株式会社トモズ清瀬店

204-0021 東京都清瀬市元町１－３－１０

0424-95-4189

東京都

株式会社スギ薬局清瀬店

204-0021 東京都清瀬市元町２－２６－１４

042-494-6371

東京都

セガミメディクス株式会社清瀬店

204-0022 東京都清瀬市松山１－１０－１

0424-96-7106

東京都

ウェルパーク清瀬竹丘店

204-0023 東京都清瀬市竹丘２－１５－４

042-497-2915

東京都

株式会社ドラッグストアバイゴー小作台店

205-0001 東京都羽村市小作台４－３－１

042-570-7466

東京都

株式会社いなげや羽村富士見平店

205-0013 東京都羽村市富士見平１－１５－１０

042-554-8631

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス羽村店

205-0016 東京都羽村市羽加美１－６－１

042-570-7621

東京都

株式会社サンドラッグ羽村神明台店

205-0023 東京都羽村市神明台２－２－３

042-578-5166

東京都

株式会社コモディイイダ聖蹟和田店

206-0001 東京都多摩市和田１８４９－１

042-310-1751

東京都

株式会社サンドラッグ和田店

206-0001 東京都多摩市和田９７２－１

042-355-2211

東京都

株式会社クリエイトＳＤ聖蹟桜ケ丘店

206-0002 東京都多摩市一ノ宮１－２６－１

042-357-1478
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東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス聖蹟桜ヶ丘店

206-0002 東京都多摩市一ノ宮３－１－３－１Ｆ

042-400-6235

東京都

株式会社マツモトキヨシ多摩東寺方店

206-0003 東京都多摩市東寺方６５５－１

042-311-2310

東京都

マツモトキヨシ聖蹟桜ヶ丘店

206-0011 東京都多摩市関戸１－１１－１せいせきＡ館２Ｆ

042-357-2256

東京都

株式会社オカダヤマーノクレアール京王アートマン聖蹟桜ヶ丘店

206-0011 東京都多摩市関戸１－１１－１京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター４Ｆ

