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住所

電話番号

福岡県

ドラッグイレブン門司店

800-0028 福岡県北九州市門司区下二十町３－２７

093-382-6260

福岡県

株式会社サンキュードラッグ大里東口店

800-0028 福岡県北九州市門司区下二十町１－１

093-372-9939

福岡県

ダイレックス門司大里店

800-0032 福岡県北九州市門司区不老町１－１－１２

093-391-3001

福岡県

株式会社サンキュードラッグ稲積店

800-0048 福岡県北九州市門司区稲積１－１１－１１

093-382-0039

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター門司店

800-0057 福岡県北九州市門司区大里新町１１－６

093-382-6688

福岡県

ダイレックス株式会社門司店

800-0063 福岡県北九州市門司区大里本町３－１０－７５

093-382-2315

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター北九州空港バイパス店

800-0206 福岡県北九州市小倉南区葛原東４－６－１０

093-474-1800

福岡県

ダイレックス下曽根店

800-0217 福岡県北九州市小倉南区下曽根４－６－２５

093-967-0015

福岡県

株式会社サンドラッグ沼新町店

800-0218 福岡県北九州市小倉南区沼新町１－２－２１

093-474-2050

福岡県

株式会社新生堂薬局下曽根店

800-0226 福岡県北九州市小倉南区田原新町３－６－３

093-474-3305

福岡県

セイムス 小倉貫店

800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫１－４－５

093-474-3336

福岡県

セガミメディクス株式会社パワードラッグワンズサンリブシティ小倉店

800-0255 福岡県北九州市小倉南区上葛原２－１４－１サンリブシティ小倉店内

093-932-6366

福岡県

セガミメディクス株式会社ココカラファイン苅田店

800-0312 福岡県京都郡苅田町殿川町１－７

093-435-2039

福岡県

スーパーセンタートライアル苅田店

800-0314 福岡県京都郡苅田町幸町５－１

093-435-0880

福岡県

ロヂャース苅田店

800-0322 福岡県京都郡苅田町二崎字二坪１２３

0930-24-6041

福岡県

株式会社サンキュードラッグ門司港本店

801-0863 福岡県北九州市門司区栄町９－１８

093-322-5139

福岡県

株式会社サンキュードラッグ東門司薬局

801-0873 福岡県北九州市門司区東門司１－１４－２－１０１

093-322-3139

福岡県

セガミメディクス株式会社小倉駅店

802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野１－１－１アミユプラザＢ１

093-512-1003

福岡県

サンキュードラッグ小倉駅前店

802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町３－１－１小倉駅前アイムＢ１Ｆ

093-513-2139

福岡県

ルミエール小倉駅前店

802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町３－１－１小倉駅前アイムＢ１Ｆ

093-383-0291

福岡県

株式会社サンドラッグ魚町銀天街店

802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町２－１－７

093-533-4123

福岡県

ウォンツ小倉船場店

802-0007 福岡県北九州市小倉北区船場町２－６

093-513-7551

福岡県

株式会社サンキュードラッグ砂津店

802-0014 福岡県北九州市小倉北区砂津３－１－１－１１００

093-512-7039

福岡県

株式会社ドン・キホーテ小倉店

802-0018 福岡県北九州市小倉北区中津口２－２－１６

093-512-7411

福岡県

株式会社サンキュードラッグ大畠店

802-0026 福岡県北九州市小倉北区大畠３－２－４７

093-513-1639

福岡県

株式会社サンキュードラッグ霧ケ丘薬局

802-0052 福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘３－９

093-932-2139

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター東篠崎店

802-0072 福岡県北九州市小倉北区東篠崎３－７

093-922-5554

福岡県

ドラッグストアマツモトキヨシ貴船店

802-0073 福岡県北九州市小倉北区貴船町１－２

093-921-5020

福岡県

サンキュードラッグ三萩野店

802-0085 福岡県北九州市小倉北区吉野町１０－１９

093-932-1539

福岡県

セガミメディクス株式会社城野店

802-0802 福岡県北九州市小倉南区城野４－６－２５

093-932-9964

福岡県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス横代店

802-0821 福岡県北九州市小倉南区横代北町１－２－１

093-963-6632

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター石田店

802-0831 福岡県北九州市小倉南区八重洲町５－１５

093-964-8060

福岡県

ココカラファインマルショク新守恒店

802-0972 福岡県北九州市小倉南区守恒２－８－２５マルショク新守恒店内

093-963-2345

福岡県

セガミメディクス株式会社ココカラファインもりつね店

802-0972 福岡県北九州市小倉南区守恒１－１１－２５サンリブもりつね店内

093-965-0101

福岡県

サンキュードラッグ徳力店

802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力３－１０－１

093-965-6339

福岡県

株式会社新生堂薬局徳力南方店

802-0976 福岡県北九州市小倉南区南方３－３－２０

093-965-6033

福岡県

ロヂャース小倉南店

803-0278 福岡県北九州市小倉南区徳吉西１－５－１１

093-452-2112

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター西港店

803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町１６－１６

093-562-5553

福岡県

サンキュードラッグハローパーク大手町薬局

803-0814 福岡県北九州市小倉北区大手町１３－３４ハローパーク大手町内

093-562-5839

福岡県

株式会社スピナスピナマート大手町店

803-0814 福岡県北九州市小倉北区大手町１２－４

093-563-2300

福岡県

株式会社サンキュードラッグ朝日ケ丘店

803-0833 福岡県北九州市小倉北区朝日ケ丘３－１８

093-562-1639

福岡県

セガミメディクス株式会社井堀店

803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀３－２－２

093-562-7831

福岡県

株式会社スピナ中井店

803-0836 福岡県北九州市小倉北区中井４－８－１０

093-562-1055

福岡県

株式会社サンドラッグいとうづ店

803-0845 福岡県北九州市小倉北区上到津３－３－３

093-654-1115

福岡県

ドラッグイレブン企救丘店

803-0981 福岡県北九州市小倉南区企救丘２－１４－２４

093-965-1162

福岡県

株式会社スピナ戸畑店

804-0011 福岡県北九州市戸畑区中原西１－８－１８

093-881-2903

福岡県

株式会社サンキュードラッグ一枝店

804-0021 福岡県北九州市戸畑区一枝３－２

093-873-3539

福岡県

イオン九州株式会社イオン戸畑店

804-0067 福岡県北九州市戸畑区汐井町２－２

093-871-1111

福岡県

株式会社スピナ高見店

805-0016 福岡県北九州市八幡東区高見２－７－６

093-651-8808

福岡県

ドラッグイレブンＪＲ八幡駅店

805-0061 福岡県北九州市八幡東区西本町３－６－１

093-663-2966

福岡県

株式会社サンキュードラッグ平野店

805-0062 福岡県北九州市八幡東区平野１－３－２

093-663-2039

福岡県

株式会社スピナさくら通り店

805-0062 福岡県北九州市八幡東区平野２－１１－１

093-662-1214

福岡県

イオン九州株式会社イオン八幡東店

805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田３－２－１０２

093-663-8111

福岡県

スーパーセンタートライアル八幡東田店

805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田１－５－９

093-663-8500

福岡県

株式会社ナフコホームプラザナフコ八幡東店

805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田１－２－２０

093-663-2681

福岡県

株式会社ミスターマックス八幡東店

805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田１－４－２２

093-682-1234

福岡県

株式会社サンキュードラッグ黒崎駅前店

806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎３－１－３菅原第１ビル１Ｆ

093-644-7339

福岡県

サンリブ黒崎店

806-0033 福岡県北九州市八幡西区岡田町９－２２

093-644-1338

福岡県

株式会社ハーティウォンツイオンタウン黒崎店

806-0036 福岡県北九州市八幡西区西曲里町３－１イオンタウン黒崎内

093-644-7757

福岡県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス黒崎店

806-0039 福岡県北九州市八幡西区西王子町１－１

093-644-4688

福岡県

ｙｏｕｍｅマート青山店

806-0043 福岡県北九州市八幡西区青山３－２－４６

093-644-5731

福岡県

ダイレックス相生店

806-0044 福岡県北九州市八幡西区相生町８

093-616-0101

福岡県

株式会社西鉄ストアスピナ穴生中央店

806-0049 福岡県北九州市八幡西区穴生４－７－１８

093-616-8336

福岡県

株式会社スピナ穴生店

806-0057 福岡県北九州市八幡西区鉄王１－４－９

093-621-4509

福岡県

株式会社サンキュードラッグコスパ相生店

806-0058 福岡県北九州市八幡西区鉄竜１－３－１６

093-631-5239

福岡県

セイムス 町上津役店

806-0074 福岡県北九州市八幡西区町上津役西２－２３－４３

093-614-3936

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター上津役店

806-0078 福岡県北九州市八幡西区中の原２－１９－１

093-614-5333

福岡県

ダイレックスライフガーデン水巻店

807-0002 福岡県遠賀郡水巻町樋口３－７

093-482-8111

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター水巻店

807-0022 福岡県遠賀郡水巻町頃末北４－４－８

093-203-5558

福岡県

スーパーセンタートライアル東水巻店

807-0048 福岡県遠賀郡水巻町吉田南５－５－１

093-203-5030

福岡県

ルミエール水巻店

807-0051 福岡県遠賀郡水巻町立屋敷１－４５４－１

093-203-2411

福岡県

株式会社ミスターマックス本城店

807-0801 福岡県北九州市八幡西区本城５－１－１

093-692-5500

福岡県

株式会社サンキュードラッグ千代ケ崎薬局

807-0803 福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎２－２－２４

093-693-2139

福岡県

ダイレックス本城店

807-0806 福岡県北九州市八幡西区御開２－４－１５

093-603-5033

福岡県

マツモトキヨシ北九州本城店

807-0815 福岡県北九州市八幡西区本城東４－１２－７

093-693-5226

福岡県

セガミメディクス株式会社折尾店

807-0824 福岡県北九州市八幡西区光明２－１１－１６

093-695-6977

福岡県

新生堂薬局永犬丸店

807-0851 福岡県北九州市八幡西区永犬丸１４５８－１

093-695-2160

福岡県

サンキュードラッグ永犬丸店

807-0856 福岡県北九州市八幡西区八枝１－７－８

093-482-5839

福岡県

株式会社ナフコホームプラザナフコ折尾店

807-0863 福岡県北九州市八幡西区大膳１－１－１

093-603-4701

福岡県

株式会社サンドラッグ共立大前店

807-0873 福岡県北九州市八幡西区藤原１－１０６－６ハローデイ店内

093-695-7171

福岡県

株式会社サンドラッグ香月店

807-1103 福岡県北九州市八幡西区香月西３－８－１０

093-619-5005

福岡県

株式会社ミスターマックス木屋瀬真名子店

807-1144 福岡県北九州市八幡西区真名子２－４－１

093-618-7733

福岡県

株式会社ナフコホームプラザナフコ星ケ丘店

807-1264 福岡県北九州市八幡西区星ケ丘２－１－２

093-619-0131
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福岡県

スーパーセンタートライアル鞍手店

807-1311 福岡県鞍手郡鞍手町小牧２２３２－５

0949-42-5000

福岡県

ドン・キホーテ鞍手店

807-1312 福岡県鞍手郡鞍手町中山２３４１－１

0949-43-2811

福岡県

株式会社サンドラッグ深町店

808-0012 福岡県北九州市若松区深町１－１－１マルショク深町店内

093-752-5051

福岡県

イオン九州株式会社イオン若松店

808-0103 福岡県北九州市若松区二島１－３－１

093-772-1515

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター二島店

808-0109 福岡県北九州市若松区南二島１－４－１

093-772-0200

福岡県

株式会社新生堂薬局東中間店

809-0019 福岡県中間市東中間２－２８３５－４

093-243-3811

福岡県

グッデイ中間店

809-0034 福岡県中間市大字中間４６４２－３

093-245-6800

福岡県

株式会社西鉄ストア中間店

809-0034 福岡県中間市大字中間中尾後３５２３－５

093-246-2971

福岡県

株式会社サンドラッグ中鶴店

809-0037 福岡県中間市中鶴４－８－２０

093-243-1056

福岡県

イオン九州株式会社イオンショッパーズ福岡店

810-0001 福岡県福岡市中央区天神４－４－１１

092-721-5411

福岡県

コクミン新天町店

810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－８－２３９

092-741-4900

福岡県

ココカラファイン天神プライム店

810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－７－２１

092-716-6470

福岡県

ココカラファイン福岡パルコ店

810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－９－１８福岡パルコ新館Ｂ１Ｆ

092-235-7488

福岡県

ダイコクドラッグ天神ビル店

810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－１２天神ビルＢ１Ｆ

092-737-2244

福岡県

株式会社コクミンシティドラッグ天神店

810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－９新天町ファーボ内

092-739-1593

福岡県

株式会社マツモトキヨシ ミーナ天神店（天神マツヤレディス店）

810-0001 福岡県福岡市中央区天神４－３－８

092-741-0230

福岡県

ドラッグイレブン渡辺通店

810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通４－１－１－１Ｆ

092-726-1127

福岡県

ドラッグ新生堂天神南店

810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通５－６－１６

092-737-2185

福岡県

株式会社ツルハ渡辺通店

810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通５－２０－６

092-738-3860

福岡県

ドラッグイレブン清川店

810-0005 福岡県福岡市中央区清川３－２０－６

092-534-8251

福岡県

ツルハドラッグ高砂店

810-0011 福岡県福岡市中央区高砂２－７－１

092-534-6210

福岡県

ツルハドラッグ薬院駅前店

810-0012 福岡県福岡市中央区白金１－２１－１５

092-534-7400

福岡県

新生堂薬局薬院店

810-0012 福岡県福岡市中央区白金１丁目１－３白金オークマンション１Ｆ

092-526-4876

福岡県

株式会社ドン・キホーテ福岡天神本店

810-0021 福岡県福岡市中央区今泉１－２０－１７

092-737-6011

福岡県

ドラッグイレブン薬院店

810-0022 福岡県福岡市中央区薬院３－５－５

092-521-1131

福岡県

ドラッグイレブン小笹店

810-0033 福岡県福岡市中央区小笹３－１０－３３

092-533-5526

福岡県

株式会社マルキョウ小笹店

810-0033 福岡県福岡市中央区小笹３－６－４

092-523-0766

福岡県

イオン九州株式会社イオン笹丘店

810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘１－２８－７４

092-725-1147

福岡県

セイムス

福岡梅光園店

810-0035 福岡県福岡市中央区梅光園３－３－８

092-726-2210

福岡県

ドラッグイレブン赤坂店

810-0041 福岡県福岡市中央区大名２－４－２２

092-738-0311

福岡県

ツルハドラッグけやき通り店

810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂２－１－５１

092-737-5310

福岡県

ドラッグイレブン六本松店

810-0044 福岡県福岡市中央区六本松４－１１－２８

092-739-4488

福岡県

ツルハドラッグ草香江店

810-0045 福岡県福岡市中央区草香江２－１１－３３

092-717-6701

福岡県

ドラッグイレブン荒戸店

810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸１－７－１３

092-761-1115

福岡県

株式会社西鉄ストアレガネット地行店

810-0064 福岡県福岡市中央区地行２－３－１４－１Ｆ

092-406-6704

福岡県

ココカラファインマークイズ福岡ももち店

810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜２－２－１ＭＡＲＫＩＳ福岡ももち１Ｆ

092-841-5507

福岡県

株式会社新生堂薬局港店

810-0075 福岡県福岡市中央区港２－９－９

092-720-1177

福岡県

セガミメディクス株式会社パワードラッグワンズゲイツ店

810-0801 福岡県福岡市博多区中洲３－７－２４タイムトンネルゲイツＢ１Ｆ

092-283-0455

福岡県

株式会社ドン・キホーテ中洲店