042-337-2608

東京都

株式会社マツモトキヨシ多摩貝取店

206-0012 東京都多摩市貝取３－８

042-311-1055

東京都

クリエイトＳ・Ｄ多摩馬引沢店

206-0023 東京都多摩市馬引沢２－１７－９

042-357-8801

東京都

マツモトキヨシ京王多摩センター店

206-0033 東京都多摩市落合１－１０－１京王多摩センターショッピングセンター１Ｆ

042-311-2262

東京都

ウエルシア稲城長沼駅店

206-0802 東京都稲城市東長沼５１６－１２

042-370-3314

東京都

株式会社サンドラッグ東長沼店

206-0802 東京都稲城市東長沼１７３０－６

042-370-3314

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス稲城南山店

206-0802 東京都稲城市東長沼２４７１

042-370-8051

東京都

ドラッグストアマツモトキヨシ稲城向陽台店

206-0803 東京都稲城市向陽台３－８－１スーパー三和稲城店内

042-370-0227

東京都

株式会社ウェルパーク稲城向陽台店

206-0803 東京都稲城市向陽台２－１－４

042-370-2616

東京都

株式会社いなげや稲城矢野口店

206-0812 東京都稲城市矢野口１７１

042-378-1456

東京都

株式会社マツモトキヨシアメリア稲城店

206-0812 東京都稲城市矢野口２２８４－１

042-378-3066

東京都

マツモトキヨシ稲城上平尾店

206-0823 東京都稲城市平尾１１３９

042-350-6264

東京都

株式会社富士薬品ドラッグセイムス稲城平尾店

206-0823 東京都稲城市平尾２－１－１

042-350-8505

東京都

ウエルシア稲城若葉台アクロスプラザ店

206-0824 東京都稲城市若葉台１－５５アクロスプラザ若葉台内

042-350-6602

東京都

株式会社ツルハフレスポ若葉台店

206-0824 東京都稲城市若葉台２－４－２フレスポ若葉台１Ｆ

042-350-6351

東京都

トモズ東大和店

207-0011 東京都東大和市清原４－１０－１９

042-590-0650

東京都

株式会社スギ薬局東大和店

207-0013 東京都東大和市向原４－２２－２

042-590-0241

東京都

株式会社ハックキミサワハックドラッグ東大和向原店

207-0013 東京都東大和市向原３－１－４

042-590-1289

東京都

株式会社サンドラッグ東大和店

207-0015 東京都東大和市中央１－１－１

042-561-0561

東京都

高田薬局ウィンダーランド東大和店

207-0015 東京都東大和市中央１丁目１２－４セントヒルズ１Ｆ

042-567-4138

東京都

株式会社ジェーソン東大和店

207-0016 東京都東大和市仲原２－１５－５

042-562-9512

東京都

株式会社サンドラッグ東大和立野店

207-0021 東京都東大和市立野３－１３４４－１

042-516-1530

東京都

株式会社いなげや玉川上水駅前店

207-0022 東京都東大和市桜が丘３丁目４４－３２

042-562-6811

東京都

株式会社サンドラッグ東大和桜が丘店

207-0022 東京都東大和市桜が丘４－２９１－１

042-590-0073

東京都

株式会社ウェルパーク武蔵村山店

208-0011 東京都武蔵村山市学園３－４３－２

042-562-0013

東京都

株式会社ジェーソン武蔵村山学園店

208-0011 東京都武蔵村山市学園１－５３－１

0425-63-5333

東京都

株式会社マツモトキヨシ武蔵村山店

208-0011 東京都武蔵村山市学園１－５３－１

042-563-5152

東京都

株式会社クリエイトエス・ディー武蔵村山大南店

208-0013 東京都武蔵村山市大南２－２－１

042-566-8401

東京都

ドラッグセイムス武蔵村山三ツ藤店

208-0021 東京都武蔵村山市三ツ藤３－１－３

042-506-8835

東京都

イオンリテール株式会社イオンむさし村山店

208-0022 東京都武蔵村山市榎１－１－３

042-516-0300

東京都

ウエルシアダイエー武蔵村山店

208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平３－３６－１

042-520-5491

東京都

株式会社ジェーソン武蔵村山店

208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平３－４２－７

042-560-9570

東京都

株式会社ドラッグストアバイゴー西村山店

208-0031 東京都武蔵村山市岸１－３７－２

042-520-0399

東京都

株式会社スギ薬局残堀店

208-0034 東京都武蔵村山市残堀５－１２６－２

042-520-6731

東京都

株式会社ドラッグストアバイゴー残堀店

208-0034 東京都武蔵村山市残堀５－１５５－１

042-569-2871

神奈川県 株式会社コクミン川崎パレール店

210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町８パレール川崎Ｂ１Ｆ

044-221-5930

神奈川県 株式会社サンドラッグ川崎銀柳街店

210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子２－３－８

044-246-5165

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ川崎銀柳街店

210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子２丁目１－２

044-222-5788

神奈川県 コクミン薬局川崎地下街店

210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２６－２－５０アゼリア

044-245-1836

神奈川県 マツモトキヨシ川崎アゼリア店

210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２６－２アゼリア内

044-230-0211

神奈川県 株式会社ツルハ川崎店

210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２－１７

044-223-1334

神奈川県 株式会社ドン・キホーテピカソ川崎銀柳街店

210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町４－１２

044-210-3011

神奈川県 株式会社スギ薬局川崎藤崎店

210-0804 神奈川県川崎市川崎区藤崎４－３４－１９

044-272-8023

神奈川県 株式会社ヨドバシカメラ川崎物流センター

210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町３－２５－６４

044-281-1010

神奈川県 サンテドラッグ出来野店

210-0825 神奈川県川崎市川崎区出来野１－１７

044-266-2026

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎桜本店

210-0833 神奈川県川崎市川崎区桜本２－３１－１９

044-280-0333

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎渡田店

210-0837 神奈川県川崎市川崎区渡田２－１５－１０

044-329-1078

神奈川県 株式会社スギ薬局さつき橋店

210-0837 神奈川県川崎市川崎区渡田１－１－４

044-276-8266

神奈川県 株式会社サンドラッグ小田銀座店

210-0846 神奈川県川崎市川崎区小田４－３１－７

044-322-7309

神奈川県 ドラッグストアスマイル川崎浅田店

210-0847 神奈川県川崎市川崎区浅田２－１２－１

044-355-6934

神奈川県 ドラッグストアスマイル京町店

210-0848 神奈川県川崎市川崎区京町１－９－１１

044-355-7104

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎田島町店

210-0853 神奈川県川崎市川崎区田島町１６－１

044-328-6105

神奈川県 くすりセイジョー南幸町店

210-0916 神奈川県川崎市幸区南幸町１－５

044-542-9735

神奈川県 クスリのナカヤマ新丸子駅前店

211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東１－８３２

044-431-1339

神奈川県 株式会社東急ストア新丸子店

211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東１丁目９８９－２

044-411-0109

神奈川県 株式会社スギ薬局向河原駅前店

211-0011 神奈川県川崎市中原区下沼部１７５８－１－１Ｆ

044-948-7532

神奈川県 ウエルシア川崎平間店

211-0015 神奈川県川崎市中原区北谷町５７－５

044-542-5071

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎平間店

211-0015 神奈川県川崎市中原区北谷町４

044-520-3020

神奈川県 クスリのカツマタ元住吉店

211-0025 神奈川県川崎市中原区木月４５７

044-433-9975

神奈川県 トモズ元住吉西口店

211-0025 神奈川県川崎市中原区木月１－３０－３３

044-433-9970

神奈川県 株式会社サンドラッグプラム元住吉店

211-0025 神奈川県川崎市中原区木月５３２－２Ｆ

044-433-5026

神奈川県 株式会社セイジョー元住吉店

211-0025 神奈川県川崎市中原区木月２－３－３５

044-431-6563

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ日吉店

211-0025 神奈川県川崎市中原区木月４－３１－８

044-430-5282

神奈川県 株式会社いなげや川崎下小田中店

211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中２－３５－１

044-750-1108

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケアデポ下小田中店

211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中６－２４－１

044-753-0771

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎下小田中店

211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中３－２５－１４

044-740-0641

神奈川県 株式会社スギ薬局下新城店

211-0042 神奈川県川崎市中原区下新城２－６－６

044-750-1231

神奈川県 株式会社サンドラッグ川崎宮内店

211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内２－２５

044-753-0507

神奈川県 株式会社ライフコーポレーション宮内２丁目店

211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内２－１－１

044-766-3311

神奈川県 ウエルシア武蔵中原店

211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中４－２－１アルカード武蔵中原店内

044-753-2838

神奈川県 スギドラッグ上小田中店

211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中６－１－２０

044-750-7531

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ上小田中店

211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中６－１１－８

044-738-0223

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ大谷戸店

211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中１－３２－６

044-753-0556

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ武蔵中原店

211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中５－２－２

044-799-2489

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎小杉陣屋町店

211-0062 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町２－６－２５

044-739-2636

神奈川県 マツモトキヨシ武蔵小杉駅北口店

211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町１－４０３－１Ｆ

044-738-0021

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス南加瀬店

211-0955 神奈川県川崎市幸区南加瀬３－１２－２７

044-589-0525

神奈川県 ドラッグストアマツモトキヨシ尻手駅前店

212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町３－１１４－１サミット内

044-540-0121

神奈川県 株式会社ドン・キホーテＰＡＷかわさき店

212-0022 神奈川県川崎市幸区神明町１－４４－１

044-543-1611

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ鹿島田店

212-0027 神奈川県川崎市幸区新塚越２１０

044-542-2289

アゼリア

38 / 47 ページ

モイストラボ

BBエッセンスクリーム・薬用美白 BBクリーム

都道府県

店舗名

お取り扱い店舗一覧
郵便番号

2021年12月時点

住所

電話番号

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎下平間店

212-0053 神奈川県川崎市幸区下平間３３８－１

044-542-4791

神奈川県 スギドラッグ南加瀬店

212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬４－１１－１１

044-589-5776

神奈川県 株式会社いなげや川崎南加瀬店

212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬４－１４－３０

044-580-3107

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎南加瀬店

212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬３－９－３５

044-580-6850

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス川崎矢上店

212-0056 神奈川県川崎市幸区矢上１６－１

044-580-3701

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ鹿島田駅ビル店

212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田１００６

044-555-7328

神奈川県 株式会社サンドラッグ溝の口長崎屋店

213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口１－１３－５

044-850-4010

神奈川県 株式会社ドン・キホーテ溝の口駅前店

213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口１－１３－５

044-829-0322

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ武蔵溝の口北口駅前店

213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口１－１－６

044-833-6821

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎高津店

213-0002 神奈川県川崎市高津区二子６－１－１－１Ｆ

044-850-3303

神奈川県 くすりセイジョー梶ヶ谷店

213-0013 神奈川県川崎市高津区末長１３１－１

044-860-2038

神奈川県 株式会社東急ストア梶が谷店

213-0013 神奈川県川崎市高津区末長９５－７

044-877-0109

神奈川県 ドラッグストアスマイル梶ケ谷店

213-0015 神奈川県川崎市高津区梶ケ谷６－８－１

044-865-5477

神奈川県 クリエイトエス・ディー千年新町店

213-0021 神奈川県川崎市高津区千年新町３－１

044-751-7411

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎千年店

213-0022 神奈川県川崎市高津区千年９４４

044-740-6850

神奈川県 株式会社サンドラッグ子母口店

213-0023 神奈川県川崎市高津区子母口根田町３７６－１

044-753-2571

神奈川県 株式会社ライフコーポレーション子母口店

213-0023 神奈川県川崎市高津区子母口字旭田２８４

044-798-0575

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ明津店

213-0024 神奈川県川崎市高津区明津２４０

044-751-5113

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ久末店

213-0027 神奈川県川崎市高津区野川３９３１－１

044-752-5513

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ野川店

213-0027 神奈川県川崎市高津区野川３７０３

044-740-7222

神奈川県 マツモトキヨシ川崎久地店

213-0032 神奈川県川崎市高津区久地３－１－５

044-819-5768

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄ川崎上作延店

213-0034 神奈川県川崎市高津区上作延２３４－３

044-870-3012

神奈川県 ドラッグストアスマイル梶ヶ谷不動前店

213-0034 神奈川県川崎市高津区上作延１１３２－１

044-856-6590

神奈川県 ドラッグストアスマイル稲田堤店

214-0001 神奈川県川崎市多摩区菅１－２－２５

044-948-0025

神奈川県 ウェルパーク川崎中野島５丁目店

214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島５－２－３５

044-322-0113

神奈川県 クスリのナカヤマ中野島店

214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島６－２６－１フジヨシハイム１Ｆ

044-930-1161

神奈川県 株式会社いなげや川崎登戸店

214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島２３２５－１

044-922-5070

神奈川県 株式会社ジェーソン中野島店

214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島１１８５－８

044-911-2813

神奈川県 株式会社セイジョー中野島店

214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島３－１５－３

044-930-6052

神奈川県 クスリのナカヤマ向ヶ丘遊園北口店

214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２０２７

044-933-1026

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ登戸店

214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸５４３－１

044-934-1851

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎向ヶ丘遊園店

214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸１８５４－１Ｆ

044-931-1120

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎登戸店

214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸５８２

044-930-2061

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎宿河原店

214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原２－４２－５

044-930-1061

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎宿河原駅南口店

214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原３－３－１５－１Ｆ

044-931-0025

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ宿河原店

214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原７－１６－５

044-930-5589

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ長沢店

214-0035 神奈川県川崎市多摩区長沢４－１－３

044-978-2589

神奈川県 クスリのナカヤマ生田世田谷通り店

214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田７－１０－１１

044-969-5112

神奈川県 マツモトキヨシ小田急アコルデ新百合ヶ丘店

215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１７－１小田急アコルデ３Ｆ

044-959-5736

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス新百合ヶ丘北口店

215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１－２シティモール内

044-819-6090

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ万福寺店

215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺３－１－２小田急ＯＸ万福寺店２Ｆ

044-959-0589

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄ川崎千代ケ丘店

215-0005 神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘９－２－５

044-969-7075

神奈川県 スーパー三和百合ヶ丘店Ａ館

215-0011 神奈川県川崎市麻生区百合丘２－３－１

044-954-1071

神奈川県 株式会社いなげや新ゆりヨネッティー王禅寺前店

215-0012 神奈川県川崎市麻生区東百合丘３－５－５

044-967-1123

神奈川県 株式会社ウェルパーク川崎王禅寺店

215-0018 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東１－３７－５

044-819-8581

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン新百合ヶ丘店

215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－１９－１Ｆ

044-951-5501

神奈川県 ハックドラッグ川崎柿生店

215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生５－４１－１

044-980-8030

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ新百合ヶ丘店

215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－２０－１小田急アコルデ２Ｆ

044-959-0289

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ川崎下麻生店

215-0022 神奈川県川崎市麻生区下麻生３２９－１

044-981-0391

神奈川県 株式会社ツルハ川崎下麻生店

215-0022 神奈川県川崎市麻生区下麻生２－１－１１

044-980-0268

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ下麻生店

215-0022 神奈川県川崎市麻生区下麻生２－１１－７

044-981-1189

神奈川県 株式会社ツルハ栗平駅前店

215-0024 神奈川県川崎市麻生区白鳥３－５－５

044-981-3148

神奈川県 株式会社ツルハ五月台駅前店

215-0025 神奈川県川崎市麻生区五力田２－３－１

044-981-0268

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ京王若葉台駅前店

215-0035 神奈川県川崎市麻生区黒川５６２－６

044-980-5521

神奈川県 株式会社カワチ薬品はるひ野店

215-0036 神奈川県川崎市麻生区はるひ野４－２

044-980-4681

神奈川県 ホームセンターコーナン宮前上野川店

216-0001 神奈川県川崎市宮前区野川１６－１

044-777-5700

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎南野川店

216-0001 神奈川県川崎市宮前区野川４０５２

044-750-1280

神奈川県 ＦｉｔＣａｒｅＤＥＰＯＴ上野川店

216-0001 神奈川県川崎市宮前区野川１５８

044-766-1630

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎東有馬店

216-0002 神奈川県川崎市宮前区東有馬２－１－１０

044-870-3303

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ川崎有馬店

216-0003 神奈川県川崎市宮前区有馬２－１－３

044-860-3085

神奈川県 トモズ鷺沼北口店

216-0004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼４－１－１

044-948-8102

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎鷺沼店

216-0004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼１－１８－１１

044-870-2321

神奈川県 株式会社東急ストア鷺沼とうきゅう

216-0004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼１－１

044-855-0109

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎宮前区役所前店

216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋７－１－３－１Ｆ

044-870-6611

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ川崎土橋店

216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋５－１－１

044-975-7553

神奈川県 トモズ宮前平店

216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平２－１５－１５ブリリア宮前平１Ｆ

044-872-8626

神奈川県 株式会社ウェルパーク宮前平駅前店

216-0007 神奈川県川崎市宮前区小台２－５－７

044-862-4715

神奈川県 ドラッグストアマツモトキヨシ川崎水沢店

216-0012 神奈川県川崎市宮前区水沢２－３－８－１Ｆ

044-978-3050

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケアデポ菅生２丁目店

216-0015 神奈川県川崎市宮前区菅生２－２３－２７

044-976-3830

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ菅生店

216-0015 神奈川県川崎市宮前区菅生５－１－２２

044-978-1350

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎菅生店

216-0015 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１－１３

044-978-2770

神奈川県 株式会社サンドラッグ平店

216-0022 神奈川県川崎市宮前区平１－２－１１

044-862-0871

神奈川県 株式会社スギ薬局平店

216-0022 神奈川県川崎市宮前区平２－４－３８相鉄ローゼン平内

044-870-9131

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー川崎神木本町店

216-0031 神奈川県川崎市宮前区神木本町１－９－７

044-870-0131

神奈川県 スギドラッグ宮崎台店

216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎１－９－１－１Ｆ

044-982-1362

神奈川県 株式会社東急ストア宮崎台店

216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎２－１０－１４

044-857-0109

神奈川県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ東名川崎店

216-0035 神奈川県川崎市宮前区馬絹２－１－１

044-870-3811

神奈川県 マツモトキヨシ横浜ジョイナスＰａｒｔ１店

220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１－４ジョイナスザ・ダイヤモンドＢ１Ｆ

045-328-3303

神奈川県 株式会社ドン・キホーテ横浜西口店

220-0005 神奈川県横浜市西区南幸２－１５－５

045-317-3411

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックシティ横浜西口店

220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１－１２－６

045-317-9489

神奈川県 株式会社東急ストア横浜店

220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１丁目４－Ｂ１ダイヤモンド地下街

045-314-0109

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグＭＡＲＫＩＳみなとみらい店

220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－５－１ＭＡＲＫＩＳみなとみらいＢ２Ｆ

045-640-5789

神奈川県 ドラッグストアスマイル藤棚店

220-0053 神奈川県横浜市西区藤棚町１－５４

045-260-6495
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神奈川県 サミット株式会社横浜岡野店