810-0801 福岡県福岡市博多区中洲３－７－２４

092-283-9711

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター新宮店

811-0101 福岡県糟屋郡新宮町原上１８１２－１

092-940-6660

福岡県

ドラッグイレブン新宮本店

811-0112 福岡県糟屋郡新宮町下府孫三谷１４３８－１

092-941-2700

福岡県

株式会社イズミゆめマート新宮店

811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４－１８－１

092-940-6600

福岡県

株式会社マルキョウ和白店

811-0202 福岡県福岡市東区和白２－１－６０

092-606-1037

福岡県

ドラッグイレブンＪＲ福工大前駅店

811-0213 福岡県福岡市東区和白丘１－２２－２７

092-605-7704

福岡県

ウエルシア福岡和白東店

811-0214 福岡県福岡市東区和白東１－４０－１２

092-605-1300

福岡県

株式会社大賀薬局パラファルマルシェ新宮店

811-0214 福岡県福岡市東区和白東５－１１－２２

092-692-5553

福岡県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ福岡那珂川店

811-1201 福岡県筑紫郡那珂川町片縄４－３１

092-953-7911

福岡県

株式会社ナフコホームプラザナフコ那珂川店

811-1201 福岡県筑紫郡那珂川町大字片縄原野田６４８－１

092-952-6301

福岡県

株式会社マルキョウマイチェリー那珂川店

811-1201 福岡県筑紫郡那珂川町大字片縄１９０５

092-953-2455

福岡県

株式会社大賀薬局那珂川店

811-1201 福岡県筑紫郡那珂川町片縄５丁目１８

092-953-3721

福岡県

ダイレックス株式会社那珂川店

811-1203 福岡県筑紫郡那珂川町片縄北６－１９－１

092-951-2350

福岡県

新生堂薬局那珂川店

811-1213 福岡県筑紫郡那珂川町中原２－１９

092-951-3113

福岡県

株式会社サンドラッグ那珂川店

811-1213 福岡県筑紫郡那珂川町中原３－６８

092-953-3010

福岡県

スーパーセンタートライアル那珂川店

811-1215 福岡県筑紫郡那珂川町松原５－２３

092-951-3335

福岡県

株式会社ホームプラザナフコ南那珂川店

811-1255 福岡県筑紫郡那珂川町恵子１－４５

092-951-0151

福岡県

株式会社新生堂薬局弥永店

811-1321 福岡県福岡市南区柳瀬１－３１－１５

092-589-0551

福岡県

ドラッグイレブン老司店

811-1346 福岡県福岡市南区老司２－７－１１

092-564-1170

福岡県

株式会社西鉄ストアレガネット南長住店

811-1362 福岡県福岡市南区長住６－９－１

092-511-3033

福岡県

新生堂薬局中尾店

811-1364 福岡県福岡市南区中尾３－２６－１

092-554-5880

福岡県

ドラッグイレブン宇美店

811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美４－８－１ユービオス１Ｆ

092-931-1123

福岡県

株式会社西鉄ストア宇美店

811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美４－８－１

092-932-3729

福岡県

株式会社マルキョウ宇美店

811-2102 福岡県糟屋郡宇美町大字炭焼字寺浦１００３

092-931-0833

福岡県

株式会社ミスターマックスＳｅｌｅｃｔ宇美店

811-2109 福岡県糟屋郡宇美町桜原３－４－１

092-933-8711

福岡県

ダイレックス株式会社宇美店

811-2123 福岡県糟屋郡宇美町光正寺２－３－５

092-692-2237

福岡県

株式会社サンドラッグ志免店

811-2202 福岡県糟屋郡志免町志免４－２１－１

092-957-8611

福岡県

株式会社ナフコホームプラザナフコ志免店

811-2202 福岡県糟屋郡志免町大字志免１３６５－１

092-937-1931

福岡県

株式会社ナフコホームプラザナフコ糟谷店

811-2202 福岡県糟屋郡志免町志免６９８

092-957-8031

福岡県

株式会社マルキョウ志免店

811-2202 福岡県糟屋郡志免町志免１５５５

092-937-1119

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター福岡空港店

811-2205 福岡県糟屋郡志免町別府５４６－１

092-937-5678

福岡県

ダイレックス志免店

811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里７－１－３２

092-937-3800

福岡県

ドラッグイレブン志免店

811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里寺町４１３－１

092-957-7705

福岡県

スーパーセンタートライアル須恵店

811-2221 福岡県糟屋郡須惠町旅石２２７－３

092-937-5020

福岡県

イオン九州株式会社イオン福岡東店

811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北２－１４－１

092-611-2121

福岡県

スーパービバホーム福岡東店

811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北２－１５－１

092-624-4411

福岡県

ルミエール志免店

811-2244 福岡県糟屋郡志免町志免中央３－４－１

092-410-0292

福岡県

イオン九州株式会社イオン福岡店

811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木１９２－１

092-939-7700

福岡県

くすりのコーエイ長者原店

811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原３１７－１

092-931-7988

福岡県

株式会社サンドラッグ粕屋町通信販売店

811-2315 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原４－４－１佐川ＳＲＣ内

092-957-1110

福岡県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス篠栗店

811-2413 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲６１４－１

092-931-5317

福岡県

株式会社ミスターマックスＳｅｌｅｃｔ篠栗店

811-2413 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲９９－１

092-948-5100

福岡県

ドラッグイレブントリアス久山店

811-2502 福岡県糟屋郡久山町山田１１３４－１

092-652-3551

福岡県

ツルハドラッグ古賀美郷店

811-3100 福岡県古賀市高田土地区画整理事業９街区２２

092-940-2611

福岡県

サンリブ古賀店

811-3101 福岡県古賀市天神２－５－１

092-943-0088
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福岡県

ロヂャース古賀店

811-3101 福岡県古賀市天神４－９－３４

092-943-9577

福岡県

株式会社サンドラッグ古賀店

811-3101 福岡県古賀市天神４－１２５８－１

092-943-1553

福岡県

株式会社ナフコホームプラザナフコ古賀店

811-3112 福岡県古賀市花見東４－１－１

092-942-6668

福岡県

イオン九州株式会社イオン福津店

811-3208 福岡県福津市福間駅東７９３

0940-38-5600

福岡県

セガミメディクス株式会社イオンモール福津店

811-3208 福岡県福津市福間駅東７９３イオンモール福津内

0940-38-5139

福岡県

株式会社ミスターマックスＳｅｌｅｃｔ福津店

811-3209 福岡県福津市日蒔野４－１０－５

0940-43-8720

福岡県

ルミエール福津店

811-3214 福岡県福津市花見が丘２－１８－３５

0940-35-8377

福岡県

ロジャース赤間店

811-3406 福岡県宗像市稲元１１７１－１

0940-35-1762

福岡県

株式会社ナフコホームプラザナフコ南宗像店

811-3414 福岡県宗像市大字光岡１０５

0940-36-8601

福岡県

新生堂薬局宗像店

811-3423 福岡県宗像市野坂２６５２－１

0940-34-2555

福岡県

株式会社サンドラッグ東郷店

811-3431 福岡県宗像市田熊4-1-17

0940-36-2288

福岡県

株式会社西鉄ストア食彩館東郷店

811-3431 福岡県宗像市田熊字田辺田１１４１－１

0940-38-3366

福岡県

ココカラファインビバモール赤間店

811-4175 福岡県宗像市田久２－１－１ビバモール赤間１Ｆ

0940-72-5572

福岡県

新生堂薬局くりえいと宗像店

811-4183 福岡県宗像市土穴６９９－１

0940-38-0270

福岡県

ダイレックス株式会社くりえいと宗像店

811-4184 福岡県宗像市くりえいと２－１－１

0940-35-2755

福岡県

イオン九州株式会社スーパーセンター岡垣店

811-4212 福岡県遠賀郡岡垣町黒山３３８－１

093-281-3600

福岡県

スーパービバホーム岡垣店

811-4212 福岡県遠賀郡岡垣町黒山３３８－１イオン岡垣店内

093-281-1611

福岡県

株式会社サンキュ－ドラッグ岡垣薬局

811-4233 福岡県遠賀郡岡垣町野間２８５－１

093-281-1039

福岡県

ロヂャース遠賀店

811-4303 福岡県遠賀郡遠賀町今古賀４９９－１

093-293-4195

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター遠賀店

811-4342 福岡県遠賀郡遠賀町尾崎字上ノ越１６０７－１

093-291-2700

福岡県

株式会社コクミン福岡空港店

812-0005 福岡県福岡市博多区上臼井７６７－１福岡空港第二ターミナルビル２Ｆ

092-626-7311

福岡県

ドラッグイレブン博多駅店

812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前４－１－１

092-432-7801

福岡県

株式会社大賀薬局木馬館＆ＯＨＧＡＰｈａｒｍａｃｙ

812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２５－２１ビジネスセンター１０４

092-472-1120

福岡県

コクミン博多名店

812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１

092-441-6446

福岡県

ココカラファイン博多バスターミナル店

812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街２－１博多バスターミナルＢ１Ｆ

092-475-0388

福岡県

ドラッグイレブンアミュプラザ博多店

812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１ＪＲ博多シティＢ１Ｆ

092-413-5410

福岡県

株式会社

812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街

092-441-6447

福岡県

株式会社コクミンドラッグヘルシープラザ

812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１

092-441-3228

福岡県

株式会社ヨドバシカメラマルチメディア博多

812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街６－１２

092-471-1010

福岡県

ツルハドラッグ博多駅南店

812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南５－１３－１０

092-477-5630

福岡県

ドラッグイレブン博多駅南店

812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南３－３－２７

092-418-1133

福岡県

株式会社ミスターマックスＳｅｌｅｃｔ美野島店

812-0017 福岡県福岡市博多区美野島２－５－６

092-451-2010

福岡県

ファミリーマートドラッグイレブン神屋町店

812-0022 福岡県福岡市博多区神屋町２－１

092-283-5911

福岡県

ドラッグイレブン中州川端店

812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町１１－２８７

092-263-6510

福岡県

ダイレックス株式会社吉塚店

812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚５－１３－１５

092-627-2005

福岡県

株式会社マツモトキヨシ九州販売フレスタ吉塚駅店

812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町１３－２８

092-642-1205

福岡県

株式会社大賀薬局吉塚駅東口店

812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町４５ジョイナス吉塚店１Ｆ

092-626-8815

福岡県

ルミエール箱崎店

812-0053 福岡県福岡市東区箱崎４－７－５５

092-642-1155

福岡県

株式会社ドン・キホーテ楽市街道箱崎店

812-0053 福岡県福岡市東区箱崎５－１－８

092-643-5511

福岡県

ドラッグイレブン筥崎宮前店

812-0054 福岡県福岡市東区馬出４－９－１５

092-645-1180

福岡県

株式会社イズミゆめタウン博多店

812-0055 福岡県福岡市東区東浜１－１－１

092-641-7111

福岡県

ドラッグイレブンＪＲ箱崎駅店

812-0061 福岡県福岡市東区筥松２－３２－２－１

092-645-1172

福岡県

株式会社西鉄ストア筥松店

812-0061 福岡県福岡市東区筥松２－１９７５－１

0926-27-5511

福岡県

株式会社マルキョウ松田店

812-0064 福岡県福岡市東区松田３－１１

092-612-3866

福岡県

ルミエール東那珂店

812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂１－１４－４６

092-411-1788

福岡県

ドラッグストアマツモトキヨシＢＲＡＮＣＨ福岡下原店

813-0002 福岡県福岡市東区下原４－２－１ＢＲＡＮＣＨ福岡下原内

092-663-5641

福岡県

株式会社マルキョウ香椎店

813-0002 福岡県福岡市東区下原１－２０－４７

092-674-2661

福岡県

ダイレックス株式会社香椎店

813-0003 福岡県福岡市東区香住ケ丘１－４－１

092-663-8510

福岡県

株式会社西鉄ストア香椎花園店

813-0003 福岡県福岡市東区香住ケ丘１－１０

092-662-8877

福岡県

株式会社西鉄ストア香椎店

813-0013 福岡県福岡市東区香椎駅前２－５２－３

092-410-3206

福岡県

イオン九州株式会社イオン香椎浜店

813-0016 福岡県福岡市東区香椎浜３－１２－１

092-673-6100

福岡県

スーパーセンタートライアルアイランドシティ店

813-0017 福岡県福岡市東区香椎照葉５－２－２３

092-661-8555

福岡県

ダイレックス名子

813-0024 福岡県福岡市東区名子３－６－２

092-410-8891

福岡県

株式会社ミスターマックス土井店

813-0025 福岡県福岡市東区青葉７－１９－１

092-691-7111

福岡県

グッデイ土井店

813-0032 福岡県福岡市東区土井１－１－２１

092-663-2131

福岡県

新生堂薬局土井店

813-0032 福岡県福岡市東区土井１－１７－１０

092-691-6192

福岡県

株式会社ツルハ若宮店

813-0036 福岡県福岡市東区若宮５－１－２６

092-674-3301

福岡県

セガミメディクス株式会社舞松原店

813-0042 福岡県福岡市東区舞松原１－１４－８１舞ショップタウン内

092-672-7122

福岡県

株式会社マツモトキヨシフレスタ千早店

813-0044 福岡県福岡市東区千早４－９３－２－１０２

092-663-5531

福岡県

ダイレックス松島店

813-0062 福岡県福岡市東区松島６－１０－２６

092-710-6405

福岡県

ココカラファイン西新中央店

814-0002 福岡県福岡市早良区西新４－７－１－１Ｆ

092-400-0921

福岡県

セガミメディクス株式会社西新店

814-0002 福岡県福岡市早良区西新４－８－３４ＳＡＺＡ２１ビル１Ｆ

092-843-0552

福岡県

ドラッグイレブン西新店

814-0002 福岡県福岡市早良区西新４－８－３６

092-833-7378

福岡県

株式会社ドン・キホーテ西新店

814-0002 福岡県福岡市早良区西新３－４－２

092-846-5511

福岡県

ＫｏＫｕＭｉＮ西新駅店

814-0002 福岡県福岡市早良区西新３地下鉄西新駅構内

092-833-2593

福岡県

セガミメディクス株式会社藤崎店

814-0011 福岡県福岡市早良区高取１－１－２２

092-822-5897

福岡県

ドラッグイレブン高取店

814-0012 福岡県福岡市早良区昭代３－７－９

092-833-1102

福岡県

株式会社新生堂薬局室見駅店

814-0015 福岡県福岡市早良区室見５－１－２２

092-832-1300

福岡県

ドラッグイレブン荒江店

814-0021 福岡県福岡市早良区荒江２－９－１３

092-832-5538

福岡県

イオン原店

814-0022 福岡県福岡市早良区原６－２７－５２

092-844-3177

福岡県

セイムス

814-0031 福岡県福岡市早良区南庄１－１－２４

092-852-8150

福岡県

株式会社新生堂薬局室見店

814-0031 福岡県福岡市早良区南庄５－１１－１５

092-833-1050

福岡県

ツルハドラッグ小田部店

814-0032 福岡県福岡市早良区小田部７－１６－１

092-833-3810

福岡県

ドラッグイレブン小田部店

814-0032 福岡県福岡市早良区小田部７－１３－５

092-833-7353

福岡県

株式会社マルキョウ小田部店

814-0032 福岡県福岡市早良区小田部７－７－１４－１

092-845-1168

福岡県

株式会社西鉄ストア有田店

814-0033 福岡県福岡市早良区有田６－７－１

0928-61-2455

福岡県

ファミリーマートドラッグイレブン別府店

814-0104 福岡県福岡市城南区別府５－７

092-832-6011

福岡県

株式会社マルキョウ別府店

814-0104 福岡県福岡市城南区別府５－２４－８

092-851-9873

福岡県

株式会社大賀薬局別府店

814-0104 福岡県福岡市城南区別府４－１４－２１ハローデイ別府店内

092-846-8710

福岡県

株式会社西鉄ストア別府店

814-0104 福岡県福岡市城南区別府４－２－４サンシャイン別府１Ｆ

092-851-6051

福岡県

セガミメディクス株式会社七隈店

814-0114 福岡県福岡市城南区金山団地５０－１

092-874-2771

福岡県

株式会社ツルハ神松寺店

814-0121 福岡県福岡市城南区神松寺１－２３

092-874-6030

福岡県

株式会社大賀薬局長尾店

814-0123 福岡県福岡市城南区長尾３－２８－１

092-526-6066

国民博多地下店

早良南庄店
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福岡県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス片江店