220-0073 神奈川県横浜市西区岡野２－５－１８

045-313-3315

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ岡野店

220-0073 神奈川県横浜市西区岡野２－５－１８

045-317-8889

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ城山店

220-0102 神奈川県津久井郡城山町原宿３－４－１

042-782-5780

神奈川県 株式会社サンドラッグ城山店

220-0102 神奈川県津久井郡城山町原宿３－２７５９－１

042-782-3490

神奈川県 株式会社ウェルパーク津久井中野店

220-0207 神奈川県津久井郡津久井町中野１３６０－１

042-784-7199

神奈川県 株式会社サンドラッグ津久井店

220-0207 神奈川県津久井郡津久井町中野９７０－１

042-780-5433

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ三ケ木店

220-0209 神奈川県津久井郡津久井町三ケ木３６１－５

042-780-5556

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ新子安店

221-0013 神奈川県横浜市神奈川区新子安１－２－４

045-438-1189

神奈川県 株式会社スギ薬局大口店

221-0015 神奈川県横浜市神奈川区神之木町７－５

045-439-3651

神奈川県 ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ大口店

221-0015 神奈川県横浜市神奈川区神之木町２－３０

045-433-1411

神奈川県 クスリのカツマタ白楽店

221-0065 神奈川県横浜市神奈川区白楽１２１

045-431-4366

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ六角橋店

221-0802 神奈川県横浜市神奈川区六角橋１－１３－１中島ビル１Ｆ

045-439-0089

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン東神奈川店

221-0821 神奈川県横浜市神奈川区富家町１

045-434-2121

神奈川県 トモズ反町店

221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町３－１７－２

045-628-9405

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー横浜反町店

221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町２－１３－９

045-411-3033

神奈川県 ドラッグストアスマイル新横浜店

221-0862 神奈川県横浜市神奈川区三枚町２１５－１

045-470-6660

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ羽沢店

221-0863 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１７４５

045-370-0455

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ菅田店

221-0864 神奈川県横浜市神奈川区菅田町１８００

045-478-3811

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ西菅田店

221-0864 神奈川県横浜市神奈川区菅田町３４５

045-472-5547

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ横浜西菅田店

221-0864 神奈川県横浜市神奈川区菅田町５６３－１

045-477-5840

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ片倉コープ店

221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉１－１６－３コープかながわ片倉店２Ｆ

045-488-5189

神奈川県 株式会社マツモトキヨシトレッサ横浜店

222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町７００

045-532-2562

神奈川県 トモズ菊名店

222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名６－１６－１

045-500-3551

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ妙蓮寺店

222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名１－１－３

045-432-8888

神奈川県 株式会社ドン・キホーテ新横浜店

222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名７－９－２５

045-549-5611

神奈川県 株式会社東急ストア菊名店

222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名７丁目１－１

045-433-1321

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポアスティ店

222-0026 神奈川県横浜市港北区篠原町２９３７

045-475-2266

神奈川県 クスリのカツマタ大倉山店

222-0031 神奈川県横浜市港北区太尾町２７０

045-547-0900

神奈川県 ウエルシア横浜大豆戸店

222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町９８０－１

045-533-1131

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポペペＢ１Ｆ店

222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３－４プリンスホテルＳＡペペＢ１

045-470-3200

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ岸根店

222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜１－１－１

045-470-1800

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ篠原店

222-0034 神奈川県横浜市港北区岸根町４３８－１

045-488-1444

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ日吉箕輪店

223-0051 神奈川県横浜市港北区箕輪町２－１－１３

045-565-4773

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄ港北綱島東店

223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東２－２－１４

045-531-9011

神奈川県 ハックドラッグ綱島駅東口店

223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東１－５－１７

045-533-3185

神奈川県 マツモトキヨシアピタテラス横浜綱島店

223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東４－３－１７アピタテラス１Ｆ

045-533-4053

神奈川県 株式会社いなげや横浜綱島店

223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西４丁目１２－１８

045-542-3212

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ北綱島店

223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西５－１９－４

045-543-5700

神奈川県 株式会社サンドラッグ綱島店

223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西２－８－１イトーヨーカ堂綱島店内

045-534-1322

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ綱島西店

223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西２－５－３０くむらビル内

045-540-1745

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ綱島駅前店

223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西１－６－６アーバンシュロス綱島１Ｆ

045-540-0889

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ横浜新羽店

223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町１６３６－１パティオワンビルＭ２階

045-540-0399

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン横浜新吉田店

223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東８－４９－１

045-548-2069

神奈川県 株式会社マキヤエスポット新横浜店

223-0059 神奈川県横浜市港北区北新横浜１－３－１６

045-533-3322

神奈川県 マツモトキヨシ日吉東急アベニュー店

223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉２－１－１日吉東急アベニューＢ１Ｆ

045-560-1647

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ日吉５丁目店

223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉５－２１－１

045-566-8771

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス日吉店

223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉６－１１－２８

045-566-7020

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー港北日吉本町店

223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町４－１－４１

045-566-2260

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー港北下田町店

223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町４－３－１０

045-560-2180

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス横浜下田店

223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町５－２４－１０

045-566-8761

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ高田西店

223-0066 神奈川県横浜市港北区高田西１－１６－２８

045-590-0955

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー港北高田店

223-0066 神奈川県横浜市港北区高田西２－１１－３０

045-590-2017

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポサフェレ中川店

224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川１－２０－１サフェレ中川１Ｆ

045-910-5520

神奈川県 クリエイトエス・ディーノースポート・モール店

224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－２５－１ノースポート・モール１Ｆ

045-910-1873

神奈川県 ハックドラッグセンター北あいたい店

224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－１－３あいたい２Ｆ

045-910-1301

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグモザイクモール港北店

224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３１－１－２－Ｂ１Ｆ

045-914-2835

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ荏田東店

224-0006 神奈川県横浜市都筑区荏田東４－３－４サンクレスト１階

045-941-5555

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ中川店

224-0015 神奈川県横浜市都筑区牛久保西２－１

045-910-1088

神奈川県 ホームセンターコーナン港北ニュータウン店

224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田５－１３－１

045-590-6122

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ北山田店

224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田１－１－５２

045-591-3011

神奈川県 ホームセンターコーナン港北センター南店

224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央５３－１

045-948-6045

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポセンター南店

224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央１－１センター南駅構内

045-948-4132

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ港北東急店

224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央５－１

045-948-5189

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス仲町台駅前薬局

224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－５－１

045-947-0885

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ池辺町店

224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町４２２８

045-929-6601

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグららぽーと横浜店

224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５－１ららぽーと横浜１Ｆ

045-929-5589

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ都筑ふれあいの丘駅前店

224-0062 神奈川県横浜市都筑区葛が谷３－４

045-943-0889

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ美しが丘店

225-0001 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西３－６５－３

045-902-0089

神奈川県 ツルハドラッグたまプラーザ駅東店

225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－１－２７

045-482-6933

神奈川県 株式会社マツモトキヨシたまプラーザ店

225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘１－７東急百貨店Ｂ１Ｆ

045-903-2575

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー青葉あざみ野店

225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川１－１３－１０

045-909-0026

神奈川県 ＦｉｔＣａｒｅＤＥＰＯＴ元石川店

225-0004 神奈川県横浜市青葉区元石川町７５１２－３

045-909-0870

神奈川県 株式会社サンドラッグビッグサン荏子田店

225-0005 神奈川県横浜市青葉区荏子田３－２４

045-905-2708

神奈川県 ダイコクドラッグ横浜あざみ野駅前店

225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野１－１１－５みつまるビル１Ｆ

045-909-5444

神奈川県 株式会社東急ストアあざみ野店

225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２丁目１－１

045-902-0109

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ荏田２４６店

225-0013 神奈川県横浜市青葉区荏田町４２４－３

045-910-1166

神奈川県 クリエイトエス・ディーハーモス荏田店

225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西２－１４－３ハーモス荏田１Ｆ

045-914-8620

神奈川県 株式会社しまむらシャンブルハーモス荏田店

225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西２－１４－３

045-910-6571

神奈川県 株式会社マツモトキヨシすすき野とうきゅう店

225-0021 神奈川県横浜市青葉区すすき野２－５－４東急ストアすすき野店１Ｆ

045-905-5150

神奈川県 株式会社東急ストアすすき野とうきゅう

225-0021 神奈川県横浜市青葉区すすき野２－５－４

045-904-0109

神奈川県 ドラッグストアスマイル青葉黒須田店

225-0022 神奈川県横浜市青葉区黒須田３２－１

045-530-0226

神奈川県 くすりセイジョー市ヶ尾店

225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１０６４

045-978-6144

神奈川県 スギドラッグ市ケ尾店

225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１０６３－１４

045-479-9021
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神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ市ヶ尾店