814-0143 福岡県福岡市城南区南片江１丁目２９－９７

092-862-3839

福岡県

株式会社マルキョウ東油山店

814-0155 福岡県福岡市城南区東油山１－７－２

092-871-7641

福岡県

株式会社新生堂薬局早良飯倉店

814-0161 福岡県福岡市早良区飯倉５－１６－４１

092-874-2256

福岡県

株式会社西鉄ストア飯倉店

814-0161 福岡県福岡市早良区飯倉５－１６－４１

092-862-1871

福岡県

株式会社ミドリ薬品次郎丸店

814-0165 福岡県福岡市早良区次郎丸２－１８８－１

092-873-8663

福岡県

ドラッグセイムス早良野芥店

814-0171 福岡県福岡市早良区野芥３－３０－６

092-407-1882

福岡県

株式会社ミスターマックス野芥店

814-0171 福岡県福岡市早良区野芥４－４８－３７

092-863-2345

福岡県

セガミメディクス株式会社田村店

814-0175 福岡県福岡市早良区田村４－７－２５

092-864-7041

福岡県

株式会社サンドラッグ福岡田村店

814-0175 福岡県福岡市早良区田村３－３３－８

092-874-8770

福岡県

株式会社西鉄ストア四箇田店

814-0176 福岡県福岡市早良区四箇田団地１－２

092-811-5133

福岡県

株式会社マルキョウ清水店

815-0031 福岡県福岡市南区清水２－２０－５

092-557-1250

福岡県

セガミメディクス株式会社大橋ステーション店

815-0033 福岡県福岡市南区大橋１－５－１大橋名店街１Ｆ

092-554-7138

福岡県

新生堂薬局南大橋店

815-0034 福岡県福岡市南区南大橋４－２４－１７

092-554-5660

福岡県

株式会社新生堂薬局向野店

815-0035 福岡県福岡市南区向野１－３－５

092-557-2277

福岡県

株式会社ミドリ薬品向新町店

815-0045 福岡県福岡市南区向新町１－１４－３５

092-541-4541

福岡県

株式会社ミスターマックス長住店

815-0061 福岡県福岡市南区西長住２－２５－２５

092-551-2345

福岡県

株式会社西鉄ストア高宮店

815-0082 福岡県福岡市南区大楠３－２０－１８高宮西鉄名店街１Ｆ

092-531-2955

福岡県

株式会社ツルハ高宮店

815-0083 福岡県福岡市南区高宮１－２－２７

092-534-8050

福岡県

株式会社マルキョウ井尻店

816-0002 福岡県福岡市南区井尻３－１２－１５

092-572-2680

福岡県

株式会社マルキョウ曰佐店

816-0014 福岡県福岡市南区的場２－１１－１

092-591-6040

福岡県

株式会社ドン・キホーテ福岡空港南店

816-0057 福岡県福岡市博多区西月隈１－２０

092-433-3811

福岡県

株式会社マルキョウ板付店

816-0088 福岡県福岡市博多区板付２－１１－２

092-585-7554

福岡県

セガミメディクス株式会社諸岡店

816-0094 福岡県福岡市博多区諸岡１－１７－１５

092-915-7511

福岡県

株式会社西鉄ストア竹下店

816-0095 福岡県福岡市博多区竹下４－１６－１１

092-472-6651

福岡県

株式会社新生堂薬局春日原駅前店

816-0802 福岡県春日市春日原北町３－１６－５

092-587-1130

福岡県

マツモトキヨシアクロスモール春日店

816-0814 福岡県春日市春日５－１７アクロスモール春日１Ｆ

092-589-1005

福岡県

株式会社ミスターマックス春日店

816-0842 福岡県春日市下白水２０５－２２

092-595-8700

福岡県

ダイレックス白水店

816-0844 福岡県春日市上白水４－５４

092-558-5766

福岡県

株式会社ナフコホームプラザナフコ春日フォレストシティ店

816-0844 福岡県春日市上白水１３１５－４７春日フォレストシティ内

092-589-1051

福岡県

株式会社マルキョウ春日店

816-0851 福岡県春日市昇町２－１－１

092-585-6211

福岡県

株式会社新生堂薬局昇町店

816-0851 福岡県春日市昇町２－６７

092-588-1121

福岡県

ルミエール春日店

816-0854 福岡県春日市下白水北３－９１－１

092-588-3001

福岡県

ドラッグイレブンピックス大野城川久保店

816-0905 福岡県大野城市川久保１－２－１

092-583-4056

福岡県

株式会社マルキョウ川久保店

816-0905 福岡県大野城市川久保１－１－１５

092-503-7340

福岡県

マックスバリュ九州株式会社マックスバリュ御笠川店

816-0912 福岡県大野城市御笠川４－１３－１

092-513-0850

福岡県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス大野城店

816-0931 福岡県大野城市筒井２９－１

092-588-1153

福岡県

イオン九州株式会社イオン大野城店

816-0935 福岡県大野城市錦町４－１－１

092-572-2100

福岡県

ドラッグイレブン上大利店

816-0955 福岡県大野城市上大利６４９－４

092-589-2261

福岡県

ドラッグイレブン大野城若草店

816-0981 福岡県大野城市若草４－４－１６

092-583-9200

福岡県

ダイレックス株式会社原店

818-0005 福岡県筑紫野市原６７７－５

092-924-3333

福岡県

ドラッグイレブンシュロアモール筑紫野店

818-0024 福岡県筑紫野市原田８３６－５

092-919-7610

福岡県

株式会社マルキョウ原田店

818-0024 福岡県筑紫野市原田９９５－１

092-920-6011

福岡県

株式会社ミスターマックス筑紫野店

818-0024 福岡県筑紫野市原田８３６－２０

092-927-3400

福岡県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス筑紫野店

818-0034 福岡県筑紫野市美しが丘南３丁目２－１

092-920-8088

福岡県

ルミエール筑紫野店

818-0034 福岡県筑紫野市美しが丘南１－１２－１筑紫野ベレッサ１Ｆ

092-927-2202

福岡県

株式会社サンドラッグ筑紫野店

818-0034 福岡県筑紫野市美しが丘南１－１２－１

092-927-3171

福岡県

イオン九州株式会社イオン筑紫野店

818-0042 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１

092-918-3600

福岡県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ筑紫野店

818-0052 福岡県筑紫野市武藏３－４－１

092-918-4911

福岡県

イオン九州株式会社イオン二日市店

818-0056 福岡県筑紫野市二日市北２－２－１

092-924-1581

福岡県

株式会社イズミゆめタウン筑紫野店

818-0062 福岡県筑紫野市針摺３０－１０

092-924-9000

福岡県

株式会社西鉄ストア朝倉街道店

818-0062 福岡県筑紫野市大字針摺２９３－１

092-922-8001

福岡県

新生堂薬局五条店

818-0125 福岡県太宰府市五条３－４－４３

092-918-8822

福岡県

株式会社西鉄ストア太宰府店

818-0125 福岡県太宰府市五条２－２２－７

0929-25-2751

福岡県

株式会社西鉄ストア姪ノ浜店

819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜４－１８－１

092-881-9131

福岡県

セガミメディクス株式会社姪浜店

819-0004 福岡県福岡市西区姪浜町７３８－１ウエストコート姪浜内

092-885-0885

福岡県

株式会社ミスターマックス姪浜店

819-0005 福岡県福岡市西区内浜１－７－１８

092-891-7320

福岡県

イオン九州株式会社イオンマリナタウン店

819-0014 福岡県福岡市西区豊浜３－１－１０

092-883-4147

福岡県

新生堂薬局福重店

819-0025 福岡県福岡市西区石丸１－１５－５

092-882-2528

福岡県

ドラッグイレブン野方店

819-0043 福岡県福岡市西区野方１－２１－１３

092-892-5531

福岡県

株式会社マルキョウ今宿店

819-0161 福岡県福岡市西区今宿東２－６０１

092-805-6035

福岡県

ルミエール今宿店

819-0164 福岡県福岡市西区今宿町７９－１

092-805-1510

福岡県

株式会社ツルハ今宿店

819-0167 福岡県福岡市西区今宿３－４０－３６

092-805-6011

福岡県

株式会社ミドリ薬品今宿店

819-0167 福岡県福岡市西区今宿２－９９１－１

092-807-6211

福岡県

株式会社ドン・キホーテ福岡今宿店

819-0367 福岡県福岡市西区西都１－１５－１３

092-805-6411

福岡県

マックスバリュ九州株式会社マックスバリュ周船寺店

819-0373 福岡県福岡市西区周船寺１－５４５－３

092-807-4800

福岡県

株式会社西鉄ストア周船寺店

819-0373 福岡県福岡市西区周船寺２－１４－１５

092-807-4330

福岡県

株式会社サンドラッグ周船寺店

819-0374 福岡県福岡市西区千里４１８－１

092-805-7811

福岡県

イオン九州株式会社イオン福岡伊都店

819-0375 福岡県福岡市西区徳永１１３－１

092-805-8100

福岡県

ダイレックス株式会社伊都店

819-0375 福岡県福岡市西区徳永７６０－１

092-805-5155

福岡県

ドラッグイレブン伊都店

819-0375 福岡県福岡市西区徳永１８－２

092-805-1138

福岡県

株式会社ナフコホームプラザナフコ元岡店

819-0386 福岡県福岡市西区元浜１－３６－１

092-805-7181

福岡県

株式会社マルキョウ高田店

819-1102 福岡県前原市高田２９－１

092-329-1330

福岡県

セガミメディクス株式会社波多江店

819-1103 福岡県前原市池田７２９－１

092-331-8686

福岡県

株式会社マルキョウニュー前原店

819-1121 福岡県前原市荻浦字勇心６００－３

092-322-6751

福岡県

新生堂薬局加布里店

819-1124 福岡県前原市加布里塩屋新開３０－１

092-329-7115

福岡県

株式会社サンドラッグ南風台店

819-1137 福岡県前原市南風台３－１４－４１

092-329-1510

福岡県

イオン九州株式会社スーパーセンター志摩店

819-1311 福岡県糸島郡志摩町津和崎字宮ノ本２９－１

092-330-5020

福岡県

株式会社ナフコホームプラザナフコ二丈店

819-1621 福岡県糸島郡二丈町上深江９７７－１

092-331-6661

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター飯塚店

820-0033 福岡県飯塚市徳前１－４

0948-26-2229

福岡県

株式会社大賀薬局飯塚あいタウン店

820-0040 福岡県飯塚市吉原町６－１あいタウン２Ｆ

0948-26-3715

福岡県

株式会社ミスターマックス飯塚花瀬店

820-0044 福岡県飯塚市横田５８１－６

0948-21-0123

福岡県

新生堂薬局ハッピー薬局川津店

820-0067 福岡県飯塚市川津２１３

0948-28-5562

福岡県

株式会社サンドラッグ九工大前店

820-0067 福岡県飯塚市川津６８０－５

0948-26-0250
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福岡県

ロヂャース穂波店

820-0074 福岡県嘉穂郡穂波町楽市字川西６２４－２

0948-21-3240

福岡県

イオン九州株式会社イオン穂波店

820-0081 福岡県飯塚市枝国長浦６６６－４８

0948-26-1717

福岡県

株式会社サンドラッグ福岡穂波店

820-0084 福岡県嘉穂郡穂波町椿コモヲ１１０－１

0948-23-1663

福岡県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ飯塚店

820-0084 福岡県飯塚市椿１１０－１

0948-21-9711

福岡県

新生堂薬局ハッピー薬局庄内店

820-0111 福岡県嘉穂郡庄内町有安６９１

0948-82-2480

福岡県

株式会社ナフコホームプラザナフコ稲築店

820-0203 福岡県嘉麻市平１５６１－１

0948-20-5031

福岡県

トライウェル稲築店

820-0205 福岡県嘉麻市岩崎８８０

0948-83-8034

福岡県

新生堂薬局ハッピー薬局稲築店

820-0205 福岡県嘉穂郡稲築町岩崎８２１

0948-43-0368

福岡県

グッデイ大隈店

820-0301 福岡県嘉穂郡嘉穂町大字牛隈１４０１

0948-57-4333

福岡県

スーパーセンタートライアル桂川店

820-0606 福岡県嘉穂郡桂川町土居８１５－１

0948-20-2121

福岡県

スーパーセンタートライアル小竹店

820-1103 福岡県鞍手郡小竹町勝野１５３２

09496-6-1122

福岡県

ダイレックス感田店

822-0001 福岡県直方市感田１７６２－１３

0949-26-7787

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター直方店

822-0001 福岡県直方市感田字井牟田１９４１－１

0949-26-8889

福岡県

新生堂薬局ハッピー直方店

822-0007 福岡県直方市下境字渡２５８８－１

0949-29-1008

福岡県

イオン九州株式会社イオン直方店

822-0008 福岡県直方市湯野原２－１－１

0949-29-8900

福岡県

ドラッグイレブン直方店

822-0022 福岡県直方市知古７０７－２

0949-29-5180

福岡県

株式会社新生堂薬局ハッピー薬局知古店

822-0022 福岡県直方市知古７８８－１

0949-23-8111

福岡県

スーパーセンタートライアル福智店

822-1212 福岡県田川郡福智町弁城４２３８－１

0947-22-5731

福岡県

ロヂャース宮田店

823-0003 福岡県鞍手郡宮田町本城１１３５－１

0949-33-3164

福岡県

新生堂薬局ハッピー薬局宮田店

823-0003 福岡県鞍手郡宮田町本城１１２３－１

0949-32-5481

福岡県

スーパーセンタートライアル宮田店

823-0011 福岡県宮若市宮田１０９－１

0949-52-6736

福岡県

ルミエール行事店

824-0001 福岡県行橋市行事４－５０８－１

0930-24-6041

福岡県

株式会社イズミ行橋店

824-0031 福岡県行橋市西宮市３－８－１

0930-24-8211

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター行橋店

824-0033 福岡県行橋市北泉４－１４５７－１

0930-26-0555

福岡県

株式会社サンドラッグ行橋店

824-0038 福岡県行橋市西泉６－１－１

0930-26-8155

福岡県

株式会社ドン・キホーテコスタ行橋店

824-0038 福岡県行橋市西泉６－３－５２コスタ行橋内

0930-26-0811

福岡県

スーパーセンタートライアル行橋上津熊店

824-0064 福岡県行橋市上津熊１１１－１

0930-26-0480

福岡県

ドラッグコーエイ三井伊田店

825-0002 福岡県田川市伊田２７１３－２

0947-50-6006

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター田川店

825-0002 福岡県田川市伊田４６１６

0947-46-2237

福岡県

くすりのコーエイ後藤寺店

826-0024 福岡県田川市西本町１２６６

0947-49-2680

福岡県

ドラッグコーエイメルクス田川店

826-0042 福岡県田川市川宮１７１６

0947-46-8484

福岡県

ロヂャース田川店

826-0042 福岡県田川市川宮１８１１－１

0947-46-2235

福岡県

株式会社ミスターマックス田川バイパス店

826-0042 福岡県田川市川宮１６９９－３

0947-46-1011

福岡県

スーパーセンタートライアル田川後藤寺店

826-0044 福岡県田川市位登１７５１－２

0947-49-3311

福岡県

株式会社ナフコホームプラザナフコ川崎店

827-0002 福岡県田川郡川崎町池尻１３１３

0947-49-3011

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター豊前店

828-0011 福岡県豊前市四郎丸１１０２－６

0979-84-0339

福岡県

アタックス豊前店

828-0028 福岡県豊前市青豊２－２

0979-53-9838

福岡県

ロヂャース椎田店

829-0342 福岡県築上郡椎田町東八田１３６１

0930-56-1123

福岡県

ココカラファイン西鉄久留米駅店

830-0032 福岡県久留米市東町３１６－２エマックス・クルメ２Ｆ

0942-34-5005

福岡県

株式会社タイヨードー薬局エマックス店

830-0032 福岡県久留米市東町３１６－２エマックスクルメ２Ｆ

0942-34-4523

福岡県