225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１１５４－２市ヶ尾プラザ１Ｆ

045-978-5551

神奈川県 株式会社東急ストア市ケ尾店

225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１１５６－１

045-979-0109

神奈川県 ドラッグストアスマイル鴨居南口店

226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居１－９－１４

045-532-5003

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ中山町店

226-0011 神奈川県横浜市緑区中山町８８３－１

045-938-5166

神奈川県 株式会社東急ストア中山とうきゅう

226-0011 神奈川県横浜市緑区中山町３０４－１

045-935-0109

神奈川県 株式会社リバースドラッグストアリバース中山店

226-0014 神奈川県横浜市緑区台村町３５０

045-931-9392

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー緑三保町店

226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町２５７５－１３

045-929-2661

神奈川県 株式会社ドン・キホーテ東名横浜インター店

226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘５－１－１

045-924-3611

神奈川県 ツルハドラッグ長津田みなみ台店

226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台５－２４－１

045-530-0645

神奈川県 トステムビバ株式会社スーパービバホーム長津田店

226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台４－６－１

045-988-6311

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ長津田みなみ台店

226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台１－５－４

045-989-2888

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー緑さつきが丘店

226-0024 神奈川県横浜市緑区西八朔町３５６－３

045-930-1801

神奈川県 ココカラファイン十日市場駅南口店

226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町８０１－１

045-983-7710

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ十日市場店

226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町９００－１２－１０１

045-988-2288

神奈川県 マツモトキヨシエトモ長津田店

226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田４－１－１

045-482-9346

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ長津田駅北口店

226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田２－１－２

045-989-1689

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムスいぶき野店

226-0028 神奈川県横浜市緑区いぶき野３１－２

045-988-0906

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー緑森の台店

226-0029 神奈川県横浜市緑区森の台７－１２

045-929-5907

神奈川県 株式会社ハックキミサワハツクドラツグ桂台店

227-0034 神奈川県横浜市青葉区桂台２－４－１

045-961-8389

神奈川県 株式会社サンドラッグ青葉店

227-0038 神奈川県横浜市青葉区奈良３－２０－１

045-960-5121

神奈川県 ウエルシア藤が丘店

227-0043 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１－３６－１アポラン藤が丘店内

045-978-6788

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ藤が丘駅前店

227-0043 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１－２８－１７

045-979-2289

神奈川県 ハックドラッグ横浜もえぎ野店

227-0044 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野１－２

045-971-3911

神奈川県 株式会社サンドラッグ若草台店

227-0045 神奈川県横浜市青葉区若草台１７－１

045-960-0246

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ横浜柿の木台店

227-0048 神奈川県横浜市青葉区柿の木台４－７

045-974-5221

神奈川県 トモズ東急スクエア店

227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－１－１東急スクエアＮｏｒｔｈ－１内

045-985-8705

神奈川県 株式会社カメガヤミュゼ・ド・ポゥ青葉台店

227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－１－１

045-989-6633

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー青葉台２丁目店

227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－１１－１８

045-988-1751

神奈川県 ウエルシア座間ひばりが丘店

228-0003 神奈川県座間市ひばりが丘４－６１８３－１

046-298-2430

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤひばりが丘店

228-0003 神奈川県座間市ひばりが丘５－１４－２７

046-298-5006

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤさがみ野店

228-0005 神奈川県座間市さがみ野２－１－１２

0462-52-7121

神奈川県 サンテドラッグ相武台店

228-0011 神奈川県座間市相武台３－４７３８

0462-56-9645

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ広野台店

228-0012 神奈川県座間市広野台１－５１３３－１

046-252-7288

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー相模原鵜野森店

228-0801 神奈川県相模原市鵜野森２－１６－１

042-702-0351

神奈川県 株式会社ウェルパーク上鶴間店

228-0802 神奈川県相模原市上鶴間２０８３－１

042-740-2371

神奈川県 株式会社東急ストア東林間店

228-0802 神奈川県相模原市上鶴間７丁目８－１

042-745-0109

神奈川県 株式会社ツルハ相模大野店

228-0803 神奈川県相模原市相模大野６－１５－３

042-767-5750

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ相模大野店

228-0803 神奈川県相模原市相模大野４－５－１

042-765-8911

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ相模大野店

228-0805 神奈川県相模原市豊町１４－５

042-702-2333

神奈川県 株式会社スギ薬局小田急相模原店

228-0813 神奈川県相模原市松が枝町１７－１５平和ビル松が枝マンション１Ｆ

042-767-5751

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ新磯野店

228-0825 神奈川県相模原市新磯野１－４１－７

046-258-3311

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス麻溝台店

228-0828 神奈川県相模原市麻溝台７－２５－９

042-701-3506

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー淵野辺本町店

229-0002 神奈川県相模原市淵野辺本町３－１－５

042-730-1710

神奈川県 株式会社スギ薬局相模原古淵店

229-0004 神奈川県相模原市古淵２－５－４

042-786-1731

神奈川県 株式会社島忠ホームセンター相模原店

229-0004 神奈川県相模原市古淵２－９－１

042-704-3550

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ淵野辺店

229-0006 神奈川県相模原市淵野辺２－６－３０

042-759-2031

神奈川県 株式会社ドン・キホーテ古淵店

229-0011 神奈川県相模原市大野台６－１４－９

042-786-8411

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ相模原東大沼店

229-0013 神奈川県相模原市東大沼３－３０－２２

042-742-0701

神奈川県 株式会社ウェルパーク相模原原当麻店

229-0015 神奈川県相模原市下溝６０６－９

042-777-0651

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス緑が丘店

229-0025 神奈川県相模原市緑が丘１－１１－２

042-704-1363

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ相模原陽光台店

229-0026 神奈川県相模原市陽光台３－１８－１７

042-757-3350

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤコムドラッグ相模原矢部店

229-0032 神奈川県相模原市矢部２－２８－７

042-752-0815

神奈川県 株式会社リバースドラッグストアリバース渕野辺店

229-0034 神奈川県相模原市共和４－１４－１

042-776-3443

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ相模原富士見店

229-0036 神奈川県相模原市富士見５－５－１

042-730-5321

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ京王橋本駅ビル店

229-1103 神奈川県相模原市橋本２－３－２

042-775-2330

神奈川県 株式会社サンドラッグ東橋本店

229-1104 神奈川県相模原市東橋本４－１０－３

042-770-0160

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス相模原店

229-1122 神奈川県相模原市横山２－１１

042-786-7269

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ番田店

229-1123 神奈川県相模原市上溝２１７９－３

042-763-8005

神奈川県 株式会社ダイエー上溝店

229-1123 神奈川県相模原市上溝５－１４－１９

042-761-8111

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス作の口店

229-1123 神奈川県相模原市上溝４４０９－２

042-764-3460

神奈川県 株式会社ウェルパーク相模原田名店

229-1124 神奈川県相模原市田名４６５７－１

042-760-0681

神奈川県 株式会社高田薬局ウインダーランド相模原田名店

229-1124 神奈川県相模原市田名４７５７

042-764-0770

神奈川県 ホームセンターコーナン相模原西橋本店

229-1131 神奈川県相模原市西橋本５－４－３

042-700-3691

神奈川県 株式会社ウェルパーク相模原下九沢店

229-1134 神奈川県相模原市下九沢１７３８－２

042-763-5811

神奈川県 クスリのカツマタ矢向店

230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向６－７－１０末広ビル１Ｆ

045-570-3119

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ矢向駅前店

230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向６－６－２３食品館あおば内

045-580-1089

神奈川県 株式会社マツモトキヨシフォルテ森永橋店

230-0004 神奈川県横浜市鶴見区元宮２－７９６－１

045-576-3305

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー鶴見下末吉店

230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉６－１０－３７

045-570-3166

神奈川県 ツルハドラッグ鶴見市場店

230-0022 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町５－１１

045-717-7260

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー鶴見平安町店

230-0031 神奈川県横浜市鶴見区平安町２－７－８

045-508-3275

神奈川県 クリエイトエス・ディー鶴見向井町店

230-0037 神奈川県横浜市鶴見区向井町４－８７－１

045-508-3988

神奈川県 ハックドラッグ鶴見下野谷店

230-0047 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町３－８８－１

045-508-7735

神奈川県 ココカラファインＬＩＣＯＰＡ鶴見店

230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－１５－３０ＬＩＣＯＰＡ鶴見１Ｆ

045-633-1510

神奈川県 マツモトキヨシ京急鶴見店

230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－３０－２２ウィングキッチン１Ｆ

045-508-0122

神奈川県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ鶴見店

230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－１３－１５

045-521-0911

神奈川県 クリエイトエス・ディー鶴見生麦店

230-0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦３－１６－６

045-511-5030

神奈川県 マツモトキヨシ鶴見駅西口店

230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町２－２－１Ｆ

045-585-3510

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン駒岡店

230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡５－６－１

045-585-7000

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー鶴見北寺尾店

230-0074 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾６－３２－９

045-570-5281

神奈川県 株式会社スギ薬局関内店

231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町１－８－１Ｆ

045-227-5770

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ関内駅前店

231-0017 神奈川県横浜市中区港町２－９関内駅前第二ビル１Ｆ

045-226-5008

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポシルクセンター店

231-0023 神奈川県横浜市中区山下町１シルクセンター内

045-640-0221

神奈川県 ウエルシア横浜長者町店

231-0033 神奈川県横浜市中区長者町３－８－１

045-226-5502
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神奈川県 ウエルシアＦＣＭＭドラッグ伊勢佐木町店