株式会社ドン・キホーテ西鉄久留米店

830-0034 福岡県久留米市大手町１－１

0942-46-3511

福岡県

株式会社西鉄ストア花畑店

830-0038 福岡県久留米市西町１４３４－１

0942-46-8228

福岡県

株式会社サンドラッグ久留米西店

830-0048 福岡県久留米市梅満町４９０－２

0942-36-3356

福岡県

スーパーセンタートライアル久留米上津店

830-0052 福岡県久留米市上津町１６５４－１

0942-51-2200

福岡県

株式会社西鉄ストア三潴店

830-0101 福岡県三潴郡三潴町大字早津崎字横枕８１１－１

0942-65-0528

福岡県

ダイレックス株式会社三潴店

830-0112 福岡県久留米市三潴町玉満２３８１－１

0942-54-9051

福岡県

株式会社マルキョウ三潴店

830-0112 福岡県三潴郡三潴町大字玉満４０５４

0942-65-0261

福岡県

株式会社ナフコホームプラザナフコ城島店

830-0214 福岡県久留米市城島町江上本１４７４－１

0942-51-5301

福岡県

イオン九州株式会社スーパーセンター大木店

830-0411 福岡県三潴郡大木町蛭池１２００

0944-75-8001

福岡県

スーパービバホーム大木店

830-0411 福岡県三潴郡大木町蛭池１２００イオン大木店内

0944-75-8511

福岡県

スーパーセンタートライアル大刀洗店

830-1224 福岡県三井郡大刀洗町鵜木１４４０－３３

0942-77-5577

福岡県

株式会社ナフコホームプラザナフコ太刀洗店

830-1224 福岡県三井郡大刀洗町鵜木７２９－１

0942-23-2231

福岡県

ロヂャース大川店

831-0005 福岡県大川市向島字六反田１６３０－１

0944-89-1900

福岡県

ダイレックス株式会社大川店

831-0031 福岡県大川市上巻２１９－１

0944-88-8395

福岡県

調剤薬局ツルハドラッグ江頭エーザイ店

831-0033 福岡県大川市幡保１５７

0944-86-5520

福岡県

スーパーセンタートライアル柳川西蒲池店

832-0005 福岡県柳川市西蒲池１６６－１

0944-77-6800

福岡県

ツルハドラッグ柳川下宮永店

832-0059 福岡県柳川市下宮永町１５１－３

0944-85-7081

福岡県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス三橋店

832-0816 福岡県山門郡三橋町大字久末７６５－４

0944-72-5231

福岡県

新生堂薬局柳川駅前店

832-0824 福岡県山門郡三橋町藤吉５１３－１

0944-74-8771

福岡県

株式会社西鉄ストア食彩館柳川店

832-0824 福岡県山門郡三橋町藤吉５１５－１

0944-74-5800

福岡県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス柳川南店

832-0825 福岡県山門郡三橋町江曲１７３－１

0944-74-1239

福岡県

株式会社サンドラッグ ゆめモール筑後店

833-0002 福岡県筑後市前津土地区画整理事業区域内１０画地ゆめモール内

0942-51-7107

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター筑後店

833-0033 福岡県筑後市上北島字井原口１２５９－１

0942-54-7001

福岡県

株式会社ドン・キホーテ八女店

834-0004 福岡県八女市納楚６４４－１

0943-30-3611

福岡県

ダイレックス株式会社稲富店

834-0047 福岡県八女市稲富１９２

0943-30-1500

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター八女店

834-0063 福岡県八女市本村４４４－１

0943-30-1666

福岡県

株式会社ナフコホームプラザナフコ黒木店

834-1221 福岡県八女市黒木町今２１２

0943-42-9101

福岡県

株式会社ナフコホームプラザナフコ瀬高店

835-0024 福岡県みやま市瀬高町下庄７２０－４

0944-67-7030

福岡県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス大牟田店

836-0003 福岡県大牟田市唐船５７－１

0944-55-0701

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター大牟田店

836-0034 福岡県大牟田市小浜町５２

0944-41-5550

福岡県

株式会社サンドラッグ大牟田南店

836-0036 福岡県大牟田市小川町２０－２

0944-59-8255

福岡県

イオン九州株式会社イオン大牟田店

836-0037 福岡県大牟田市岬町３－４

0944-59-2700

福岡県

ドラッグイレブンイオンモール大牟田店

836-0037 福岡県大牟田市岬町３－４イオンモール大牟田店１Ｆ

0944-41-0540

福岡県

株式会社マルキョウ船津店

836-0073 福岡県大牟田市船津町４００

0944-59-7070

福岡県

株式会社サンドラッグ大牟田店

837-0911 福岡県大牟田市橘１８５－１

0944-58-2191

福岡県

グッデイ大牟田店

837-0921 福岡県大牟田市大字三池字竹原４４４－４

0944-51-0133

福岡県

株式会社マルキョウ高泉店

837-0924 福岡県大牟田市大字歴木５２９

0944-51-4411

福岡県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター甘木店

838-0031 福岡県朝倉市屋永字西原４２７２－１

0946-21-8866

福岡県

イオン九州株式会社イオン甘木店

838-0068 福岡県朝倉市甘木３８０

0946-26-1515

福岡県

ダイレックスライフガーデン甘木店

838-0068 福岡県朝倉市甘木３５５－１

0946-21-1830

福岡県

イオン九州株式会社イオン小郡店

838-0115 福岡県小郡市大保１１０

0942-41-7100

福岡県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス小郡店

838-0141 福岡県小郡市小郡６９４－１

0942-23-8050

福岡県

株式会社西鉄ストア小郡店

838-0144 福岡県小郡市祇園１－１２－２０

0942-73-3411
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福岡県

ダイレックス株式会社夜須店

838-0215 福岡県朝倉郡筑前町篠隈３３８－１

0946-42-8111

福岡県

株式会社イズミゆめタウン久留米店

839-0000 福岡県久留米市土地区画整理事業区域内１街区

0942-45-7100

福岡県

株式会社ドン・キホーテ楽市楽座久留米店

839-0809 福岡県久留米市東合川２－２－１

0942-41-1911

福岡県

ドラッグ＆フレッシュトライアル久留米店

839-0841 福岡県久留米市御井旗崎４－１－１

0942-40-8811

福岡県

ダイレックス株式会社久留米国分店

839-0863 福岡県久留米市国分町１３２７－１

0942-51-8551

佐賀県

セガミメディクス株式会社モラージュ佐賀店

840-0008 佐賀県佐賀市巨勢町牛島７３０

0952-41-7700

佐賀県

株式会社ミスターマックス佐賀店

840-0008 佐賀県佐賀市巨勢町牛島７５０

0952-41-6300

佐賀県

株式会社ローソンミズ木原店

840-0015 佐賀県佐賀市木原１－２４－４０

0952-37-9766

佐賀県

グッデイ佐賀本庄店

840-0027 佐賀県佐賀市大字本庄１１６８－６

0952-26-5002

佐賀県

イオン九州株式会社イオン佐賀大和店

840-0201 佐賀県佐賀市大和町尼寺３５３５

0952-64-8000

佐賀県

株式会社マルキョウ大財店

840-0811 佐賀県佐賀市大財６－２３１－１

0952-29-4886

佐賀県

セガミメディクス株式会社多布施店

840-0842 佐賀県佐賀市多布施１－６－５０

0952-27-9511

佐賀県

株式会社サンドラッグ佐賀新栄店

840-0859 佐賀県佐賀市新栄西２－１０

0952-27-7770

佐賀県

株式会社ナフコホームプラザナフコ南佐賀店

840-2205 佐賀県佐賀郡川副町南里７２３－１

0952-34-7811

佐賀県

イオン株式会社スーパーセンター佐賀店

840-2221 佐賀県佐賀郡東与賀町下古賀一本杉８７－１

0952-34-7200

佐賀県

株式会社サンドラッグ弥生が丘店

841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘１－３２

0942-81-3361

佐賀県

ナチュラル株式会社ドラッグストアモリ鳥栖共配センター

841-0021 佐賀県鳥栖市幡崎町字平田１７１５プロロジスパーク鳥栖１内

0942-81-1210

佐賀県

ダイレックス株式会社ライフガーデン鳥栖店

841-0061 佐賀県鳥栖市轟木町１１７３ライフガーデン鳥栖内

0942-81-3350

佐賀県

スーパーモリナガ吉野ケ里店

842-0035 佐賀県神埼郡吉野ケ里町田手１６６３－１

0952-97-8666

佐賀県

スーパーセンタートライアル千代田店

842-0068 佐賀県神埼市千代田町下板８６－１

0952-34-6300

佐賀県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス日の隈店

842-0122 佐賀県神埼郡神埼町城原１２５６－１

0952-55-6311

佐賀県

株式会社マルキョウ武雄店

843-0023 佐賀県武雄市武雄町大字昭和７

0954-23-6155

佐賀県

スーパーセンタートライアル武雄富岡店

843-0024 佐賀県武雄市武雄町富岡１２４３１－１

0954-20-0800

佐賀県

スーパーセンタートライアル嬉野店

843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町下宿１８２

0954-20-4008

佐賀県

ドラッグイレブン築城店

843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町下宿甲４７１３－５

0954-20-2511

佐賀県

株式会社ナフコホームプラザナフコ有田店

844-0027 佐賀県西松浦郡有田町南原４－１

0955-41-1711

佐賀県

ダイレックス株式会社小城店

845-0002 佐賀県小城市小城町畑田２５５７

0952-72-1841

佐賀県

株式会社ナフコホームプラザナフコ小城店

845-0002 佐賀県小城市小城町畑田２４６２－１

0952-71-1841

佐賀県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター三日月店

845-0033 佐賀県小城市三日月町樋口字五条１４２０

0952-73-4444

佐賀県

スーパーセンタートライアル唐津店

847-0011 佐賀県唐津市栄町２５７９－１

0955-88-2127

佐賀県

まいづる本店

847-0013 唐津市大名小路24-1

0955-73-5151

佐賀県

イオン九州株式会社イオン唐津店

847-0022 佐賀県唐津市鏡字立神４６７１

0955-70-6200

佐賀県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス鏡店

847-0022 佐賀県唐津市鏡３４９０－１

0955-77-6636

佐賀県

株式会社ミスターマックス唐津店

847-0022 佐賀県唐津市鏡３７１６

0955-77-3301

佐賀県

スーパーセンタートライアル唐津中原店

847-0031 佐賀県唐津市原１４２１

0955-77-6677

佐賀県

まいづるナイン呼子店

847-0304 佐賀県東松浦郡呼子町大字殿ノ浦９８５－２４

0955-82-5221

佐賀県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス唐津店

847-0824 佐賀県唐津市神田２２３３

0955-73-2070

佐賀県

まいづるナイン肥前店

847-1521 佐賀県東松浦郡肥前町田野３

0955-54-2528

佐賀県

ドラッグイレブン伊万里店

848-0027 佐賀県伊万里市立花町１８９１－１

0955-20-1581

佐賀県

ドラッグ＆フレッシュトライアル伊万里店

848-0032 佐賀県伊万里市二里町大里甲２４５５－１

0955-20-0010

佐賀県

ダイレックス株式会社伊万里松島店

848-0045 佐賀県伊万里市松島町７０１

0955-21-0800

佐賀県

株式会社イズミゆめタウン佐賀店

849-0000 佐賀県佐賀市兵庫町兵庫北土地区画整理地区２２街区

0952-33-3100

佐賀県

株式会社アイオロス北部九州倉庫

849-0101 佐賀県三養基郡みやき町原古賀字四本柳５４７３－１２

0942-94-9860

佐賀県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター三養基店

849-0111 佐賀県三養基郡みやき町白壁１１５５

0942-89-6633

佐賀県

ドラッグ＆フレッシュトライアル上峰店

849-0123 佐賀県三養基郡上峰町坊所字七本谷１５８１－２

095-255-6868

佐賀県

株式会社ナフコホームプラザナフコ牛津店

849-0302 佐賀県小城郡牛津町柿樋瀬２８２－１

0952-66-6051

佐賀県

イオン九州株式会社イオン江北店

849-0501 佐賀県杵島郡江北町山口三本松二１２２３

0952-86-5511

佐賀県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス江北店

849-0502 佐賀県杵島郡江北町佐留志２０７０

0952-71-6188

佐賀県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス高木瀬店

849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬９３２－５

0952-32-6539

佐賀県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス兵庫店

849-0918 佐賀県佐賀市兵庫南３－３４

0952-25-7721

佐賀県

株式会社ドン・キホーテ佐賀店

849-0924 佐賀県佐賀市新中町６－１１

0952-32-7111

佐賀県

スーパーモリナガ白石店

849-1111 佐賀県杵島郡白石町東郷一本楠１２９７

0952-84-2511

佐賀県

スーパーセンタートライアル鹿島店

849-1303 佐賀県鹿島市森７７－１

0954-69-5555

佐賀県

ダイレックス株式会社北鹿島店

849-1304 佐賀県鹿島市中村２０１８－１

0954-69-7570

佐賀県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス鹿島店

849-1312 佐賀県鹿島市納富分藤津甲５３－１

0954-69-7337

長崎県

ダイレックス株式会社壱岐店

811-5114 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触９３６

0920-48-1660

長崎県

イオン九州株式会社イオン壱岐店

811-5463 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触２６０４－２

0920-45-3310

長崎県

ダイレックス株式会社美津島店

817-0322 長崎県対馬市美津島町鶏知甲８２

0920-54-7575

長崎県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス対馬店

817-1412 長崎県対馬市峰町佐賀７９１－１

0920-82-1500

長崎県

セガミメディクス株式会社新大工店

850-0017 長崎県長崎市新大工町２－２１だるまやビル１Ｆ

095-828-4726

長崎県

株式会社イズミ長崎夢彩都店

850-0035 長崎県長崎市元船町１０－１

095-823-3131

長崎県

株式会社サンドラッグ福田店

850-0066 長崎県長崎市大浜町１５９７－１１

095-832-9155

長崎県

株式会社マツモトキヨシ九州販売ララプレイス愛宕店

850-0822 長崎県長崎市愛宕４－１８－２０ララプレイス愛宕内

095-811-3103

長崎県

ＨＩヒロセララプレイス愛宕店

850-0822 長崎県長崎市愛宕４－１８－２０ララプレイス愛宕内

095-816-3150

長崎県

株式会社コクミン銅座町店

850-0841 長崎県長崎市銅座町５－７

095-861-5344

長崎県

イオン九州株式会社イオン長崎店

850-0842 長崎県長崎市新地町３－１７

095-824-6211

長崎県

セガミメディクス株式会社万屋町店

850-0852 長崎県長崎市万屋町６－５

095-811-1120

長崎県

株式会社サンドラッグ長崎浜町店

850-0853 長崎県長崎市浜町１－９今井ビル１Ｆ

095-820-7198

長崎県

株式会社マツモトキヨシ浜の町店

850-0853 長崎県長崎市浜町４－９

095-826-3551

長崎県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス長崎店

850-0954 長崎県長崎市新戸町３－７７３－１５

095-878-3900

長崎県

ドラッグイレブン江川店

850-0992 長崎県長崎市江川町２３２ジョイフルサン江川店内

095-833-5511

長崎県

株式会社ナフコホームプラザナフコ南長崎店

850-0994 長崎県長崎市竿浦町８９０－１

0958-32-5931

長崎県

株式会社サンドラッグ矢上店

851-0116 長崎県長崎市東町１７３０－１

095-813-9710

長崎県

イオン九州株式会社イオン東長崎店

851-0134 長崎県長崎市田中町１０２７－８

095-839-1110

長崎県

株式会社マルキョウ東長崎店

851-0134 長崎県長崎市田中町６７－１

095-837-0111

長崎県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス東長崎店

851-0137 長崎県長崎市高城台１－１－１０

095-839-8188

長崎県

有限会社ワコー紙業

851-1133 長崎県長崎市小江町２７３４－２０

095-846-0660

長崎県

イオン九州株式会社イオン時津店

851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷７５１－５

095-882-5191

長崎県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ時津店

851-2103 長崎県西彼杵郡時津町元村郷１１９１－１

095-913-2811

長崎県

株式会社マルキョウ時津店

851-2105 長崎県西彼杵郡時津町浦郷１６４－２

095-813-2126

長崎県

株式会社ミスターマックス時津店

851-2106 長崎県西彼杵郡時津町左底郷１８３２－１

095-860-2201

長崎県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス時津店

851-2108 長崎県西彼杵郡時津町日並郷３６０５－２

095-840-2222

長崎県

スーパーセンタートライアル時津店

851-2108 長崎県西彼杵郡時津町日並郷３６１３

095-813-2070
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長崎県

セガミメディクス株式会社長与店

851-2126 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷２００４－１８

095-887-0566

長崎県

株式会社マルキョウ長与店

851-2128 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷１０９８

095-887-0381

長崎県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス三重店

851-2206 長崎県長崎市三京町６４６－２６

095-840-1510

長崎県

株式会社ミスターマックス長崎店

852-8017 長崎県長崎市岩見町５２５－１

095-818-1110

長崎県

セガミメディクス株式会社三芳店

852-8031 長崎県長崎市三芳町１１－６

095-813-0910

長崎県

セガミメディクス株式会社滑石店

852-8061 長崎県長崎市滑石５－１－２２滑石バリューセンター１Ｆ

095-856-3964

長崎県

ダイレックス株式会社滑石店

852-8061 長崎県長崎市滑石３－１９－１

095-855-0741

長崎県

ドラッグイレブン本原店

852-8133 長崎県長崎市本原町４－１

095-841-7444

長崎県

イオン九州株式会社イオンチトセピア店

852-8135 長崎県長崎市千歳町５－１チトセピア内

095-846-1147

長崎県

ドラッグイレブン住吉店

852-8154 長崎県長崎市住吉町３－１サン住吉内

095-841-8101

長崎県

株式会社ミドリ薬品大波止店

853-0015 長崎県五島市東浜町３－１－１

0959-75-0723

長崎県

ダイレックス諫早幸町店

854-0022 長崎県諫早市幸町４９－３６

0957-46-3620

長崎県

スーパーセンタートライアル諫早店

854-0036 長崎県諫早市長野町１６９０－８

0957-35-6600

長崎県

株式会社ＨＩヒロセスーパーコンボ諫早バイパス店

854-0055 長崎県諫早市栗面町９４

0957-23-2201

長崎県

株式会社マルキョウ久山台店

854-0067 長崎県諫早市久山台９－３

0957-25-3131

長崎県

サンドラッグ諫早店

854-0072 長崎県諫早市永昌町１１－１６

0957-47-6871

長崎県

株式会社マルキョウ愛野店

854-0302 長崎県南高来郡愛野町乙字宮の下４１７

0957-36-2882

長崎県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス島原店

855-0031 長崎県島原市前浜町乙７３

0957-65-5107

長崎県

スーパーセンタートライアル島原店

855-0031 長崎県島原市前浜町丙２２７

0957-63-2151

長崎県

株式会社サンドラッグ島原店

855-0842 長崎県島原市栄町８３３４

0957-68-7170

長崎県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ大村インター店

856-0813 長崎県大村市西大村本町２５５

0957-48-7211

長崎県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター大村店

856-0814 長崎県大村市松並２－９２－１

0957-49-5553

長崎県

ダイレックス株式会社大村店

856-0817 長崎県大村市古賀島町４２７－４

0957-49-5700

長崎県

ＯＫホーム＆ガーデン大村店

856-0818 長崎県大村市今津町６４９－１

0957-20-8220

長崎県

イオン九州株式会社イオン大村店

856-0836 長崎県大村市幸町２５－２００

0957-27-3456

長崎県

ココカラファインサンクル店

857-0054 長崎県佐世保市栄町４－１１

0956-37-2011

長崎県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス矢峰店

857-0133 長崎県佐世保市矢峰町１５７

0956-49-6777

長崎県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス佐々店

857-0322 長崎県北松浦郡佐々町松瀬免９－１

0956-41-1666

長崎県

イオン九州株式会社イオン佐世保店

857-0806 長崎県佐世保市島瀬町１０－９

0956-25-2525

長崎県

ココカラファインさせぼ五番街店

857-0855 長崎県佐世保市新港町２－１させぼ五番街内

0956-37-0390

長崎県

イオン九州株式会社イオン大塔店

857-1161 長崎県佐世保市大塔町１４－２

0956-27-2222

長崎県

株式会社ドン・キホーテ佐世保店

857-1161 長崎県佐世保市大塔町６１６－３４

0956-20-0711

長崎県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス佐世保店

857-1162 長崎県佐世保市卸本町３３７

0956-26-1739

長崎県

イオン九州株式会社イオン佐世保白岳店

857-1164 長崎県佐世保市白岳町５０－１

0956-20-1800

長崎県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター佐世保大和店

857-1165 長崎県佐世保市大和町６５－２

0956-46-7700

長崎県

セガミメディクス株式会社相浦店

858-0915 長崎県佐世保市上相浦町１－６

0956-26-2076

長崎県

セガミメディクス株式会社日野店

858-0923 長崎県佐世保市日野町８８８ララプライス佐世保内

0956-26-2418

長崎県

株式会社マルキョウ日野店

858-0923 長崎県佐世保市日野町８５６－１

0956-28-6338

長崎県

ダイレックス株式会社東諌早店

859-0311 長崎県諫早市小豆崎町１９９

0957-35-6275

長崎県

ＯＫホーム＆ガーデン多良見店

859-0403 長崎県西彼杵郡多良見町市布名１１９０－１

0957-28-5090

長崎県

株式会社ナフコホームプラザナフコ国見店

859-1306 長崎県南高来郡国見町神代己１１６

0957-61-7151

長崎県

イオン九州株式会社イオン有家店

859-2202 長崎県南島原市有家町山川１３５－１

0957-65-2300

長崎県

ダイレックス株式会社有家店

859-2206 長崎県南島原市有家町中須川１９７－１

0957-82-6225

長崎県

株式会社ナフコホームプラザナフコ口之津店

859-2502 長崎県南島原市口之津町甲２７６４

0957-75-1310

長崎県

ドラッグイレブン早岐店

859-3215 長崎県佐世保市早岐１－１６－１０

0956-27-5280

長崎県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス早岐店

859-3223 長崎県佐世保市広田３－３８－６

0956-26-5670

長崎県

セガミメディクス株式会社早岐店

859-3223 長崎県佐世保市広田３－１－１ウエルマート早岐店内

0956-39-5048

長崎県

株式会社ナフコホームプラザナフコ波佐見店

859-3716 長崎県東彼杵郡波佐見町田ノ頭郷３７２－２

0956-26-7671

長崎県

ダイレックス株式会社平戸店

859-5121 長崎県平戸市岩の上町１６７－１

0950-21-8015

長崎県

株式会社ナフコホームプラザナフコ平戸店

859-5141 長崎県平戸市山中町字入口７３６

0950-26-4011

熊本県

ドラッグイレブンＪＲ熊本駅店

860-0047 熊本県熊本市西区春日３－１５－３０肥後よかモン市場内

096-312-1175

熊本県

株式会社アレススーパーキッド熊本駅前店

860-0047 熊本県熊本市西区春日２－１０－２４

096-312-5566

熊本県

株式会社新生堂薬局田崎店

860-0047 熊本県熊本市春日７－２８－１０

096-211-8033

熊本県

株式会社イズミゆめマート田崎店

860-0053 熊本県熊本市西区田崎２－５－１

096-312-3111

熊本県

ドラッグ新生堂イオンタウン田崎店

860-0058 熊本県熊本市西区田崎町３８０イオンタウン田崎内

096-355-2700

熊本県

セガミメディクス株式会社熊本城山店

860-0066 熊本県熊本市城山下代町字前田７１２－１

096-319-4775

熊本県

ドラッグストアモリ京町店

860-0078 熊本県熊本市中央区京町２－１４－７

096-223-5818

熊本県

メガセンタートライアル上熊本店

860-0079 熊本県熊本市西区上熊本３－８－１

096-326-3010

熊本県

株式会社ナフコホームプラザナフコ北熊本店

860-0083 熊本県熊本市大窪１－１－１７

096-352-1231

熊本県

セガミメディクス株式会社清水バイパス店

860-0085 熊本県熊本市高平２－２５－１０

096-341-0710

熊本県

株式会社ミスターマックス熊本北店

860-0088 熊本県熊本市北区津浦町３１－２０

096-354-5000

熊本県

ドン・キホーテ熊本下通り店

860-0801 熊本県熊本市中央区安政町５－２７

096-312-2311

熊本県

株式会社サンドラッグ南熊本店

860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本３－５－１

096-375-8566

熊本県

株式会社ドン・キホーテ南熊本店

860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本１－９－２５

096-375-8811

熊本県

ナチュラル株式会社ドラッグストアモリ本荘店

860-0816 熊本県熊本市本荘町７３７－７

096-364-0255

熊本県

株式会社ミスターマックス熊本南店

860-0824 熊本県熊本市十禅寺３－４－１４

096-311-2555

熊本県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス萩原店

860-0832 熊本県熊本市萩原町４－３１

096-370-5501

熊本県

ココカラファイン上通店

860-0845 熊本県熊本市中央区上通町６－１５オークス第二ビル１Ｆ

096-206-4898

熊本県

ドラッグイレブン上通り店

860-0845 熊本県熊本市上通町６－２２

096-212-6200

熊本県

ダイレックス株式会社植木店

861-0133 熊本県熊本市北区植木町滴水１３－１

096-273-2005

熊本県

由井ショッピングセンター

861-0136 熊本県鹿本郡植木町岩野字花立２６６－５

096-272-2567

熊本県

株式会社ナフコホームプラザナフコ鹿本店

861-0304 熊本県鹿本郡鹿本町大字御宇田６４０－１

0968-46-5100

熊本県

ロッキーホームセンター鹿本店

861-0313 熊本県鹿本郡鹿本町中富字福島５２

0968-46-5500

熊本県

株式会社マミーズマーケットアタックス鹿本店

861-0331 熊本県山鹿市鹿本町来民７１５

0968-46-6030

熊本県

株式会社ミスターマックス山鹿店

861-0382 熊本県山鹿市方保田字鳥越３４６２－１

0968-43-8800

熊本県

スーパーセンタートライアル山鹿店

861-0501 熊本県山鹿市山鹿８２１－３

0968-32-0660

熊本県

ドラッグセイムス山鹿昭和店

861-0515 熊本県山鹿市昭和町１０１

0968-42-8831

熊本県

株式会社サンドラッグ東山鹿店

861-0533 熊本県山鹿市古閑十三部１００６－５

0968-32-0750

熊本県

株式会社ナフコホームプラザナフコ山鹿店

861-0553 熊本県山鹿市石７３３－１

0968-43-9811

熊本県

ドン・キホーテ合志店

861-1102 熊本県合志市須屋１９３６－１

096-341-2411

熊本県

株式会社ドラッグストアコスモ二十一ドラッグセイムス泗水店

861-1212 熊本県菊池市泗水町豊水３３３６

0968-23-8680

熊本県

株式会社サンドラッグ桜木店

861-2101 熊本県熊本市桜木６－６－１

096-331-8221

熊本県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス東野店

861-2106 熊本県熊本市東野４－２－１

096-360-3334
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熊本県

アタックス益城店

861-2233 熊本県上益城郡益城町惣領１４１５

096-289-3061

熊本県

イオン九州株式会社イオン熊本店

861-3106 熊本県上益城郡嘉島町上島字長池２２３２イオンモール１Ｆ

096-235-6600

熊本県

ナチュラル株式会社ドラッグストアモリ嘉島店

861-3106 熊本県上益城郡嘉島町上島１９５０

096-237-2866

熊本県

ダイレックス株式会社御船店

861-3206 熊本県上益城郡御船町辺田見１８２－１

096-282-7780

熊本県

ドラッグストアモリ御船店

861-3206 熊本県上益城郡御船町辺田見２２１－１

096-282-4664

熊本県

株式会社アレススーパーキッド南高江店

861-4106 熊本県熊本市南高江２－１２－３５

096-357-9600

熊本県

ドラッグイレブン島町店

861-4133 熊本県熊本市島町７８７－１

096-320-2338

熊本県

株式会社ナフコホームプラザナフコ富合店

861-4151 熊本県熊本市富合町清藤６８

096-311-3711

熊本県

ロッキースーパーストア甲佐店

861-4603 熊本県上益城郡甲佐町仁田子４６１

096-235-1003

熊本県

ダイレックス株式会社八反田店

861-8034 熊本県熊本市東区八反田２－１２－７

096-285-3031

熊本県

ドラッグイレブン御領店

861-8035 熊本県熊本市東区御領２－２０－１

096-213-3711

熊本県

ドラッグイレブン戸島店

861-8043 熊本県熊本市東区戸島西５－１－１７

096-214-1130

熊本県

株式会社ミスターマックス熊本インター店

861-8046 熊本県熊本市石原１－１－１１１

096-380-7788

熊本県

株式会社トライアルカンパニース－パ－センタ－清水店

861-8073 熊本県熊本市清水町松崎４６－１

096-341-1551

熊本県

株式会社サンドラッグサンロードシティ熊本店

862-0901 熊本県熊本市東町３－２－１５

096-360-7661

熊本県

ドラッグセイムス熊本若葉店

862-0903 熊本県熊本市東区若葉２－１４－５

096-288-7338

熊本県

株式会社新生堂薬局尾ノ上店

862-0913 熊本県熊本市尾ノ上２－３－２８

096-340-0310

熊本県

株式会社マミーズマーケットアタックス花立店

862-0918 熊本県熊本市東区花立５－９－１８