231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町７－１５２

045-262-6429

神奈川県 トモズカトレヤプラザ伊勢佐木店

231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町１－５－４カトレヤプラザ１Ｆ

045-315-3335

神奈川県 株式会社ドン・キホーテ伊勢佐木モール店

231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町３－９８

045-250-6061

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ伊勢佐木１丁目店

231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町１－６－５

045-250-1085

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ曙町店

231-0057 神奈川県横浜市中区曙町３－３９－１

045-250-3389

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ野毛店

231-0064 神奈川県横浜市中区野毛町３－１６０－４ちぇるる野毛１Ｆ

045-260-5589

神奈川県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ港山下総本店

231-0801 神奈川県横浜市中区新山下１－２－８

045-628-5211

神奈川県 株式会社島忠ホームズ新山下店

231-0801 神奈川県横浜市中区新山下２－１２－３４

045-628-6200

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン本牧店

231-0821 神奈川県横浜市中区本牧原７－１

045-624-2121

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄ横浜本牧店

231-0825 神奈川県横浜市中区本牧間門３８－１

045-628-3187

神奈川県 ハックドラッグ横浜南太田店

232-0006 神奈川県横浜市南区南太田１－２１－５

045-711-0113

神奈川県 ドラッグストアスマイル横浜吉野町店

232-0014 神奈川県横浜市南区吉野町２－５－１石田ビル内

045-315-2101

神奈川県 ドラッグストアスマイル横浜蒔田店

232-0016 神奈川県横浜市南区宮元町２－２８－１

045-334-8171

神奈川県 ドラッグセイムス蒔田駅前店

232-0016 神奈川県横浜市南区宮元町３－５５

045-315-3743

神奈川県 ドラッグストアスマイル横浜橋店

232-0023 神奈川県横浜市南区白妙町１－２

045-252-5761

神奈川県 株式会社いなげや横浜東蒔田店

232-0045 神奈川県横浜市南区東蒔田町３－１５日清第２コーポ１Ｆ

045-742-4011

神奈川県 サミット株式会社井土ケ谷店

232-0052 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町１２９－１

045-715-3310

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ井土ヶ谷駅前店

232-0052 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町１６１

045-710-8156

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ井土ケ谷駅前店

232-0053 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町２１４－５

045-716-1277

神奈川県 株式会社マルエツ井土ケ谷店

232-0053 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町２１５－１１

045-713-3911

神奈川県 株式会社セイジョー上大岡店

232-0061 神奈川県横浜市南区大岡５－１３６７

045-716-0015

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー横浜別所５丁目店

232-0064 神奈川県横浜市南区別所５－２－２７

045-720-1131

神奈川県 ドラッグストアスマイル弘明寺店

232-0066 神奈川県横浜市南区六ツ川１－１０１

045-716-1931

神奈川県 ハックドラッグ横浜六ツ川１丁目店

232-0066 神奈川県横浜市南区六ツ川１－８１

045-712-6201

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー横浜六ツ川店

232-0066 神奈川県横浜市南区六ツ川２－１２１－２－２Ｆ

045-722-3150

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー弘明寺観音通り店

232-0067 神奈川県横浜市南区弘明寺町２５９

045-730-5090

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー横浜永田北店

232-0071 神奈川県横浜市南区永田北１－７－９－１Ｆ

045-730-4030

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー横浜永田台店

232-0076 神奈川県横浜市南区永田台１－１７

045-730-6650

神奈川県 株式会社サンドラッグ上大岡店

233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１８－３

045-840-3516

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ上大岡店

233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１

045-846-1011

神奈川県 スギドラッグ港南中央店

233-0004 神奈川県横浜市港南区港南中央通１２－３１－１Ｆ

045-353-5412

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ港南芹が谷店

233-0006 神奈川県横浜市港南区芹が谷３－１－１９

045-826-4800

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー上永谷駅前店

233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台１－１５－２８

045-840-5605

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー港南日限山店

233-0015 神奈川県横浜市港南区日限山２－１－３３

045-840-3171

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー港南下永谷店

233-0016 神奈川県横浜市港南区下永谷６－２－１１－１Ｆ

045-820-3261

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー港南日野店

234-0051 神奈川県横浜市港南区日野５－５－１

045-849-1701

神奈川県 株式会社ドン・キホーテ日野インター店

234-0051 神奈川県横浜市港南区日野８－２－５

045-882-0411

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ笹下店

234-0052 神奈川県横浜市港南区笹下４－２－３

045-882-1311

神奈川県 ＦｉｔＣａｒｅＤＥＰＯＴ打越店

234-0052 神奈川県横浜市港南区笹下３－１１－２３

045-476-3344

神奈川県 ドラッグストアマツモトキヨシ港南台店

234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台９－１－２－１Ｆ

045-830-5035

神奈川県 ハックドラッグ港南台店

234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台４－２４－７

045-833-8911

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー横浜港南台店

234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台７－５２－１０

045-836-1861

神奈川県 株式会社ダイエー港南台店

234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台３－１－２

045-832-1361

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグツインバーズ２店

234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台３－１－３バーズ２Ｆ

045-830-0889

神奈川県 株式会社サンドラッグ野庭店

234-0056 神奈川県横浜市港南区野庭町６３７－２

045-842-8972

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー磯子丸山店

235-0011 神奈川県横浜市磯子区丸山２－４－１５

045-750-1501

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー磯子滝頭店

235-0012 神奈川県横浜市磯子区滝頭２－３１－１８

045-750-5530

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー磯子岡村店

235-0021 神奈川県横浜市磯子区岡村８－１－７

045-750-1165

神奈川県 ドラッグセイムス横浜磯子店

235-0023 神奈川県横浜市磯子区森１－９－１アクロスキューブ磯子１Ｆ

045-370-8665

神奈川県 マツモトキヨシ京急杉田駅前店

235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１６－１１

045-353-8472

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ杉田店

235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１５－２６

045-772-0262

神奈川県 株式会社東急ストア杉田とうきゅう

235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田１丁目１７－１

045-776-0109

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグらびすた新杉田店

235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１－１らびすた新杉田１Ｆ

045-778-6789

神奈川県 サカイヤ薬局上中里店

235-0042 神奈川県横浜市磯子区上中里町６７５

045-770-6770

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ洋光台駅前店

235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－１

045-830-3189

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄブランチ横浜南部市場店

236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１－１横浜南部市場内

045-769-2531

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ金沢シーサイド店

236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木１－１７－７－１

045-774-7853

神奈川県 株式会社マツモトキヨシビアレ横浜店

236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木２－１３－２

045-790-3667

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー金沢柴町店

236-0012 神奈川県横浜市金沢区柴町３０３－３

045-780-3571

神奈川県 イオンリテールストア株式会社イオン金沢八景店

236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀１－２７－１

045-788-0055

神奈川県 サカイヤ薬局ユニオンセンター店

236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀２丁目５ユニオンセンター１－１００

045-782-0225

神奈川県 マツモトキヨシ金沢八景店

236-0027 神奈川県横浜市金沢区瀬戸１９－２４－１Ｆ

045-342-8503

神奈川県 クリエイトエス・ディー六浦中学校入口店

236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦１－１４－１２

045-780-2831

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー金沢六浦店

236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦５－１８－１

045-780-3505

神奈川県 ユニー株式会社バザール金沢文庫店

236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－１－１

045-783-0001

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー金沢文庫駅前店

236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－１５－３

045-780-3560

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー金沢釜利谷店

236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－６－６

045-790-5421

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー金沢西釜利谷店

236-0046 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西６－１－５

045-780-5526

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄ金沢富岡東店

236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東５－１８－５

045-770-1062

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ富岡西店

236-0052 神奈川県横浜市金沢区富岡西７－１５－２０

045-770-0155

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ能見台駅前店

236-0053 神奈川県横浜市金沢区能見台通５－１０

045-790-1289

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ能見台店

236-0057 神奈川県横浜市金沢区能見台３－１－１京急能見台店１Ｆ

045-770-5189

神奈川県 株式会社マツモトキヨシシティ能見台店

236-0057 神奈川県横浜市金沢区能見台４－３－１４

045-790-5587

神奈川県 サカイヤ薬局追浜駅前店

237-0064 神奈川県横須賀市追浜町３丁目８

0468-66-2816

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ追浜駅前店

237-0064 神奈川県横須賀市追浜町１－２８－５

046-865-6272

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー横須賀追浜本町店

237-0068 神奈川県横須賀市追浜本町２－３１－８

046-869-2651

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄ横須賀中央店

238-0007 神奈川県横須賀市若松町２－８セントラルホテル１Ｆ

046-820-2332

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ横須賀中央店

238-0007 神奈川県横須賀市若松町２－４田丸屋ビル１Ｆ

0468-27-8911

神奈川県 エイビイ平成町店

238-0013 神奈川県横須賀市平成町３－１３－２

0468-21-4600

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ横須賀衣笠店

238-0031 神奈川県横須賀市衣笠栄町１－１３シルパティオビル１Ｆ

046-850-6910

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ横須賀池上店

238-0035 神奈川県横須賀市池上３－８－１１

046-850-6738

神奈川県 マツモトキヨシＣｏａｓｋａＢａｙｓｉｄｅＳｔｏｒｅｓ店

238-0041 神奈川県横須賀市本町２－１－１２コースカベイサイドストアーズ内

046-828-3658

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ汐入店

238-0042 神奈川県横須賀市汐入町２－７－１

0468-28-8900

42 / 47 ページ

モイストラボ

BBエッセンスクリーム・薬用美白 BBクリーム

都道府県

店舗名

お取り扱い店舗一覧
郵便番号

2021年12月時点

住所

電話番号

神奈川県 クリエイトエス・ディー三浦初声店

238-0113 神奈川県三浦市初声町入江８３－３

046-888-8371

神奈川県 株式会社カインズホーム三浦店

238-0113 神奈川県三浦市初声町入江２７３－３

046-888-0333

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ三崎店

238-0221 神奈川県三浦市三崎町六合１－１

0468-80-1389

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ横須賀長井店

238-0316 神奈川県横須賀市長井３－１－１１

046-856-5822

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ湘南山手店

239-0804 神奈川県横須賀市吉井２－５－１相鉄ローゼン湘南山手店内

046-838-5789

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー横須賀根岸町店

239-0807 神奈川県横須賀市根岸町３－１６－３５

046-838-6201

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ北久里浜駅前店

239-0807 神奈川県横須賀市根岸町２－３１－３

046-830-5389

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー横須賀浦賀店

239-0822 神奈川県横須賀市浦賀５－１２－２０

046-846-2005

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン久里浜店

239-0831 神奈川県横須賀市久里浜５－１３－１

046-838-5200

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ久里浜店

239-0831 神奈川県横須賀市久里浜２－１８－１５

0468-34-8900

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ久里浜海岸店

239-0831 神奈川県横須賀市久里浜７－１－１４

0468-38-1389

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ久里浜駅前はろーど店

239-0831 神奈川県横須賀市久里浜４－７－８叶ビル内

0468-30-3189

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー横須賀野比店

239-0841 神奈川県横須賀市野比１－３６－５２

046-839-2236

神奈川県 株式会社ハックキミサワハツクドラッグ野比店

239-0841 神奈川県横須賀市野比１－４０－２３

0468-40-1261

神奈川県 ハックドラッグ横浜星川店

240-0001 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町２－１－１Ｆ

045-348-2766

神奈川県 ホームセンターコーナン保土ケ谷星川店

240-0001 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町２－１３

045-348-7001

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ松原店

240-0002 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町１－３－６

045-333-7760

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー保土ケ谷洪福寺店

240-0003 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町１－１０－１

045-340-2312

神奈川県 株式会社いなげや横浜星川駅前店

240-0006 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川２－４－３０

045-331-1591

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグアトレ保土ケ谷帷子町店

240-0013 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町１－５－１ライオンズプラザ１Ｆ

045-338-3389

神奈川県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ狩場インター店

240-0025 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町１６４－１

045-722-3611

神奈川県 クリエイトエス・ディー保土ヶ谷権太坂店

240-0026 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂３－８－１６－１Ｆ

045-730-3151

神奈川県 クリエイトエス・ディー保土ヶ谷今井町店

240-0035 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町１５６－１

045-355-1245

神奈川県 株式会社サンドラッグビッグサン美立橋店

240-0035 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町５３７

045-350-1381

神奈川県 クリエイトエス・ディー上星川駅前店

240-0042 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川３－２－１０－１Ｆ

045-383-0966

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー保土ケ谷仏向町店

240-0044 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町１０４８－１

045-339-6511

神奈川県 くすりセイジョー和田町店

240-0065 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田１－１３－２１

045-340-3132

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄ横須賀長坂店

240-0101 神奈川県横須賀市長坂３－６－１０

046-855-5780

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ葉山一色店

240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色６９３－１

046-877-4589

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー葉山堀内店

240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内９７６

046-877-5031

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ上白根店

241-0001 神奈川県横浜市旭区上白根町８５１－１

045-959-1189

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー新白根店

241-0002 神奈川県横浜市旭区上白根１－１－９

045-952-1100

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ横浜四季の森フォレオ店

241-0002 神奈川県横浜市旭区上白根３－４１－１

045-958-1389

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ中白根店

241-0004 神奈川県横浜市旭区中白根４－１－７

0459-58-1189

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー旭川島町店

241-0011 神奈川県横浜市旭区川島町２８８４－１

045-372-3336

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー旭左近山店

241-0014 神奈川県横浜市旭区市沢町１２３９－１

045-355-1070

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ市沢店

241-0014 神奈川県横浜市旭区市沢町６１４－１

045-372-1893

神奈川県 株式会社セイジョー鶴ケ峰店

241-0021 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町１－１２－２２

045-958-1860

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ鶴ケ峰店

241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２－８２－１

045-370-0189

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー旭今宿西町店

241-0031 神奈川県横浜市旭区今宿西町４３１－１

045-958-3361

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ横浜今宿店

241-0031 神奈川県横浜市旭区今宿西町４７４－１

045-951-2277

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラツグ若葉台店

241-0801 神奈川県横浜市旭区若葉台３－４－１ショッピングタウン若葉内

045-922-5492

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ横浜三ツ境店

241-0816 神奈川県横浜市旭区笹野台１－１－４３

045-392-2131

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄ旭二俣川店

241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川１－６８－１

045-360-7622

神奈川県 ハックドラッグジョイナステラス二俣川店

241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川２－５０－１４ジョイナステラス１－２Ｆ

045-367-1505

神奈川県 株式会社ハツクキミサワ二俣川ライフ店

241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川１－３二俣川駅二俣川ライフ３Ｆ

045-360-7789

神奈川県 株式会社長崎屋ドン・キホーテ二俣川店

241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川１－４３－２８

045-391-3810

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー希望が丘駅南口店

241-0825 神奈川県横浜市旭区中希望が丘１００－４

045-360-1721

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ希望ケ丘店

241-0825 神奈川県横浜市旭区中希望が丘９９－３第五山庄ビル内

045-362-1891

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ希望が丘ＳＣ店

241-0825 神奈川県横浜市旭区中希望が丘１７７－１

045-360-6689

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー旭東希望が丘店

241-0826 神奈川県横浜市旭区東希望が丘９－１

045-360-3057

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ横浜希望が丘店

241-0826 神奈川県横浜市旭区東希望が丘１０１－１４山庄ビル

045-392-0196

神奈川県 株式会社いなげや横浜南本宿店

241-0833 神奈川県横浜市旭区南本宿町３１－１

045-355-4661

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ南まきが原店

241-0835 神奈川県横浜市旭区柏町１２７

045-360-3389

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン大和鶴間店

242-0001 神奈川県大和市下鶴間１－２－１

046-200-3300

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディーりんかんモール店

242-0001 神奈川県大和市下鶴間１７４９－６

046-271-5330

神奈川県 株式会社ドン・キホーテ大和店

242-0001 神奈川県大和市下鶴間２－１１

046-200-4011

神奈川県 株式会社マツモトキヨシラプラ中央林間店

242-0001 神奈川県大和市下鶴間１５９８－１

046-277-2567

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ大和鶴間店

242-0001 神奈川県大和市下鶴間２７８０－１

046-278-1377

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤつきみ野店

242-0002 神奈川県大和市つきみ野５－１７－３

046-272-2237

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス大和つきみ野店

242-0002 神奈川県大和市つきみ野４－１２－３

046-271-7721

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー大和南林間店

242-0003 神奈川県大和市林間１－１６－３

046-271-6223

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ大和店

242-0004 神奈川県大和市鶴間１丁目２１－１７

046-263-8905

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ大和鶴間店

242-0005 神奈川県大和市西鶴間５－１－４３

046-264-8133

神奈川県 株式会社サンドラッグ西鶴間店

242-0005 神奈川県大和市西鶴間４－１２－３８

046-200-6055

神奈川県 株式会社セイジョー南林間店

242-0006 神奈川県大和市南林間１－６－１１

046-271-5090

神奈川県 トモズ中央林間東急スクエア店

242-0007 神奈川県大和市中央林間４－１２－１中央林間東急スクエア１Ｆ

046-206-5255

神奈川県 株式会社オリンピック中央林間店

242-0007 神奈川県大和市中央林間４丁目１４－１４グリーンハイツ１Ｆ

0462-76-9951

神奈川県 株式会社東急ストア中央林間とうきゅう

242-0007 神奈川県大和市中央林間４丁目１２－１

0462-76-0109

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー大和西中央林間店

242-0008 神奈川県大和市中央林間西６－６－３４

046-271-5630

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン大和店

242-0015 神奈川県大和市土地区画整理事業地区内７４街区１外

046-269-1111

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー大和下和田店

242-0015 神奈川県大和市下和田１００－１

046-279-4030

神奈川県 株式会社ツルハ大和駅前店

242-0017 神奈川県大和市大和東１－２－１大和スカイビル１Ｆ

046-200-6268

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス大和柳橋店

242-0022 神奈川県大和市柳橋１－５－６

046-265-6121

神奈川県 ハックドラッグ桜ヶ丘駅前店

242-0024 神奈川県大和市福田２－３－１

046-279-5030

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー大和高座渋谷店

242-0024 神奈川県大和市福田２０８３

046-279-5080

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄ大和代官店

242-0025 神奈川県大和市代官４－１８－３

046-279-1012

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ大和桜森店

242-0028 神奈川県大和市桜森３－４

0462-62-2233

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー大和上草柳店

242-0029 神奈川県大和市上草柳１－７－２２

046-200-6621

神奈川県 ウエルシア本厚木ミロード南館店

243-0013 神奈川県厚木市泉町１－１本厚木ミロード内

046-228-6550

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ本厚木ミロード店

243-0013 神奈川県厚木市泉町１－１本厚木ミロード１－Ｂ１Ｆ

046-226-1189

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン厚木店

243-0018 神奈川県厚木市中町１－５－１０

046-223-5311

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー厚木中町店

243-0018 神奈川県厚木市中町１－１－３厚木シティプラザ１Ｆ

046-297-0951
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神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ厚木中町店