096-285-4747

熊本県

株式会社マルキョウ帯山店

862-0924 熊本県熊本市帯山７－７４７－１

096-213-1170

熊本県

ナチュラル株式会社ドラッグストアモリ戸島店

862-0931 熊本県熊本市戸島町西１－２９－３

096-360-6671

熊本県

ドラッグイレブン江津店

862-0942 熊本県熊本市江津２－３９１

096-212-8151

熊本県

株式会社新生堂薬局水前寺駅店

862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺１－４－１えきマチ１丁目水前寺１Ｆ

096-386-1533

熊本県

株式会社イズミ浜線店

862-0965 熊本県熊本市田井島１－２－１

096-334-1625

熊本県

株式会社イズミゆめタウン大江店

862-0971 熊本県熊本市中央区大江３－２－４０

096-211-5500

熊本県

ダイレックス株式会社九品寺店

862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺３－１６－５０

096-362-7760

熊本県

株式会社イズミサンピアン店

862-8017 熊本県熊本市上南部町２－２－２

096-380-1125

熊本県

ナチュラル株式会社ドラッグストアモリ天草大浜店

863-0015 熊本県天草市大浜町３７６－１

0969-23-5548

熊本県

ダイレックス天草店

863-0019 熊本県天草市小松原町１１－１５

0969-24-8248

熊本県

ドラッグストアモリ天草亀川店

863-0043 熊本県天草市亀場町亀川１８７７－４

0969-23-7178

熊本県

イオン九州株式会社イオン天草店

863-0046 熊本県天草市亀場町食場後山下７４０

0969-27-6767

熊本県

アタックスシープル店

863-2503 熊本県天草郡苓北町志岐２４６－１シープル苓北ショッピングセンター内

0969-35-2800

熊本県

株式会社アレススーパーキッド荒尾店

864-0041 熊本県荒尾市荒尾４４４２－１１

0968-64-8484

熊本県

ダイレックス株式会社玉名中央店

865-0015 熊本県玉名市亀甲字前田１１０カリーノ玉名内

0968-72-1160

熊本県

株式会社アレススーパーキッド玉名店

865-0065 熊本県玉名市築地３４９

0968-76-7101

熊本県

セイムス 菊水江田店

865-0136 熊本県玉名郡菊水町江田３８９３－１

0968-71-8122

熊本県

イオン九州株式会社イオン八代店

866-0013 熊本県八代市沖町六番割３９８７－３

0965-39-3500

熊本県

ナチュラル株式会社ドラッグストアモリ八代沖町店

866-0013 熊本県八代市沖町３６９２－２

0965-31-0239

熊本県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター八代店

866-0032 熊本県八代市新開町３－１５

0965-31-1118

熊本県

ドラッグストアモリ八代中北店

866-0044 熊本県八代市中北町３１１２－１

0965-62-8739

熊本県

株式会社アレススーパーキッド八代高田店

866-0072 熊本県八代市高下西町字中溝１７４３

0965-31-7007

熊本県

ＭＥＧＡドン・キホーテ八代店

866-0073 熊本県八代市本野町２０５０

0965-39-5111

熊本県

スーパーセンタートライアル新八代駅前店

866-0824 熊本県八代市上日置町４５２２－１

0965-88-2614

熊本県

ドラッグストアモリ八代駅前店

866-0844 熊本県八代市旭中央通１－２

0965-37-8155

熊本県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス八代海士江店

866-0893 熊本県八代市海士江町２６９４

0965-93-4600

熊本県

株式会社ナフコホームプラザナフコ東八代店

866-0893 熊本県八代市海士江町２７５３－２

0965-34-2420

熊本県

生活協同組合水光社ホームセンター

867-0059 熊本県水俣市栄町１－５－１

0966-63-5814

熊本県

ドラッグストアモリ宝来店

868-0011 熊本県人吉市宝来町１２８５－３

0966-35-6677

熊本県

株式会社ナフコホームプラザナフコまるさだ人吉店

868-0013 熊本県人吉市上薩摩瀬町１４５８－１

0966-24-2730

熊本県

スーパーキッド人吉店

868-0025 熊本県人吉市瓦屋町字柳川１８４３

096-628-3825

熊本県

ダイレックス株式会社人吉店

868-0083 熊本県人吉市下林町２５１

0966-22-7551

熊本県

ニシムタ人吉店フード＆ライフ館

868-0083 熊本県人吉市下林町１２２－１

0966-22-0211

熊本県

イオン九州株式会社イオン錦店

868-0303 熊本県球磨郡錦町西字打越７１５－１

0966-38-0111

熊本県

ナチュラル株式会社ドラッグストアモリあさぎり店

868-0415 熊本県球磨郡あさぎり町免田西字黒田２５２５

0966-45-8880

熊本県

株式会社オサダ多良木店

868-0501 熊本県球磨郡多良木町多良木２８４８

0966-42-6021

熊本県

株式会社マルキョウ玉名店

869-0222 熊本県玉名郡岱明町野口１９７

0968-74-3241

熊本県

ドラッグストアモリ宇土店

869-0411 熊本県宇土市水町５０－１クロス２１ＵＴＯ内

0964-27-5584

熊本県

スーパーキッド宇土店

869-0421 熊本県宇土市南段原町字南２０－１

0964-24-1835

熊本県

ダイレックス株式会社宇土店

869-0451 熊本県宇土市北段原町７３ショッピングセンターピア内

0964-23-0105

熊本県

ドラッグストアモリ松橋店

869-0502 熊本県宇城市松橋町松橋７７６－１

0964-27-4344

熊本県

株式会社ミスターマックス松橋店

869-0524 熊本県下益城郡松橋町豊福１６８３－１

0964-32-4111

熊本県

イオン九州株式会社イオン宇城店

869-0606 熊本県宇城市小川町河江１－１

0964-34-6161

熊本県

スーパーセンタートライアル宇城店

869-0622 熊本県宇城市小川町西北小川４９７－１－１

0964-25-5777

熊本県

サンドラッグ菊陽店

869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼２４６４

096-285-5013

熊本県

株式会社イズミゆめタウン光の森店

869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼字中迎原３３１０

096-233-2211

熊本県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ菊陽店

869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼２６５５－１

096-233-4811

熊本県

株式会社マミーズマーケットアタックス菊陽店

869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼４１９７－１

096-249-3488

熊本県

ダイレックス大津店

869-1233 熊本県菊池郡大津町大津１２８６－１

096-293-0057

熊本県

株式会社新生堂薬局大津店

869-1233 熊本県菊池郡大津町大津字門出１２１１－１

096-294-6222

熊本県

イオン九州株式会社イオン大津店

869-1235 熊本県菊池郡大津町室１３７

096-293-3200

熊本県

ドラッグストアモリ大津店

869-1235 熊本県菊池郡大津町室１７５７－６

096-285-3577

熊本県

メガセンタートライアル大津店

869-1235 熊本県菊池郡大津町室１３９９

096-349-3111

熊本県

ダイレックス株式会社高森店

869-1602 熊本県阿蘇郡高森町高森２１０９－１

096-762-3910

熊本県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス阿蘇店

869-2301 熊本県阿蘇市内牧１０６５－１

0967-23-6888

熊本県

株式会社ナフコホームプラザナフコ大矢野店

869-3602 熊本県上天草市大矢野町上１２７２－１

0964-57-4561

熊本県

セイムス氷川宮原店

869-4602 熊本県八代郡氷川町宮原５６１－１

0965-46-9500

大分県

スーパードラッグノザキ岩田店

870-0000 大分県大分市津留１９１１－１

097-504-7228

大分県

株式会社ミスターマックス西大分店

870-0003 大分県大分市生石１４５－４４

097-532-3200

大分県

スーパードラッグノザキわさだ店

870-0100 大分県大分市稙田新都心中央地区画整理事業区域内１街区６８

097-586-1510

大分県

ダイレックス高田店

870-0117 大分県大分市南９２

097-547-8023

大分県

ドラッグイレブン松岡店

870-0124 大分県大分市毛井１６

097-528-7350

大分県

スーパードラッグノザキ皆春店

870-0131 大分県大分市皆春５１４－４

097-528-8773

大分県

ダイレックス株式会社森店

870-0131 大分県大分市皆春７５１－１

097-527-3372

大分県

株式会社マルキョウ皆春店

870-0131 大分県大分市皆春字美操３１８－１

097-528-8501
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大分県

スーパードラッグノザキ葛木店

870-0133 大分県大分市葛木３２９－１

097-523-3318

大分県

イオン九州株式会社イオン高城店

870-0154 大分県大分市高城西町２８－１

097-554-0200

大分県

グッデイ明野店

870-0161 大分県大分市明野東１－１－４７

097-503-1557

大分県

コスメドラッグファンサンリブ明野店

870-0165 大分県大分市明野北５－１５－１６サンリブ明野店内

097-574-6155

大分県

イオン九州株式会社イオンパークプレイス大分店

870-0174 大分県大分市公園通り西２－１

097-528-7500

大分県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス大在店

870-0267 大分県大分市大字城原２４００

097-524-3539

大分県

スーパードラッグノザキ坂ノ市店

870-0302 大分県大分市坂ノ市字野入１２２０

097-593-0828

大分県

スーパーセンタートライアル大道店

870-0820 大分県大分市西大道１－１－９

097-554-5500

大分県

コスメボックス楽天市場店

870-0822 大分県大分市大道町５－１－１０

097-543-0194

大分県

コスメボックスｙａｈｏｏ店

870-0822 大分県大分市大道町５－１－１０

097-543-0194

大分県

株式会社マルキョウ大道店

870-0822 大分県大分市大道町５－４－４８

097-514-9868

大分県

株式会社ミスターマックスＳｅｌｅｃｔ南大分店

870-0852 大分県大分市田中町１－３

097-545-7710

大分県

スーパードラッグノザキ羽屋店

870-0854 大分県大分市羽屋２９－１

097-545-0800

大分県

株式会社ドラッグイレブン畑中店

870-0856 大分県大分市畑中９３５－１

097-514-9813

大分県

株式会社マルキョウ新貝店

870-0911 大分県大分市新貝５－４５

097-554-1472

大分県

株式会社ミドリ薬品花高松店

870-0915 大分県大分市花高松１－２－８

097-503-1272

大分県

スーパーセンタートライアル下郡店

870-0952 大分県大分市下郡北１－２－６０

097-554-8806

大分県

スーパーセンタートライアル敷戸店

870-1106 大分県大分市敷戸台１－１－８

097-504-7001

大分県

株式会社マミーズマーケットアタックス敷戸店

870-1121 大分県大分市鴛野９６４－１

097-547-9121

大分県

スーパードラッグノザキ寒田店

870-1123 大分県大分市寒田１１５０－５

097-503-9010

大分県

イオン九州株式会社イオン光吉店

870-1132 大分県大分市光吉８２５－１

097-568-5588

大分県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ大分光吉インター店

870-1133 大分県大分市宮崎２５８

097-557-0311

大分県

株式会社サンドラッグわさだ店

870-1143 大分県大分市田尻４４１－１

097-586-1772

大分県

サンクスジャパン株式会社ダイレックスわさだ店

870-1151 大分県大分市市３４２－１

097-548-7866

大分県

セガミメディクス株式会社わさだ店

870-1161 大分県大分市木上２０５９

097-586-1185

大分県

マツモトキヨシフレスポ中津北店

871-0001 大分県中津市大新田２９０－１フレスポ中津北内

0979-85-0900

大分県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター中津店

871-0011 大分県中津市下池永１５３－１

0979-26-1188

大分県

株式会社マルキョウ中津店

871-0011 大分県中津市下池永１１５－１

0979-23-6025

大分県

ダイレックス株式会社中津中殿店

871-0030 大分県中津市中殿町３－２－１

0979-26-1101

大分県

イオン九州株式会社イオン三光店

871-0111 大分県中津市三光佐知１０３２

0979-26-8300

大分県

株式会社スーパー大栄Ｄ＆Ｄ中津店

871-0162 大分県中津市永添字坂本６０２

0979-23-3224

大分県

ダイレックス株式会社杵築店

873-0001 大分県杵築市杵築字北浜６６５－８８

0978-64-0202

大分県

株式会社ナフコホームプラザナフコ杵築店

873-0013 大分県杵築市日野１６９０－１

0978-64-0261

大分県

ココカラファイン安岐店

873-0212 大分県国東市安岐町塩屋２９１

0978-66-7440

大分県

株式会社アタックスマートアタックス国東店

873-0504 大分県国東市国東町安国寺２５－１

0978-72-2555

大分県

サンクスジャパン株式会社ダイレックスやまなみ店

874-0840 大分県別府市鶴見２８３－１

0977-67-5545

大分県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター別府店

874-0841 大分県別府市竹の内１２組

0977-27-1166

大分県

株式会社イズミゆめタウン別府店

874-0943 大分県別府市楠町３８２－７

0977-26-3333

大分県

株式会社サンドラッグ臼杵江無田店

875-0023 大分県臼杵市江無田２６６－５サンリブ臼杵店内

0972-64-0991

大分県

ドラッグセイムス臼杵野津店

875-0201 大分県臼杵市野津町野津市９４３

0974-24-3477

大分県

株式会社マミーズマーケットアタックス佐伯店

876-0012 大分県佐伯市鶴望字深町２８３０－１

0972-23-2361

大分県

株式会社ミドリ薬品佐伯店

876-0025 大分県佐伯市池田２０８０

0972-20-3177

大分県

村井薬店

876-0801 大分県佐伯市葛港４－１８

0972-22-1319

大分県

株式会社ナフコホームプラザナフコ佐伯店

876-0822 大分県佐伯市西浜１－２５

0972-25-1401

大分県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス佐伯店

876-0843 大分県佐伯市中の島２－４－３

0972-20-5233

大分県

スーパードラッグノザキ中ノ島店

876-0843 大分県佐伯市中の島１－８－７

0972-20-5777

大分県

ドラッグファン中央店

876-0854 大分県佐伯市中村南町１３２９－３

0972-24-0689

大分県

イオン九州株式会社イオン日田店

877-0024 大分県日田市南元町１４－２２

0973-24-6131

大分県

セガミメディクス株式会社日田店

877-0024 大分県日田市南元町１－２

0973-22-8341

大分県

株式会社ナフコホームプラザナフコ日田店

877-0062 大分県日田市大字上野字ダイム１－１６

0973-22-2141

大分県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター日田店

877-0078 大分県日田市北友田３－２５３０－１

0973-25-6355

大分県

ダイレックス株式会社宇佐店

879-0453 大分県宇佐市上田７６－１

0978-34-6811

大分県

株式会社ミスターマックス宇佐店

879-0454 大分県宇佐市法鏡寺５００

0978-34-9770

大分県

スーパーセンタートライアル玉津店

879-0606 大分県豊後高田市玉津１６２８

0978-23-1133

大分県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス日出店

879-1506 大分県速見郡日出町１５６０－１

0977-72-9823

大分県

ドラッグストアマツモトキヨシ日出店

879-1506 大分県速見郡日出町３２４４－１

0977-28-1919

大分県

ドラッグセイムス大分馬場店

879-2112 大分県大分市馬場２７１

097-524-8171

大分県

株式会社ナフコホームプラザナフコ津久見店

879-2401 大分県津久見市千怒７５－２１

0972-85-0231

大分県

スーパードラッグノザキ津久見店

879-2442 大分県津久見市港町４１４２－１５１

0972-85-0711

大分県

ドラッグセイムス由布挟間店

879-5502 大分県由布市挾間町向原３０６－１

097-529-5203

大分県

イオン九州株式会社イオン挾間店

879-5518 大分県由布市挾間町北方７７

097-586-3800

大分県

スーパーコンボ三重店

879-7111 大分県豊後大野市三重町赤嶺１５１８

0974-22-8110

大分県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター三重店

879-7111 大分県大野郡三重町赤嶺字角神９９２

097-426-4233

宮崎県

橘百貨店

880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３－１０－３２

0985-24-4111

宮崎県

株式会社ドン・キホーテ宮崎店

880-0056 宮崎県宮崎市神宮東１－１－５

0985-83-2211

宮崎県

株式会社マミーズマーケットアタックス住吉店

880-0121 宮崎県宮崎市島之内１０５６－６

0985-39-6313

宮崎県

ドラッグイレブン佐土原店

880-0211 宮崎県宮崎郡佐土原町下田島梅野９６３６－１

0985-30-1383

宮崎県

ドラッグイレブンアミュプラザみやざき店

880-0811 宮崎県宮崎市錦町１－８アミュプラザみやざき内

0985-60-2711

宮崎県

ドラッグイレブン江平店

880-0815 宮崎県宮崎市江平町１－２－５

0985-35-3933

宮崎県

イオン九州株式会社イオン宮崎店

880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１

0985-60-8181

宮崎県

ドラッグイレブン吉村店

880-0841 宮崎県宮崎市吉村町橋田甲２３８６－１２９

0985-24-8239

宮崎県

マックスバリュ九州株式会社マックスバリュうきのじょう店

880-0844 宮崎県宮崎市柳丸町１６７

0985-60-6701

宮崎県

イオン九州株式会社イオン南宮崎店

880-0902 宮崎県宮崎市大淀４－７－３０

0985-51-3166

宮崎県

ドラッグストアマツモトキヨシ南宮崎店

880-0902 宮崎県宮崎市大淀３－４－３０

0985-59-3363

宮崎県

くすりの救命堂赤江店

880-0916 宮崎県宮崎市恒久９４１

0985-63-5080

宮崎県

スーパーセンタートライアル宮崎恒久店

880-0916 宮崎県宮崎市恒久１５２７－１

0985-63-3330

宮崎県

救命堂かおる坂店

880-0916 宮崎県宮崎市恒久字鳥ノ巣６１７３－６４

0985-64-0198

宮崎県

ダイレックス赤江店

880-0925 宮崎県宮崎市本郷北方２２３１

0985-50-5001

宮崎県

株式会社ナフコホームプラザナフコ大塚店

880-0951 宮崎県宮崎市大塚町竹原２０３５

0985-54-0725

宮崎県

ダイレックス株式会社国富店

880-1101 宮崎県東諸県郡国富町本庄５８３－１

0985-75-1134

宮崎県

ダイレックス大塚台店

880-2105 宮崎県宮崎市大塚台西１－２－４

0985-41-6781

宮崎県

株式会社マミーズマーケットアタックス小松店

880-2112 宮崎県宮崎市小松字八ケ久保１３９１－１０

0985-47-6665

宮崎県

スーパーセンタートライアル西都店

881-0003 宮崎県西都市右松１９１３－１

0983-41-0616
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宮崎県

株式会社マミーズマーケットアタックス西都店

881-0003 宮崎県西都市右松１－１

0983-43-5712

宮崎県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス西都店

881-0033 宮崎県西都市妻１６８０－１

0983-41-1142

宮崎県

株式会社マミーズマーケットアタックス延岡店

882-0025 宮崎県延岡市粟野名町１５５６－１

0982-35-2802

宮崎県

イオン九州株式会社イオン多々良店

882-0056 宮崎県延岡市岡富町８４３

0982-28-0050

宮崎県

ドラッグストアモリ延岡岡富店

882-0056 宮崎県延岡市岡富町６９３－２

0982-29-4334

宮崎県

イオン九州株式会社イオン延岡店

882-0847 宮崎県延岡市旭町２－２－１

0982-23-1700

宮崎県

株式会社ミドリ薬品延岡店

882-0856 宮崎県延岡市出北３－１５－１８

0982-21-6026

宮崎県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ延岡店

882-0864 宮崎県延岡市塩浜町１－１５３２－１

0982-42-2411

宮崎県

スーパーセンタートライアル日向店

883-0043 宮崎県日向市都町１０７５４－１１

0982-55-5015

宮崎県

ナチュラル株式会社ドラッグストアモリ日向日知屋店

883-0062 宮崎県日向市日知屋１６４３１

0982-55-1703

宮崎県

株式会社ミスターマックス日向店

883-0062 宮崎県日向市日知屋１４７９８－１

0982-53-5251

宮崎県

イオン九州株式会社イオン日向店

883-0064 宮崎県日向市日知屋古田町６１－１

0982-55-8200

宮崎県

株式会社マミーズマーケットアタックス高鍋店

884-0002 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋３８５１－１

0983-35-3113

宮崎県

株式会社ナフコホームプラザナフコ北都城店

885-0004 宮崎県都城市都北町１１０４－５

0986-46-7321

宮崎県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ都城店

885-0012 宮崎県都城市上川東４－５９４８－１

0986-45-0211

宮崎県

イオン九州株式会社イオン都城駅前店

885-0023 宮崎県都城市栄町４６７２－５

0986-23-7000

宮崎県

株式会社アレススーパーキッド若葉店

885-0054 宮崎県都城市若葉町７４－４－１

0986-45-0296

宮崎県

イオン九州株式会社イオン都城店

885-0055 宮崎県都城市早鈴町１９９０

0986-46-2222

宮崎県

株式会社ナフコホームプラザナフコ南都城店

885-0064 宮崎県都城市今町７７４０－１

0986-47-4271

宮崎県

ドラッグイレブン都原店

885-0092 宮崎県都城市南横市町３５１１－１１

0986-21-6555

宮崎県

ダイレックス簑原店

885-0095 宮崎県都城市蓑原町３２５４－７

0986-36-5962

宮崎県

株式会社マルミヤストア小林店

886-0002 宮崎県小林市水流迫２３１－３

0984-23-8001

宮崎県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス小林店

886-0003 宮崎県小林市堤３０２６－１０

0984-24-5210

宮崎県

株式会社サンドラッグ小林店

886-0003 宮崎県小林市堤３００５－１２

0984-24-5210

宮崎県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター小林店

886-0003 宮崎県小林市堤字西ノ原２９０７－１

0984-24-5505

宮崎県

株式会社ナフコホームプラザナフコ小林店

886-0003 宮崎県小林市堤３０８９－１

0984-25-0431

宮崎県

スーパーセンタートライアル日南店

887-0015 宮崎県日南市平野２５５９－１

0987-32-1606

宮崎県

株式会社ニシムタホームマートＮ’ｓＣＩＴＹ串間店

888-0001 宮崎県串間市西方５５９０

0987-72-1414

宮崎県

ドラッグイレブン串間店

888-0012 宮崎県串間市西浜１－５－５

0987-71-1380

宮崎県

スーパーセンタートライアル都農店

889-1201 宮崎県児湯郡都農町川北５４７４－１

0983-21-2411

宮崎県

ドラッグイレブン都農店

889-1201 宮崎県児湯郡都農町川北５４３０－３

0983-21-2702

宮崎県

株式会社アタックスマートアタックス川南店

889-1301 宮崎県児湯郡川南町川南１６３９６－１３

0983-32-0255

宮崎県

株式会社サンドラッグ清武店

889-1603 宮崎県宮崎市清武町正手２－３７クロスモール清武内

0985-64-5267

宮崎県

ダイレックス株式会社三股店

889-1901 宮崎県北諸県郡三股町樺山４９６３－１

0986-53-3020

宮崎県

株式会社トライアルカンパニースーパーセンター三股店

889-1901 宮崎県北諸県郡三股町樺山４８３４－３

0986-53-3830

宮崎県

ドラッグストアマツモトキヨシ広原店

889-1912 宮崎県北諸県郡三股町宮村２９５０－３サンキュー広原店内

0986-46-1311

宮崎県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス日南店

889-2536 宮崎県日南市吾田西１－８－８

0987-32-0901

鹿児島県 ドラッグイレブン伊識梅ヶ渕店

890-0003 鹿児島県鹿児島市伊敷町６６４０－１

099-246-1885

鹿児島県 ドラッグイレブン伊敷店

890-0005 鹿児島県鹿児島市下伊敷１－４７－２３

099-218-1972

鹿児島県 ドラッグイレブン永吉店

890-0023 鹿児島県鹿児島市永吉２－７－１

099-250-7013

鹿児島県 ドラッグイレブン田上店

890-0034 鹿児島県鹿児島市田上３－１１－１４

099-812-6310

鹿児島県 イオン九州株式会社イオン鹿児島中央店

890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町１０

099-206-4711

鹿児島県 ドラッグイレブンアミュプラザ鹿児島店

890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町１－１アミュプラザ鹿児島内

099-812-6361

鹿児島県 ドラッグイレブン中央駅西口店

890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町１－１－１Ｆ

099-214-2311

鹿児島県 ドラッグイレブン騎射場店

890-0054 鹿児島県鹿児島市荒田２－６６－２０

099-259-9939

鹿児島県 セイムス上荒田店

890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町３２－１０

099-812-8333

鹿児島県 ドラッグイレブン上荒田店

890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町３９－３０マックスバリュ上荒田店内

099-214-2611

鹿児島県 ドラッグイレブン交通局前店

890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田１－２－３１

0998-12-6221

鹿児島県 ダイレックス株式会社アクロスプラザ与次郎店

890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎１－７－２０アクロスプラザ与次郎内

099-230-7201

鹿児島県 イオン九州株式会社イオン鹿児島鴨池店

890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池２－２６－３０

099-256-2111

鹿児島県 株式会社ドン・キホーテ鹿児島宇宿店

890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿２－２－１８スクエアモール内

099-213-7711

鹿児島県 セイムス 唐湊店

890-0081 鹿児島県鹿児島市唐湊４－１７－１５

099-214-3855

鹿児島県 株式会社ミドリ薬品紫原店

890-0082 鹿児島県鹿児島市紫原３－１０－１８

099-255-3099

鹿児島県 セイムス鹿児島皇徳寺店

891-0103 鹿児島県鹿児島市皇徳寺台２－１－３

099-284-7271

鹿児島県 サンクスジャパン株式会社ダイレックス鹿児島店

891-0104 鹿児島県鹿児島市山田町字上野３６１

099-201-1480

鹿児島県 イオン九州株式会社イオン鹿児島店

891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町７

099-263-1800

鹿児島県 スーパーセンタートライアル東開店

891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町３－１６

099-268-6661

鹿児島県 株式会社ニシムタ谷山店

891-0123 鹿児島県鹿児島市卸本町５－３５

099-268-1500

鹿児島県 ナチュラル株式会社ドラッグストアモリ鹿児島離島センター

891-0132 鹿児島県鹿児島市七ツ島１－４０－４鹿商海運内

099-261-7000

鹿児島県 セイムス 鹿児島和田店

891-0143 鹿児島県鹿児島市和田１－４４－１

099-263-3764

鹿児島県 ドラッグイレブン坂之上店

891-0144 鹿児島県鹿児島市下福元町４７１６

099-263-0833

鹿児島県 株式会社アイオロス

891-0201 鹿児島県揖宿郡喜入町瀬々串字小濱３１０－５

0993-47-1281

鹿児島県 ドラッグイレブン喜入店

891-0203 鹿児島県鹿児島市喜入町６００６

0993-45-3150

鹿児島県 株式会社ミドリ薬品指宿店

891-0311 鹿児島県指宿市西方１４９１－１

0993-27-9955

鹿児島県 セイムス鹿児島郡山店

891-1105 鹿児島県鹿児島市郡山町１４２９－２

099-245-6450

鹿児島県 ドラッグセイムス鹿児島西伊敷店

891-1202 鹿児島県鹿児島市西伊敷７－２１－５１

099-220-6338

鹿児島県 ドラッグセイムス垂水田神店

891-2104 鹿児島県垂水市田神３４９１－１

0994-45-7225

鹿児島県 ドラッグイレブン垂水店

891-2122 鹿児島県垂水市上町１０３

0994-32-2310

鹿児島県 ドラッグイレブン中種子店

891-3604 鹿児島県熊毛郡中種子町野間５１２４－６

0997-24-2779

鹿児島県 新生堂薬局ＦＣ橋本薬局

891-6202 鹿児島県大島郡喜界町湾４２－１

0997-65-0594

鹿児島県 株式会社ミドリ薬品亀津店

891-7101 鹿児島県大島郡徳之島町亀津新里新町７３８２

0997-81-1355

鹿児島県 ドラッグイレブンいづろ店

892-0827 鹿児島県鹿児島市中町５－２５

099-219-7615

鹿児島県 プラム天文館店

892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町１４－１－２Ｆ

099-216-3457

鹿児島県 株式会社ドン・キホーテ天文館店

892-0844 鹿児島県鹿児島市山之口町１２－１５－２

099-219-4311

鹿児島県 ドラッグイレブン吉野店

892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町３２１６－８

099-295-8185

鹿児島県 株式会社ニシムタスーパーセンター吉野店

892-0875 鹿児島県鹿児島市川上町１９４５

099-295-7088

鹿児島県 ドラッグイレブン鹿屋バイパス店

893-0013 鹿児島県鹿屋市札元２－３６７５－８

0994-41-5630

鹿児島県 株式会社アレススーパーキッド鹿屋札元店

893-0013 鹿児島県鹿屋市札元２－３６７４－５

0994-52-0636

鹿児島県 サンクスジャパン株式会社ダイレックス鹿屋店

893-0014 鹿児島県鹿屋市寿８－２０－４

0994-40-6588

鹿児島県 ドラッグイレブン寿店

893-0014 鹿児島県鹿屋市寿７－４－３

0994-52-1006

鹿児島県 株式会社サンドラッグ寿店

893-0014 鹿児島県鹿屋市寿７－４９４－１

0994-40-9222

鹿児島県 サンクスジャパン株式会社ダイレックス白崎店

893-0016 鹿児島県鹿屋市白崎町３－２７

0994-40-5120

鹿児島県 ドラッグセイムス鹿屋西原店

893-0064 鹿児島県鹿屋市西原４－１２－３

0994-36-8114
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鹿児島県 株式会社アレススーパーキッド鹿屋西原店