243-0018 神奈川県厚木市中町２－８－１２喜久屋ビル１Ｆ

046-294-5361

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス厚木岡田店

243-0021 神奈川県厚木市岡田１－７－３８

046-226-5079

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディービバモール厚木南インター店

243-0022 神奈川県厚木市酒井１６０１－４スーパービバホーム２Ｆ

046-228-0670

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ厚木戸室店

243-0031 神奈川県厚木市戸室５－１０４１－１

0462-95-8555

神奈川県 株式会社サンドラッグ厚木戸室店

243-0031 神奈川県厚木市戸室１－２６－１８

046-224-1315

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー厚木恩名店

243-0032 神奈川県厚木市恩名１－６－７０

046-297-7621

神奈川県 株式会社スギ薬局厚木愛甲店

243-0035 神奈川県厚木市愛甲９３１－１

046-270-2161

神奈川県 クリエイトエス・ディー厚木南毛利店

243-0036 神奈川県厚木市長谷１２６３－１

046-270-3726

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ厚木長谷店

243-0036 神奈川県厚木市長谷１５４９－１

0462-50-0716

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー厚木緑ケ丘店

243-0041 神奈川県厚木市緑ケ丘２－１－５

046-297-3522

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー厚木上荻野店

243-0201 神奈川県厚木市上荻野８４２－１３

046-243-5231

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ厚木下荻野店

243-0203 神奈川県厚木市下荻野４３７－１

046-241-0896

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ厚木下荻野店

243-0203 神奈川県厚木市下荻野１０６５

046-243-1866

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ下川入店

243-0206 神奈川県厚木市下川入３８４－６

0462-45-8821

神奈川県 株式会社ウェルパーク厚木三田店

243-0211 神奈川県厚木市三田中原７４５－３

0462-42-0387

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄ厚木飯山旗谷店

243-0213 神奈川県厚木市飯山３１２３－１

046-270-1752

神奈川県 株式会社マツモトキヨシコピオ愛川店

243-0300 神奈川県愛甲郡愛川町角田５８０

0462-86-5025

神奈川県 株式会社くろがねや愛川店

243-0301 神奈川県愛甲郡愛川町角田５８０

0462-85-9211

神奈川県 株式会社ウェルパーク愛川春日台店

243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津１５４８－２

0462-86-7629

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー愛川中津店

243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津１０５５－１

046-284-2900

神奈川県 ウエルシア海老名東柏ケ谷店

243-0401 神奈川県海老名市東柏ケ谷１－２９－３１

046-292-1851

神奈川県 株式会社スギ薬局海老名東柏ケ谷店

243-0401 神奈川県海老名市東柏ケ谷４－１２－４

046-204-5251

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグさがみ野店

243-0401 神奈川県海老名市東柏ケ谷３－３－１５

046-231-9769

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー海老名杉久保店

243-0414 神奈川県海老名市杉久保１８３９－６

046-237-4777

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ海老名中新田店

243-0422 神奈川県海老名市中新田９０２－３

046-231-0055

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ海老名中野店

243-0425 神奈川県海老名市中野７９

0462-38-4620

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン海老名店

243-0432 神奈川県海老名市中央２－４－１

046-231-2121

神奈川県 株式会社スギ薬局ビナウォーク海老名店

243-0432 神奈川県海老名市中央１－１－１ビナウォーク一番館２Ｆ

046-236-1071

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー海老名河原口店

243-0433 神奈川県海老名市河原口字下島合６３０－１

046-292-1736

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ厚木妻田店

243-0812 神奈川県厚木市妻田北１－１７－１８

046-294-1601

神奈川県 株式会社ドン・キホーテメガドンキ厚木店

243-0814 神奈川県厚木市妻田南２－８－５

046-296-1311

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー厚木林店

243-0816 神奈川県厚木市林１－２０－２９

046-297-0090

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ厚木林店

243-0816 神奈川県厚木市林１－１３－１２

0462-21-1261

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー戸塚矢部町店

244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町４４５

045-870-1630

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ戸塚町店

244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３５８５

045-869-6881

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー戸塚下郷店

244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町２４９６－１

045-869-5241

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ戸塚町店

244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４８１３－１

045-861-2171

神奈川県 株式会社リバースツルハドラッグ戸塚駅前店

244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６－８

045-881-8268

神奈川県 株式会社東急ストア戸塚店

244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６－１

045-864-0109

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグサクラス戸塚店

244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４２５３－１サクラス戸塚１Ｆ

045-869-2689

神奈川県 イオンリテールストア株式会社イオン東戸塚店

244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３５－１

045-826-4147

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ戸塚品濃町店

244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５６０－１

045-820-5191

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ東戸塚アネックス店

244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３６－１オーロラモールアネックス６Ｆ

045-828-1189

神奈川県 ドラッグストアセイムス横浜平戸店

244-0802 神奈川県横浜市戸塚区平戸５－１－８－１Ｆ

045-435-4061

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス東戸塚駅前店

244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町９０－１

045-828-4601

神奈川県 トモズ下倉田店

244-0815 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町１８８３サミット下倉田店１Ｆ

045-443-8121

神奈川県 くすりセイジョー戸塚店

244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町４９４－３

045-869-6221

神奈川県 ユニー株式会社サンテラス戸塚店

244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町７６９－１

045-864-1201

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ戸塚上倉田店

244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町４７９－２

045-869-3189

神奈川県 クリエイトエス・ディー栄本郷台店

244-0842 神奈川県横浜市栄区飯島町２４８２

045-890-2581

神奈川県 株式会社サンドラッグ岡津店

245-0003 神奈川県横浜市泉区岡津町１２９

045-810-1561

神奈川県 株式会社サンドラッグ山手台店

245-0004 神奈川県横浜市泉区領家２－１１－２

045-815-1951

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー相鉄ライフやよい台店

245-0008 神奈川県横浜市泉区弥生台１６－１相鉄ライフやよい台２Ｆ

045-815-3121

神奈川県 株式会社スギ薬局新橋町店

245-0009 神奈川県横浜市泉区新橋町６７８－１

045-443-5038

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ中田店

245-0014 神奈川県横浜市泉区中田南３－２－２１

045-801-8907

神奈川県 株式会社ウェルパ－ク立場店

245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西１－２－６

045-806-5150

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー泉中田西店

245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西２－３３－３７

045-800-3481

神奈川県 株式会社サンドラッグ立場店

245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町４０３９－１６

045-806-7511

神奈川県 クリエイトエス・ディー泉上飯田町店

245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町９９０－１Ｆ

045-800-3586

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディーいずみ中央店

245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町２０６０

045-800-5631

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ瀬谷ひなた山店

245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町４７０２－１

045-306-1189

神奈川県 ココカラファイン相鉄いずみ中央店

245-0023 神奈川県横浜市泉区和泉中央南５－４－１３相鉄ライフ２Ｆ

045-805-1377

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ戸塚汲沢店

245-0061 神奈川県横浜市戸塚区汲沢１－２－８

045-869-2089

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー戸塚汲沢店

245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町１３４８－１

045-869-0590

神奈川県 ドラッグセイムス戸塚原宿店

245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿３－１－６

045-851-6277

神奈川県 株式会社ドン・キホーテ戸塚原宿店

245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿４－５－１１

045-858-6611

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ戸塚俣野店

245-0066 神奈川県横浜市戸塚区俣野町１４０４－５

045-858-5271

神奈川県 株式会社サンドラッグ戸塚原宿店

245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町２３４－１

045-858-2301

神奈川県 株式会社サンドラッグ戸塚深谷店

245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町１４０４－１

045-858-2360

神奈川県 株式会社セイジョーデイリーケアセイジョー戸塚深谷店

245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町１５００－１

045-858-6123

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ相沢店

246-0013 神奈川県横浜市瀬谷区相沢７－５３－１

045-306-0515

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ瀬谷駅北口店

246-0014 神奈川県横浜市瀬谷区中央３－１０守ビル内

045-300-2289

神奈川県 ウエルシア瀬谷本郷店

246-0015 神奈川県横浜市瀬谷区本郷４－３３－１

045-300-3061

神奈川県 ウエルシア瀬谷三ツ境店

246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町２０５

045-360-3620

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ瀬谷Ｅモール店

246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町３０９－１

045-392-2103

神奈川県 そうてつローゼン三ツ境店

246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境２－１９

045-365-6011

神奈川県 ハックドラッグ相鉄ライフ三ツ境店

246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境２－１９三ツ境相鉄ライフ２Ｆ

045-363-8947

神奈川県 株式会社ダイエー三ツ境店

246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境７－１

045-364-0511

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ三ツ境南店

246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境１０－３

045-369-1289

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ阿久和西店

246-0025 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西１－２５－１

045-361-0774

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー瀬谷駅南口店

246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４－１－１

045-306-1223

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ瀬谷南台店

246-0032 神奈川県横浜市瀬谷区南台１－３－１１

045-301-2211

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー栄小菅ケ谷店

247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷１－２６－１１

045-897-3503
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神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー栄鍛冶ケ谷店

247-0009 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷１－６－１

045-890-1091

神奈川県 株式会社サンドラッグ上郷店

247-0013 神奈川県横浜市栄区上郷町１００長瀬ビル１Ｆ

045-897-5881

神奈川県 株式会社サンドラッグ上郷西店

247-0013 神奈川県横浜市栄区上郷町６０－３

045-897-3031

神奈川県 株式会社サンドラッグ桂台店

247-0034 神奈川県横浜市栄区桂台中１５－１イトーヨーカ堂桂台店２Ｆ

045-897-3305

神奈川県 株式会社カメガヤフィットケア・デポ鎌倉今泉店

247-0052 神奈川県鎌倉市今泉２－１５－１

0467-42-8800

神奈川県 ダイコクドラッグ大船駅前店

247-0056 神奈川県鎌倉市大船１－７－５

046-742-2855

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー鎌倉大船店

247-0056 神奈川県鎌倉市大船４－１７－１８

0467-41-0035

神奈川県 株式会社サンドラッグプラム大船駅前店

247-0056 神奈川県鎌倉市大船１－８－１－２Ｆ

0467-46-5311

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ鎌倉玉縄店

247-0071 神奈川県鎌倉市玉繩１－１６－１

0467-43-4700

神奈川県 ホームセンターコーナン鎌倉大船店

247-0072 神奈川県鎌倉市岡本１１８８－１

0467-42-8301

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ鎌倉店

248-0006 神奈川県鎌倉市小町１－５

0467-60-1289

神奈川県 株式会社東急ストア鎌倉とうきゅう

248-0006 神奈川県鎌倉市小町１－２－１１

0467-25-1337

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー鎌倉材木座店

248-0013 神奈川県鎌倉市材木座５－７－６

046-761-2501

神奈川県 株式会社サンドラッグ鎌倉常盤店

248-0022 神奈川県鎌倉市常盤２７６－１

0467-38-1218

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー鎌倉津西店

248-0034 神奈川県鎌倉市津西１－８－１４

0467-38-1820

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー新鎌倉手広店

248-0036 神奈川県鎌倉市手広１－５－２７

0467-38-1740

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー逗子久木店

249-0001 神奈川県逗子市久木３－１－２１

046-870-6636

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ東逗子店

249-0005 神奈川県逗子市桜山４－５－２６

046-871-3716

神奈川県 くすりセイジョー逗子店

249-0006 神奈川県逗子市逗子１－８－６

0468-70-5288

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄ逗子駅前店

249-0006 神奈川県逗子市逗子１－４－１－２Ｆ

046-871-4350

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ新逗子店

249-0006 神奈川県逗子市逗子５－１－６

0468-70-6930

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー小田原扇町店

250-0001 神奈川県小田原市扇町１－１９－５

0465-32-3355

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ小田原寿町西店

250-0002 神奈川県小田原市寿町１－２－２８

0465-66-6089

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー新小田原東町店

250-0003 神奈川県小田原市東町５－１３－２２

0465-32-8121

神奈川県 ウエルシア小田原中町店

250-0005 神奈川県小田原市中町３－２２７

0465-21-6017

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー小田原ＥＰＯ店

250-0011 神奈川県小田原市栄町２－９－３９小田原ＥＰＯ－Ｂ１Ｆ

0465-21-1252

神奈川県 株式会社ドン・キホーテ小田原店

250-0011 神奈川県小田原市栄町２－８－１５

0465-21-5211

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグエクスプレス小田原ラスカ店

250-0011 神奈川県小田原市栄町１－１－９小田原ラスカ２Ｆ

0465-21-2889

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー小田原板橋店

250-0034 神奈川県小田原市板橋１９１－１ビーバートザン小田原店内

0465-20-0330

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー小田原荻窪店

250-0042 神奈川県小田原市荻窪２７８－５

0465-30-1051

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ久野店

250-0055 神奈川県小田原市久野９７４－３

0465-34-9794

神奈川県 ウエルシア南足柄店

250-0105 神奈川県南足柄市関本７４９－１

0465-71-0773

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー南足柄壗下店

250-0106 神奈川県南足柄市怒田７２２

0465-71-0814

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー南足柄中沼店

250-0123 神奈川県南足柄市中沼３０９－１

0465-71-0780

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー小田原高田柳町店

250-0216 神奈川県小田原市高田３０９－１

0465-41-2050

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ小田原栢山店

250-0852 神奈川県小田原市栢山３４４－２

0465-39-5189

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ富水店

250-0853 神奈川県小田原市堀之内２２２－１

0465-39-3389

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー小田原新屋店

250-0856 神奈川県小田原市新屋１４９－１

0465-39-2160

神奈川県 スギドラッグ小田原小台店

250-0858 神奈川県小田原市小台３５２－１

0465-43-6917

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー小田原飯泉店

250-0863 神奈川県小田原市飯泉９８７－１

0465-46-1551

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄ小田原中曽根店

250-0866 神奈川県小田原市中曽根７２－１

0465-39-1758

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグダイナシティ店

250-0872 神奈川県小田原市中里２０８

0465-46-1589

神奈川県 株式会社ヤオコー小田原ダイナシティ店

250-0872 神奈川県小田原市中里２０８ダイナシティウエストモール内

0465-48-1211

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ小田原矢作店

250-0873 神奈川県小田原市矢作３８７－１

0465-39-3562

神奈川県 ウエルシア小田原南鴨宮店

250-0875 神奈川県小田原市南鴨宮３－２０－１５

0465-45-0220

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー藤沢柄沢店

251-0003 神奈川県藤沢市柄沢２１６

046-655-2325

神奈川県 株式会社ヤオコー藤沢柄沢店

251-0003 神奈川県藤沢市柄沢６６７－１

0466-28-7411

神奈川県 高田薬局ウインダーランド柄沢店

251-0003 神奈川県藤沢市柄沢５８９－３４

0466-55-1300

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ藤沢村岡東店

251-0012 神奈川県藤沢市村岡東１－２－１

0466-27-2040

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ鵠沼神明店

251-0021 神奈川県藤沢市鵠沼神明３－１０－７

0466-24-8344

神奈川県 株式会社サンドラッグ藤沢南口店

251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上１－７－７メセナビル１Ｆ

0466-24-1740

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー小田急本鵠沼駅前店

251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼２－１４－６

0466-55-5371

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー藤沢本鵠沼店

251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼５－１－１０

0466-55-3261

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ江の島店

251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸１－７－３０

0466-29-8689

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー小田急鵠沼海岸駅前店

251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸２－３－１３－１Ｆ

0466-31-5055

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー藤沢鵠沼海岸店

251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸５－２－１９

0466-31-5025

神奈川県 トモズミスターマックス藤沢ＳＣ店

251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町４－３－５－１Ｆ

0466-31-0581

神奈川県 株式会社ミスターマックス湘南藤沢店

251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町４－３－５

0466-35-7777

神奈川県 株式会社サンドラッグ辻堂元町店

251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町４－１７－１４

0466-34-5862

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー辻堂東海岸店

251-0045 神奈川県藤沢市辻堂東海岸３－３－１２

0466-31-0583

神奈川県 ウエルシアダイエー藤沢店

251-0052 神奈川県藤沢市藤沢５２０ダイエー藤沢店２Ｆ

0466-55-6370

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー藤沢駅北口店

251-0052 神奈川県藤沢市藤沢４６０－１

0466-55-2361

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ藤沢大庭店

251-0052 神奈川県藤沢市藤沢西部団地１－４－４０２１

0466-87-5032

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ藤沢白旗店

251-0052 神奈川県藤沢市藤沢２－３－１３

0466-55-3989

神奈川県 セガミメディクス株式会社ワンズワン藤沢駅前店

251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢３－１２クリオ藤沢駅前１Ｆ

0466-29-5061

神奈川県 トモズ藤沢オーパ店

251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢２２－３藤沢オーパ１Ｆ

0466-52-6617

神奈川県 株式会社ドン・キホーテ藤沢駅前店

251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢１９－１７

0466-29-1711

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー藤沢羽鳥店

251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥１－２－４５

0466-30-0351

神奈川県 株式会社トライアルカンパニースーパーセンター藤沢羽鳥店

251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥５－１３－１２

0466-31-2288

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ辻堂羽鳥店

251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥３－１－３８

0466-30-1189

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ湘南ライフタウン店

251-0861 神奈川県藤沢市大庭５５２６－２１

0466-86-8955

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ藤沢善行店

251-0871 神奈川県藤沢市善行１－１４－１

0466-80-5841

神奈川県 ウエルシア本藤沢店

251-0875 神奈川県藤沢市本藤沢２－１４－９

0466-81-3850

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄ小田急相模原店

252-0001 神奈川県座間市相模が丘１－２２－３６－１Ｆ

042-767-7020

神奈川県 スギドラッグ相模が丘北店

252-0001 神奈川県座間市相模が丘１－１３－５４

046-204-5146

神奈川県 イオンリテール株式会社イオンスタイル座間店

252-0012 神奈川県座間市広野台２－１０－４

046-259-2600

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー座間栗原中央店

252-0014 神奈川県座間市栗原中央３－２９－１６

046-266-1291

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄ小田急マルシェ座間店

252-0028 神奈川県座間市入谷東３－６０－２小田急マルシェ座間２Ｆ

046-252-7073

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディーコピオ相模原インター店

252-0111 神奈川県相模原市緑区川尻１４４７－５コピオ相模原インター内

042-783-7112

神奈川県 ドラッグセイムス相模原谷ケ原店

252-0113 神奈川県相模原市緑区谷ヶ原１－１７－５

042-785-3421

神奈川県 株式会社ツルハ相模原西橋本店

252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本４－８－５５

042-775-5570

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー相模原下九沢店

252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢１７０５

042-700-3151

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン橋本店

252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本６－２－１

042-770-1200

45 / 47 ページ

モイストラボ

BBエッセンスクリーム・薬用美白 BBクリーム

都道府県

店舗名

お取り扱い店舗一覧
郵便番号

2021年12月時点

住所

電話番号

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー三ケ木桜木店

252-0159 神奈川県相模原市緑区三ケ木２５９－２

042-780-5421

神奈川県 株式会社マキヤエスポット相模原淵野辺店

252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺５－１

042-707-4700

神奈川県 マツモトキヨシ相模原宮下本町店

252-0211 神奈川県相模原市中央区宮下本町１－３１－１０

042-707-8546

神奈川県 株式会社ヤオコー相模原光が丘店

252-0227 神奈川県相模原市中央区光が丘２－１８－１６０

042-786-1711

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー相模原イッツ店

252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原１－１－１９相模原イッツ３Ｆ

042-704-7191

神奈川県 株式会社リバースツルハドラッグ相模原矢部店

252-0232 神奈川県相模原市中央区矢部４－１４－９

042-704-5268

神奈川県 株式会社ヤオコー相模原鹿沼台店

252-0233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台２－９－６

042-768-8611

神奈川県 株式会社スギ薬局相模原富士見店

252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見６－５－７スーパー三和富士見店１Ｆ

042-704-8718

神奈川県 ウエルシア相模原星ヶ丘店

252-0238 神奈川県相模原市中央区星が丘３－５－１

042-769-7550

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ星が丘店

252-0238 神奈川県相模原市中央区星が丘２－１－１

042-786-1189

神奈川県 株式会社サンドラッグ相模原中央店

252-0239 神奈川県相模原市中央区中央５－２－１８

042-704-7851

神奈川県 ディスカウントドラッグコスモス上溝店

252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝４５０２－１

042-707-2133

神奈川県 ドラッグセイムス相模原上溝店

252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝１６７５－４

042-711-7392

神奈川県 クリエイトエス・ディー相模原田名清水原店

252-0244 神奈川県相模原市中央区田名２２２４－８

042-764-7410

神奈川県 楽天株式会社関東物流センターロジポート相模原

252-0244 神奈川県相模原市中央区田名３７００－３ロジポート相模原３Ｆ

042-785-2161

神奈川県 株式会社スギ薬局相模原下九沢店

252-0254 神奈川県相模原市中央区下九沢５７－１

042-775-5955

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー小田急東林間駅前店

252-0302 神奈川県相模原市南区上鶴間７－７－６小田急マルシェ１Ｆ

042-702-8970

神奈川県 スギドラッグ相模大野駅前店

252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野３－１０－１ラック相模大野内

042-705-4371

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー東林間駅前通り店

252-0311 神奈川県相模原市南区東林間４－３３－１９

042-701-2021

神奈川県 クリエイトエス・ディー相模原相武台店

252-0324 神奈川県相模原市南区相武台３－２６－３７

046-298-2700

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー相模原麻溝台店

252-0328 神奈川県相模原市南区麻溝台６－２１－２３

042-701-8717

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー相模原大野台店

252-0331 神奈川県相模原市南区大野台２－１５－２

042-786-6923

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ相模原麻溝店

252-0335 神奈川県相模原市南区下溝７５６－６

042-777-6556

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン相模原店

252-0344 神奈川県相模原市南区古淵２－１０－１

042-769-7600

神奈川県 クリエイトエス・ディー相模原古淵店

252-0344 神奈川県相模原市南区古淵５－１－２０

042-765-7010

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ古淵駅前店

252-0344 神奈川県相模原市南区古淵１－９－１８

042-704-3133

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス長後店