893-0064 鹿児島県鹿屋市西原４－１０７６９－１

0994-52-0770

鹿児島県 株式会社ニシムタパワーセンター鹿屋バイパス店

893-0067 鹿児島県鹿屋市大浦町１３８０７－１

0994-41-8111

鹿児島県 セイムス 大根占城元店

893-2302 鹿児島県肝属郡大根占町城元１１０１－１

0994-28-3922

鹿児島県 ドラッグイレブン奄美店

894-0004 鹿児島県名瀬市鳩浜町１０３

0997-57-7647

鹿児島県 イオン九州株式会社イオンプラザ大島店

894-0006 鹿児島県奄美市名瀬小浜町２３－１

0997-53-4100

鹿児島県 ドラッグイレブン奄美朝仁店

894-0041 鹿児島県奄美市名瀬朝仁新町２９－４

0997-55-1155

鹿児島県 株式会社ミドリ薬品朝日町店

894-0061 鹿児島県奄美市名瀬朝日町３－５

0997-56-9000

鹿児島県 ダイレックス永利店

895-0005 鹿児島県薩摩川内市永利町７７７

0996-24-8075

鹿児島県 サンクスジャパン株式会社ダイレックス隈之城店

895-0031 鹿児島県薩摩川内市勝目町４１２０

0996-25-5711

鹿児島県 ドラッグイレブンこりゃなんじゃもんじゃ隈之城店

895-0041 鹿児島県薩摩川内市隈之城町３８－１

0996-21-1821

鹿児島県 株式会社ニシムタスーパーセンター上川内店

895-0061 鹿児島県薩摩川内市御陵下町３２２６

0996-20-7722

鹿児島県 サンクスジャパン株式会社ダイレックス川内店

895-0074 鹿児島県薩摩川内市原田町２６－２７

0996-20-8030

鹿児島県 株式会社ミドリ薬品川内店

895-0074 鹿児島県川内市原田町１６３－１

0996-22-7678

鹿児島県 ドラッグイレブン川内大小路店

895-0076 鹿児島県薩摩川内市大小路町１７－１２

0996-20-8026

鹿児島県 セイムス さつま船木店

895-1804 鹿児島県薩摩郡さつま町船木２７６１－１

0996-21-3630

鹿児島県 株式会社アタックスマートアタックス菱刈店

895-2705 鹿児島県伊佐市菱刈重留１４０６

0995-29-4110

鹿児島県 株式会社ナフコホームプラザナフコ菱刈店

895-2705 鹿児島県伊佐市菱刈重留１４０６

0995-24-1701

鹿児島県 ダイレックス株式会社加世田店

897-0003 鹿児島県南さつま市加世田川畑１０３－１

0993-78-3910

鹿児島県 ドラッグイレブン加世田店

897-0008 鹿児島県加世田市地頭所６２６－２

0993-58-2310

鹿児島県 株式会社ニシムタスーパーセンター加世田店

897-0008 鹿児島県加世田市地頭所字玉川７２３－１

0993-53-3949

鹿児島県 ドラッグイレブン知覧店

897-0302 鹿児島県川辺郡知覧町郡５１７４－３

0993-58-7707

鹿児島県 ダイレックス株式会社枕崎店

898-0018 鹿児島県枕崎市桜木町４２６

0993-78-4911

鹿児島県 ドラッグイレブン枕崎店

898-0035 鹿児島県枕崎市平田町２５９

0993-73-2999

鹿児島県 スーパーセンタートライアル出水黄金店

899-0125 鹿児島県出水市黄金町５６２

0996-65-8170

鹿児島県 株式会社サンドラッグ出水店

899-0125 鹿児島県出水市黄金町３１３－１サンキュー出水店内

0996-63-7081

鹿児島県 ナフコ出水インター店

899-0132 鹿児島県出水市下知識町１４３２－１

0996-65-7011

鹿児島県 サンクスジャパン株式会社ダイレックス出水店

899-0206 鹿児島県出水市向江町７９１

0996-63-4150

鹿児島県 だいわショッピングデパート商品センター

899-1923 鹿児島県川内市湯島町３３７３－８

0996-26-2091

鹿児島県 ドラッグイレブン松元店

899-2704 鹿児島県鹿児島市春山町１９０８－１

099-278-7260

鹿児島県 コスモ２１

899-4101 鹿児島県曽於郡財部町南俣２９

0986-72-0716

鹿児島県 ドラッグイレブン新国分店

899-4322 鹿児島県国分市福島３－５－１０

0995-48-5797

鹿児島県 サンクスジャパン株式会社ダイレックス国分店

899-4323 鹿児島県霧島市国分松木１１５６－１

0995-48-6585

鹿児島県 株式会社サンドラッグ国分店

899-4332 鹿児島県霧島市国分中央１－２７－７

0995-49-6011

鹿児島県 株式会社ナフコホームプラザナフコ国分店

899-4462 鹿児島県国分市敷根６８６

0995-48-8881

鹿児島県 ドラッグイレブン姫城店

899-5111 鹿児島県姶良郡隼人町姫城３－２０８

0995-44-7525

鹿児島県 株式会社ナフコホームプラザナフコ隼人店

899-5115 鹿児島県霧島市隼人町東郷６－２

0995-64-2711

鹿児島県 イオン九州株式会社イオン隼人国分店

899-5117 鹿児島県霧島市隼人町見次１２２９

0995-43-8100

鹿児島県 株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ霧島店

899-5117 鹿児島県霧島市隼人町見次４６８－４

0995-44-8111

鹿児島県 セイムス 蒲生店

899-5304 鹿児島県姶良郡蒲生町下久徳７３３－１

0995-54-3838

鹿児島県 イオン九州株式会社イオン姶良店

899-5421 鹿児島県姶良市東餅田３３６

0995-65-1120

鹿児島県 ドラッグイレブン姶良西餅田店

899-5431 鹿児島県姶良郡姶良町西餅田９０－５

0995-66-9155

鹿児島県 ドラッグイレブン姶良平松店

899-5652 鹿児島県姶良郡姶良町平松４７４７－２

0995-65-9959

鹿児島県 株式会社サンドラッグ西志布志店

899-7104 鹿児島県志布志市志布志町安楽１００－１

099-471-1666

鹿児島県 ドラッグイレブンＦＣ岩川店

899-8106 鹿児島県曽於市大隅町下窪町１０１

0994-82-6655

鹿児島県 株式会社ニシムタスーパーセンター岩川店

899-8212 鹿児島県曽於市大隅町月野２４５５

099-471-2400

鹿児島県 ドラッグイレブン末吉店

899-8605 鹿児島県曽於市末吉町二之方６０３３－１

0986-76-2696

沖縄県

ドラッグイレブンアクロスプラザ古島駅前店

900-0004 沖縄県那覇市銘苅１－１９－１アクロスプラザ古島駅前内

098-860-1170

沖縄県

コープおきなわあっぷるタウン店

900-0006 沖縄県那覇市おもろまち３－３－１

098-941-8020

沖縄県

株式会社サンエー那覇メインプレイス店

900-0006 沖縄県那覇市おもろまち４－４－９

098-951-3300

沖縄県

セガミメディクス株式会社那覇平和通り店

900-0013 沖縄県那覇市牧志３－２－５６

098-860-9992

沖縄県

ダイコクドラッグ久茂地１丁目店

900-0015 沖縄県那覇市久茂地１－３－８－１Ｆ

098-860-9090

沖縄県

フレッシュプラザユニオン前島店

900-0016 沖縄県那覇市前島２－６－９

098-867-5006

沖縄県

タウンプラザかねひでサンプラザ県庁店

900-0021 沖縄県那覇市泉崎１－２－２県庁ビルＢ１Ｆ

098-868-4001

沖縄県

株式会社サンエーＶ２１城岳食品館

900-0023 沖縄県那覇市楚辺１－１４－１０

098-891-3031

沖縄県

ドラッグイレブン古波蔵店

900-0024 沖縄県那覇市古波蔵２－２５－３２

098-840-4311

沖縄県

ドラッグイレブン壺川店

900-0025 沖縄県那覇市壺川２－１－１４

098-833-8167

沖縄県

ビッグワン小禄店

901-0145 沖縄県那覇市高良３－４－２

098-858-1130

沖縄県

ビッグワンアクロスプラザ小禄店

901-0151 沖縄県那覇市鏡原町３４－４０

098-859-7310

沖縄県

株式会社マツモトキヨシきょうはら店

901-0151 沖縄県那覇市鏡原町３５－２４Ｖ２１食品館きょうはら店内

098-857-3328

沖縄県

ドラッグイレブン奥武山店

901-0152 沖縄県那覇市小禄４１４

098-852-1104

沖縄県

ココカラファイン宇栄原店

901-0153 沖縄県那覇市宇栄原３－１４－５

098-859-7055

沖縄県

株式会社マツモトキヨシうえばる団地店

901-0153 沖縄県那覇市宇栄原８６９－２Ｖ２１うえばる団地食品館店内

098-858-2244

沖縄県

琉球ジャスコ株式会社イオン那覇店

901-0155 沖縄県那覇市金城５－１０－２

098-852-1515

沖縄県

ドラッグイレブン真玉橋店

901-0201 沖縄県豊見城市真玉橋３１３－１

098-891-6211

沖縄県

ＭＥＧＡドン・キホーテ豊見城店

901-0223 沖縄県豊見城市翁長８５４－１

0570-550-539

沖縄県

イオン琉球株式会社イオンドラッグ豊見城店

901-0234 沖縄県豊見城市田頭１５５－１イオンタウン豊見城内

098-840-2188

沖縄県

ダイレックス株式会社豊見城店

901-0241 沖縄県豊見城市豊見城４６０－１

098-852-2841

沖縄県

株式会社マツモトキヨシ豊見城ウイングシティ店

901-0242 沖縄県豊見城市高安２６１－２

098-850-3460

沖縄県

ダイレックス株式会社糸満店

901-0302 沖縄県糸満市潮平６１１－７

098-992-3175

沖縄県

ドラッグイレブン糸満潮平店

901-0302 沖縄県糸満市潮平６８６－１

098-840-8608

沖縄県

タウンプラザかねひで西崎店

901-0305 沖縄県糸満市西崎６－１０－１

098-994-6933

沖縄県

ドラッグイレブン糸満武富店

901-0311 沖縄県糸満市武富仲間田原１９４

098-840-8707

沖縄県

株式会社サンエーしおざきシティ店

901-0364 沖縄県糸満市潮崎町２－２

098-840-3333

沖縄県

ドラッグイレブン八重瀬店

901-0405 沖縄県島尻郡八重瀬町伊覇６０－８

098-998-1160

沖縄県

ナチュラル株式会社ドラッグストアモリ八重瀬店

901-0405 沖縄県島尻郡八重瀬町伊覇３１５

098-840-7123

沖縄県

株式会社マツモトキヨシ八重瀬シティ店

901-0406 沖縄県島尻郡八重瀬町屋宜原９９－１八重瀬シティ内

098-998-3120

沖縄県

琉球ジャスコ株式会社イオン南風原店

901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平２６４

098-940-6100

沖縄県

ドラッグイレブン津嘉山店

901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山１２７７－２

098-888-1181

沖縄県

フレッシュプラザユニオン津嘉山店

901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山１３２４

098-940-6600

沖縄県

株式会社サンエー津嘉山シティ店

901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山１４７１－２

098-882-7755

沖縄県

セガミメディクス株式会社大里店

901-1206 沖縄県南城市大里仲間１１３４－２

098-882-8566

沖縄県

マツモトキヨシ板良敷店

901-1301 沖縄県島尻郡与那原町板良敷６２１サンエー板良敷店内

098-945-3305

沖縄県

ツルハドラッグ与那原店

901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原１１０４

098-988-1317

財部店
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沖縄県

ヴァインドラッグあがりはま薬局

901-1304 沖縄県島尻郡与那原町東浜６８－１－２

098-987-5534

沖縄県

ダイレックス佐敷店

901-1414 沖縄県南城市佐敷津波古５４６－２

098-987-6076

沖縄県

ドラッグイレブン佐敷店

901-1414 沖縄県南城市佐敷津波古字西原１１８９

098-852-5311

沖縄県

フレッシュプラザユニオン経塚店

901-2102 沖縄県浦添市前田８１７

098-870-6630

沖縄県

ドラッグストアモリ経塚店

901-2111 沖縄県浦添市経塚５９１

098-988-1580

沖縄県

株式会社サンエー経塚シティ店

901-2111 沖縄県浦添市経塚６５２

098-871-3333

沖縄県

株式会社マツモトキヨシ経塚シティ店

901-2111 沖縄県浦添市経塚６５２

098-871-3005

沖縄県

ダイレックス浦添店

901-2113 沖縄県浦添市大平１－２８－３

098-988-1987

沖縄県

マツモトキヨシ浦添西海岸パルコシティ店

901-2123 沖縄県浦添市西洲３－１－１ＰＡＲＣＯＣＩＴＹ１Ｆ

098-871-1102

沖縄県

ツルハドラッグ宮城店

901-2126 沖縄県浦添市宮城３－１２－５

098-879-9380

沖縄県

ドラッグイレブン浦添宮城店

901-2126 沖縄県浦添市宮城５－１０－３

098-870-8011

沖縄県

株式会社サンエーＶ２１宮城食品館

901-2126 沖縄県浦添市宮城４－１８－１０

098-871-1881

沖縄県

コープおきなわ牧港店

901-2131 沖縄県浦添市牧港４－３－１５

098-875-3466

沖縄県

ホームセンターさくもと浦添店

901-2131 沖縄県浦添市牧港１－６１－１８

098-877-4123

沖縄県

フレッシュプラザユニオン新城店

901-2201 沖縄県宜野湾市新城１－２０－６

098-892-6203

沖縄県

フレッシュプラザユニオン上原店

901-2203 沖縄県宜野湾市野嵩１－２－９

098-892-8300

沖縄県

フレッシュプラザユニオン普天間店

901-2203 沖縄県宜野湾市野嵩３－８－６

098-893-1210

沖縄県

ドラッグイレブン宜野湾店

901-2205 沖縄県宜野湾市赤道２－３－２

098-896-0333

沖縄県

ビッグワン宜野湾愛知店

901-2206 沖縄県宜野湾市愛知４６－５

098-893-8701

沖縄県

株式会社ドン・キホーテメガドンキホーテ宜野湾店

901-2223 沖縄県宜野湾市大山７－７－１２

098-942-9911

沖縄県

フレッシュプラザユニオン宇地泊店

901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊７５１

098-898-5400

沖縄県

株式会社マツモトキヨシ宜野湾コンベンションシティ店

901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊５５８－１０

098-897-3420

沖縄県

イオン琉球株式会社イオンライカム店

901-2300 沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業区４街区

098-983-8888

沖縄県

フレッシュプラザユニオン中城店

901-2424 沖縄県中頭郡中城村南上原４９７

098-895-7122

沖縄県

株式会社マツモトキヨシなかぐすく店

901-2424 沖縄県中頭郡中城村南上原７９６－１

098-942-3350

沖縄県

ドラッグストアモリ比嘉店

901-3108 沖縄県島尻郡久米島町比嘉９５－１

098-996-5368

沖縄県

ビッグワン那覇店

902-0061 沖縄県那覇市古島１－２５－４－２０６

098-885-8707

沖縄県

大城商店

902-0065 沖縄県那覇市壺屋１－７－７知念方１Ｆ

098-863-2019

沖縄県

フレッシュプラザユニオン真嘉比店

902-0068 沖縄県那覇市真嘉比８１－１－２

098-884-3320

沖縄県

ドラッグイレブン一日橋店

902-0073 沖縄県那覇市上間２７８－１

098-833-6000

沖縄県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス津嘉山店

902-0074 沖縄県那覇市仲井真３７５－１

098-833-8137

沖縄県

コープおきなわこくば店

902-0075 沖縄県那覇市国場３６８コープおきなわ２Ｆ

098-831-8400

沖縄県

グリーンドラッグ与儀店

902-0076 沖縄県那覇市与儀２７４

098-836-0338

沖縄県

株式会社ビッグワン西原店

903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇１５９６

098-946-1177

沖縄県

ヴァインドラッグ末吉店

903-0801 沖縄県那覇市首里末吉町４－４－１

098-835-5577

沖縄県

グリーンドラツグ首里店

903-0806 沖縄県那覇市首里汀良町３－１１－７

098-885-5638

沖縄県

株式会社マツモトキヨシ中の町店

904-0021 沖縄県沖縄市胡屋２－１－５６

098-930-3700

沖縄県

ドラッグイレブン山里店

904-0033 沖縄県沖縄市山里１－１－２マックスバリュ山里店内

098-931-1411

沖縄県

ビッグワン山内店

904-0035 沖縄県沖縄市南桃原３－１－２

098-932-5821

沖縄県

ホームセンターさくもとコザ店

904-0035 沖縄県沖縄市南桃原４－２８－１

098-933-4241

沖縄県

ドラッグイレブン桑江店

904-0102 沖縄県中頭郡北谷町伊平３２８

098-926-6611

沖縄県

フレッシュプラザユニオン北谷店

904-0103 沖縄県中頭郡北谷町桑江６１７－５

098-936-5998

沖縄県

琉球ジャスコ株式会社イオン北谷店

904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜８－３

098-982-7575

沖縄県

ナチュラル株式会社ドラッグストアモリ北谷店

904-0116 沖縄県中頭郡北谷町北谷１－２－６

098-936-8590

沖縄県

株式会社サンエーＶ２１かでな食品館

904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納４６３－１４

098-921-5700

沖縄県

イオンドラッグ都屋店

904-0301 沖縄県中頭郡読谷村座喜味３１９０

098-923-2735

沖縄県

ドラッグストアモリ読谷店

904-0311 沖縄県中頭郡読谷村比謝４９１－１

098-988-5310

沖縄県

ダイレックス株式会社読谷店

904-0313 沖縄県中頭郡読谷村大湾４１

098-923-0530

沖縄県

マツモトキヨシ大湾シティ店

904-0313 沖縄県中頭郡読谷村大湾３４３

098-956-3255

沖縄県

ドラッグイレブン読谷店

904-0314 沖縄県中頭郡読谷村古堅７４０イオン読谷ショッピングセンター内

098-921-9311

沖縄県

株式会社丸大読谷波平店

904-0322 沖縄県中頭郡読谷村波平１６９６

098-923-2535

沖縄県

マツモトキヨシ赤崎店

904-1103 沖縄県うるま市石川赤崎２－１－１

098-964-5995

沖縄県

ダイレックス株式会社石川店

904-1106 沖縄県うるま市石川１－４４－８

098-964-3595

沖縄県

ドラッグストアモリ石川店

904-1106 沖縄県うるま市石川１－４１－１

098-989-5800

沖縄県

マツモトキヨシ石川シティ店

904-1106 沖縄県うるま市石川２５２１－１サンエー石川シティ店内

098-965-3318

沖縄県

タウンプラザかねひで東恩納市場店

904-1111 沖縄県うるま市石川東恩納６０１

098-923-1520

沖縄県

ぎのざ薬局

904-1302 沖縄県国頭郡宜野座村宜野座３６７

098-968-2256

沖縄県

琉球クオール薬局登川店

904-2142 沖縄県沖縄市登川１－９－７

098-934-2160

沖縄県

ドラッグイレブン知花店

904-2151 沖縄県沖縄市松本５－２－１８

098-921-4577

沖縄県

フレッシュプラザユニオン松本店

904-2151 沖縄県沖縄市松本５－３－４

098-938-1115

沖縄県

コープおきなわ美里店

904-2153 沖縄県沖縄市美里１８６３－１

098-939-9998

沖縄県

ビッグワン美里店

904-2153 沖縄県沖縄市美里１２６８－１

098-939-8727

沖縄県

ナチュラル株式会社ドラッグストアモリ美里店

904-2155 沖縄県沖縄市美原１－１－７

098-937-0303

沖縄県

フレッシュプラザユニオン泡瀬店

904-2161 沖縄県沖縄市古謝９７５－５

098-939-5588

沖縄県

株式会社マツモトキヨシ古謝店

904-2161 沖縄県沖縄市古謝２０５

098-934-2288

沖縄県

フレッシュプラザユニオン宮里店

904-2165 沖縄県沖縄市宮里４８６

098-929-3755

沖縄県

ビッグワン泡瀬店

904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬２－４－７

098-937-9934

沖縄県

ドラッグストアモリ安慶名店

904-2214 沖縄県うるま市安慶名２１１－３

098-923-0843

沖縄県

ビッグワンみどり町店

904-2215 沖縄県うるま市みどり町４－２０－２８

098-974-8612

沖縄県

フレッシュプラザユニオン安慶名店

904-2215 沖縄県うるま市みどり町４－２０－１ロイヤルマンション具志川１Ｆ

098-974-1320

沖縄県

サンクスジャパン株式会社ダイレックス具志川店

904-2235 沖縄県うるま市前原６７

098-974-6600

沖縄県

ドラッグストアモリ具志川店

904-2235 沖縄県うるま市前原３７１－２

098-923-3578

沖縄県

琉球ジャスコ株式会社イオン具志川店

904-2235 沖縄県うるま市前原幸崎原３０３

098-983-6565

沖縄県

株式会社マツモトキヨシサンエー赤道店

904-2242 沖縄県うるま市高江洲１０３１－１サンエー赤道ショッピングタウン店内

098-974-3380

沖縄県

ダイレックス株式会社うるま店

904-2244 沖縄県うるま市江洲５０７

098-973-2200

沖縄県

ドラッグストアモリ赤道店

904-2245 沖縄県うるま市赤道３０１－１

098-923-2261

沖縄県

フレッシュプラザユニオン赤道店

904-2245 沖縄県うるま市赤道６２７－６

098-979-1313

沖縄県

へしきや薬局

904-2302 沖縄県うるま市与那城西原９８８－３

098-978-6036

沖縄県

ドラッグストアモリ与勝店

904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原５０９９－４

098-989-3656

沖縄県

株式会社サンエー与勝シティ店

904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原５１１１

098-978-8888

沖縄県

株式会社マツモトキヨシ為又シティ店

905-0005 沖縄県名護市為又９０４－５サンエー為又シティ内

0980-53-3966

沖縄県

ホームセンターさくもとなご店

905-0011 沖縄県名護市宮里１５９２

0980-51-1300

沖縄県

琉球ジャスコ株式会社イオン名護店

905-0012 沖縄県名護市名護見取川原４４７２

0980-54-8000
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沖縄県

ダイレックス株式会社名護店

905-0019 沖縄県名護市大北４－２１－９

0980-54-8881

沖縄県

ナチュラル株式会社ドラッグストアモリ名護東江店

905-0021 沖縄県名護市東江４－１－３

0980-52-3050

沖縄県

ビッグワン名護店

905-0021 沖縄県名護市東江５－５－３５我那覇産業ビル１Ｆ

0980-54-1336

沖縄県

ドラッグストアモリもとぶ店

905-0211 沖縄県国頭郡本部町東５５４－１

0980-43-5318

沖縄県

ドラッグイレブンもとぶ店

905-0212 沖縄県国頭郡本部町大浜８５１－１ザ・ビッグエクスプレス内

0980-47-7511

沖縄県

株式会社サンエーＶ２１もとぶ食品館店

905-0213 沖縄県国頭郡本部町谷茶２９－６２

0980-47-7600

沖縄県

株式会社サンエーＶ２１いさがわ食品館店

905-1152 沖縄県名護市伊差川１９０

0980-54-4040

沖縄県

ビッグワン宮古店

906-0007 沖縄県宮古島市平良東仲宗根９２０－１

09807-2-4147

沖縄県

ドラッグイレブン宮古店

906-0012 沖縄県宮古島市平良西里１２９０

09807-4-2828

沖縄県

ドラッグイレブン宮古高校前店

906-0012 沖縄県宮古島市平良西里７１２－１

0980-74-1411

沖縄県

ナチュラル株式会社ドラッグストアモリ宮古島店

906-0012 沖縄県宮古島市平良西里西屋原１０８４－１

0980-72-7255

沖縄県

株式会社ドン・キホーテ宮古島店

906-0012 沖縄県宮古島市平良西里１２８３

0980-75-3011

沖縄県

ドラッグストアモリ久貝店

906-0015 沖縄県宮古島市平良久貝９０１－１

0980-79-5582

沖縄県

株式会社ドン・キホーテ石垣島店

907-0001 沖縄県石垣市大浜４６２－１

0980-82-0411

沖縄県

ドラッグイレブン石垣店

907-0002 沖縄県石垣市真栄里２９９

0980-84-3344

沖縄県

ナチュラル株式会社ドラッグストアモリ石垣店

907-0002 沖縄県石垣市真栄里２８９－１

0980-83-0606

沖縄県

株式会社サンエー石垣シティ店

907-0002 沖縄県石垣市真栄里３０１－１

0980-83-2111

沖縄県

ビッグワン石垣店

907-0004 沖縄県石垣市登野城６２７－１

0980-83-3222

沖縄県

ドラッグイレブン石垣八島店

907-0011 沖縄県石垣市八島町１－９－５

0980-84-2411
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