252-0801 神奈川県藤沢市長後７８９スカイコート村上１Ｆ

0466-45-1931

神奈川県 スギドラッグ湘南台店

252-0804 神奈川県藤沢市湘南台１－１２－２－１Ｆ

0466-47-2380

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー藤沢湘南台２丁目店

252-0804 神奈川県藤沢市湘南台２－２３－８

0466-42-6820

神奈川県 株式会社サンドラッグ湘南台１丁目店

252-0804 神奈川県藤沢市湘南台１－３１－１１

0466-41-1080

神奈川県 株式会社セイジョー湘南台店

252-0804 神奈川県藤沢市湘南台１－２－５

0466-41-3598

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス湘南台店

252-0804 神奈川県藤沢市湘南台４－７－１４

0466-42-1366

神奈川県 ドラッグストアスマイル長後店

252-0807 神奈川県藤沢市下土棚５１０－１

046-646-5441

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス藤沢下土棚店

252-0807 神奈川県藤沢市下土棚２６１－１

0466-41-0075

神奈川県 ウエルシア六会日大前駅東口店

252-0813 神奈川県藤沢市亀井野１－９－１１

0466-90-0070

神奈川県 クリエイトエス・ディー藤沢六会店

252-0813 神奈川県藤沢市亀井野１－３－１２－１Ｆ

0466-80-1130

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー藤沢亀井野店

252-0813 神奈川県藤沢市亀井野３－１０－１

0466-90-0027

神奈川県 ウエルシア藤沢石川店

252-0815 神奈川県藤沢市石川６－２１－３

0466-86-0071

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー藤沢石川店

252-0815 神奈川県藤沢市石川５－９－２６ロピア石川店内

0466-86-9001

神奈川県 株式会社サンドラッグ石川店

252-0815 神奈川県藤沢市石川５００－１

0466-88-8923

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー藤沢遠藤店

252-0816 神奈川県藤沢市遠藤２０９９－１１

0466-86-9461

神奈川県 株式会社東急ストア湘南とうきゅう

252-0816 神奈川県藤沢市遠藤滝ノ沢６９８－１０

0466-86-0109

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ藤沢用田店

252-0821 神奈川県藤沢市用田６０８

0466-48-8008

神奈川県 株式会社リバースツルハドラッグ藤沢菖蒲沢店

252-0823 神奈川県藤沢市菖蒲沢７９１

0466-49-5755

神奈川県 サミット株式会社綾瀬タウンヒルズ店

252-1103 神奈川県綾瀬市深谷３７３４－１

0467-79-5214

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ綾瀬タウンヒルズ店

252-1103 神奈川県綾瀬市深谷３７３４－１綾瀬タウンヒルズ内

0467-71-6089

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ綾瀬桜並木店

252-1104 神奈川県綾瀬市大上６

0467-79-0112

神奈川県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ綾瀬店

252-1104 神奈川県綾瀬市大上２－１－１

0467-71-5711

神奈川県 株式会社ツルハライズモール綾瀬店

252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中７－１８－２０ライズモール綾瀬内

0467-71-2268

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ綾瀬上土棚店

252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚中１－１１－２２

0467-79-6460

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス綾瀬南店

252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚中３－４－１１

0467-79-5361

神奈川県 株式会社いなげや綾瀬上土棚南店

252-1114 神奈川県綾瀬市上土棚南５－９－５

0467-70-8211

神奈川県 株式会社ウェルパーク綾瀬上土棚南店

252-1114 神奈川県綾瀬市上土棚南５－９－５

0467-70-7014

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー南綾瀬店

252-1114 神奈川県綾瀬市上土棚南２－７－８３

0467-71-0277

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー綾瀬寺尾本町店

252-1133 神奈川県綾瀬市寺尾本町１－２－１

0467-71-0357

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ小和田店

253-0012 神奈川県茅ヶ崎市小和田２－３１９

0467-53-2600

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ茅ケ崎松林店

253-0017 神奈川県茅ヶ崎市松林２－５８０

0467-51-3056

神奈川県 株式会社ハックキミサワハックドラッグ辻堂店

253-0021 神奈川県茅ヶ崎市浜竹３－４－４７

0467-59-1589

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー茅ヶ崎松が丘店

253-0025 神奈川県茅ヶ崎市松が丘１－１－７４

0467-89-9840

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ茅ヶ崎松が丘店

253-0025 神奈川県茅ヶ崎市松が丘２－１２－１７

0467-83-7887

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ茅ヶ崎常磐町店

253-0032 神奈川県茅ヶ崎市常盤町１－３５

0467-57-4554

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン茅ヶ崎中央店

253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎３－５－１６

0467-82-6111

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディークリエイト薬局茅ヶ崎新栄町店

253-0044 神奈川県茅ヶ崎市新栄町３－２－１Ｆ

0467-84-0072

神奈川県 株式会社スギ薬局茅ヶ崎新栄町店

253-0044 神奈川県茅ヶ崎市新栄町２－２９

0467-53-8107

神奈川県 ドラッグセイムス茅ヶ崎南口店

253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町４－４０－１Ｆ

0467-73-8430

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー茅ヶ崎雄三通り店

253-0053 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北１－５－１１

0467-84-1601

神奈川県 株式会社サンドラッグブランチ茅ヶ崎店

253-0062 神奈川県茅ヶ崎市浜見平３－１ブランチ茅ヶ崎１Ｆ

0467-84-6050

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー茅ヶ崎萩園店

253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園１２７０－１

0467-59-5061

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ茅ヶ崎矢畑店

253-0085 神奈川県茅ヶ崎市矢畑２７４－１

046-784-0333

神奈川県 株式会社ツルハフレスポ茅ヶ崎店

253-0085 神奈川県茅ヶ崎市矢畑６２０－１

0467-84-0200

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー茅ヶ崎みずき店

253-0088 神奈川県茅ヶ崎市みずき１－９－１６

0467-55-2108

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー新寒川倉見店

253-0101 神奈川県高座郡寒川町倉見６７９－１

0467-72-5720

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー寒川小谷店

253-0103 神奈川県高座郡寒川町小谷１－１－４１

0467-72-5281

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ寒川店

253-0105 神奈川県高座郡寒川町岡田７３１－１

0467-74-7074

神奈川県 株式会社スギ薬局寒川店

253-0105 神奈川県高座郡寒川町岡田５－１７－３

0467-38-4520

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス寒川駅前店

253-0105 神奈川県高座郡寒川町岡田１０７３－１

0467-72-5102

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ平塚横内店

254-0002 神奈川県平塚市横内３７９２

0463-54-9148

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ大神店

254-0012 神奈川県平塚市大神２６１７

0463-53-0274

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ平塚田村店

254-0013 神奈川県平塚市田村１－７－２０

0463-51-4350

神奈川県 株式会社ドン・キホーテＰＡＷひらつか店

254-0013 神奈川県平塚市田村５５３５－１

0463-51-2311

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー平塚東八幡店

254-0016 神奈川県平塚市東八幡４－２－３３

0463-20-6012

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー平塚真土店

254-0018 神奈川県平塚市東真土１－１－１

0463-53-2225

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス平塚真土店

254-0018 神奈川県平塚市東真土４－４－７

0463-52-0531
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神奈川県 トモズエクスプレス平塚ラスカ店

254-0034 神奈川県平塚市宝町１－１平塚ラスカ１Ｆ

0463-72-8117

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄ平塚宮の前店

254-0035 神奈川県平塚市宮の前５－２

0463-20-5615

神奈川県 スギ薬局平塚宮松町店

254-0036 神奈川県平塚市宮松町９－７ヤオコー平塚宮松町店２Ｆ

0463-73-7231

神奈川県 株式会社ヤオコー平塚宮松町店

254-0036 神奈川県平塚市宮松町９－７

0463-25-1411

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ平塚紅屋町店

254-0043 神奈川県平塚市紅谷町５－２３

046-321-1662

神奈川県 株式会社サンドラッグ平塚北口駅前店

254-0043 神奈川県平塚市紅谷町５－２０ユーユー駅前館内

0463-25-0330

神奈川県 クリエイトエス・ディー平塚四丁目店

254-0052 神奈川県平塚市平塚４－１１－１４

0463-34-0632

神奈川県 株式会社スギ薬局平塚店

254-0052 神奈川県平塚市平塚２－１３－２１

0463-73-6840

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー平塚桜ヶ丘店

254-0055 神奈川県平塚市上平塚１－７０

0463-37-4521

神奈川県 株式会社サンドラッグ平塚夕陽ケ丘店

254-0806 神奈川県平塚市夕陽ケ丘６２－１

0463-25-1221

神奈川県 ＣｒｅｍｏＯＳＣ湘南シティ店

254-0807 神奈川県平塚市代官町３３－１ＯＳＣ湘南シティ１Ｆ

0463-20-5082

神奈川県 ウエルシア平塚八重咲店

254-0811 神奈川県平塚市八重咲町４－１５

0463-27-1277

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー平塚龍城ケ丘店

254-0814 神奈川県平塚市龍城ケ丘７－３

0463-37-1080

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ平塚花水台店

254-0824 神奈川県平塚市花水台３２－３２

046-330-0012

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ平塚徳延店

254-0902 神奈川県平塚市徳延１８２－３

0463-35-1525

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ平塚旭店

254-0902 神奈川県平塚市徳延６１２－１

0463-37-4501

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー平塚根坂間店

254-0904 神奈川県平塚市根坂間２５２

0463-37-3581

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー大磯駅前店

255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯８７０－１

0463-60-3280

神奈川県 株式会社マキヤエスポット小田原シティーモール店

256-0813 神奈川県小田原市前川１２０

0465-45-2331

神奈川県 株式会社マツモトキヨシ小田原シティモール店

256-0813 神奈川県小田原市前川１２０

0465-49-2611

神奈川県 クリエイトエス・ディー酒匂小学校前店

256-0816 神奈川県小田原市酒匂５－１５－４

0465-45-1822

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー小田原酒匂店

256-0817 神奈川県小田原市西酒匂１－９－１

0465-46-1871

神奈川県 株式会社富士薬品ドラッグセイムス鶴巻店

257-0001 神奈川県秦野市鶴巻北１－１－５

0463-78-3610

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ鶴巻南店

257-0002 神奈川県秦野市鶴巻南４－１１１５－１

046-377-4193

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ秦野東海大駅前店

257-0003 神奈川県秦野市南矢名１－１６－８

0463-69-1370

神奈川県 株式会社ダイエーグルメシティ大根店

257-0003 神奈川県秦野市南矢名２－５－２０

046-377-7722

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー秦野鶴巻店

257-0007 神奈川県秦野市鶴巻１９２０－１

0463-69-3771

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤインター店

257-0012 神奈川県秦野市西大竹２－１

0463-84-7852

神奈川県 株式会社サンドラッグ秦野店

257-0015 神奈川県秦野市平沢３０７－１

0463-85-0274

神奈川県 株式会社スギ薬局秦野平沢店

257-0015 神奈川県秦野市平沢４２３－１ヤオコー秦野店１Ｆ

0463-79-8440

神奈川県 株式会社ヤオコー秦野店

257-0015 神奈川県秦野市平沢４２３－１

0463-82-5811

神奈川県 ＭＥＧＡドン・キホーテ秦野店

257-0015 神奈川県秦野市平沢５３０－２

0463-81-7311

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ西田原店

257-0027 神奈川県秦野市西田原２４６－１

0463-84-7513

神奈川県 クリエイトエス・ディーフォルテ秦野店

257-0031 神奈川県秦野市曽屋１２１０フォルテ秦野内

0463-80-2031

神奈川県 クリエイトＳ・Ｄ秦野大秦町店

257-0034 神奈川県秦野市大秦町２－１６－１Ｆ

0463-84-0036

神奈川県 イオンリテール株式会社イオン秦野店

257-0041 神奈川県秦野市入船町１２－１

0463-85-2000

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー秦野鈴張町店

257-0055 神奈川県秦野市鈴張町２－４４

0463-85-6125

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ大井松田店

258-0003 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領１５３６

0465-82-8410

神奈川県 ドラッグセイムス大井金子店

258-0019 神奈川県足柄上郡大井町金子１７６３－１

0465-82-5677

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー足柄大井町店

258-0019 神奈川県足柄上郡大井町金子７８０－１

0465-85-5240

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ開成町店

258-0025 神奈川県足柄上郡開成町円通寺３５－１

046-585-3622

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー大磯国府新宿店

259-0112 神奈川県中郡大磯町国府新宿４９９－１

0463-70-6370

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ二宮山西店

259-0124 神奈川県中郡二宮町山西３０６－１

0463-71-4881

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディーライズモール中井町店

259-0151 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口１８４８－１ライズモール内

0465-80-0077

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディーアクロスプラザ湯河原店

259-0301 神奈川県足柄下郡湯河原町中央１－１６１７－５４－１Ｆ

0465-60-0050

神奈川県 株式会社エスポット湯河原店

259-0312 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜１５７６－４７

0465-60-3211

神奈川県 サンテドラッグ愛甲石田店

259-1116 神奈川県伊勢原市石田字西の前８９７－１

0463-91-9255

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー伊勢原石田店

259-1116 神奈川県伊勢原市石田４１１

0463-97-2631

神奈川県 株式会社サンドラッグアクロスプラザ伊勢原店

259-1121 神奈川県伊勢原市下落合字道上２７３

0463-97-0028

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー伊勢原１丁目店

259-1131 神奈川県伊勢原市伊勢原１－３４－１７

0463-97-4332

神奈川県 クリエイトエス・ディー伊勢原桜台店

259-1132 神奈川県伊勢原市桜台４－２３－２２

0463-97-2152

神奈川県 セガミメディクス株式会社伊勢原店

259-1132 神奈川県伊勢原市桜台１－１－７

0463-97-2545

神奈川県 株式会社サンドラッグ伊勢原店

259-1132 神奈川県伊勢原市桜台１－１１－１５

0463-98-3312

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ伊勢原市役所前店

259-1142 神奈川県伊勢原市田中３１－１

0463-97-3389

神奈川県 株式会社スギ薬局伊勢原成瀬店

259-1143 神奈川県伊勢原市下糟屋３０２２－１ヨークマート伊勢原成瀬店１Ｆ

0463-74-6033

神奈川県 株式会社サンドラッグ伊勢原板戸店

259-1145 神奈川県伊勢原市板戸８

0463-97-2602

神奈川県 ウエルシア平塚南金目店

259-1201 神奈川県平塚市南金目９３１

0463-58-8208

神奈川県 株式会社ＣＦＳハックドラッグ真田店

259-1206 神奈川県平塚市真田３－１６－２

0463-50-5589

神奈川県 株式会社サンドラッグ北金目店

259-1207 神奈川県平塚市北金目１５５８－１

0463-50-6005

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー平塚岡崎店

259-1212 神奈川県平塚市岡崎５８００－１

0463-50-3566

神奈川県 クリエイトエス・ディー平塚寺田縄店

259-1215 神奈川県平塚市寺田縄１４０－１

0463-50-2501

神奈川県 株式会社クリエイトＳＤ渋沢店

259-1313 神奈川県秦野市松原町３－２５

0463-88-8970

神奈川県 株式会社クリエイトエス・ディー秦野南渋沢店

259-1322 神奈川県秦野市渋沢２－４－９

0463-89-2030
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